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水沢第一高等学校の教育（共育）の考え方・土台は、この校訓と精神です。

　10月24日（水）6校時、生徒会役員選挙が行われました。
　選挙管理委員長からの挨拶ののち、立会演説会が行われました。立候補者と責任者
は、それぞれに「交通安全委員長として、けがや事故のない学校生活をめざしたい」
「『自由』なイメージの水一をより良い方向に発展させたい」「前回の経験を活か
し、ボランティア清掃や募金活動のさらなる効率化を図りたい」等の公約や、この人
なら責任をもって推薦できます、等の演説を力強くしていました。
　演説後、投票の諸注意が選挙管理委員から話され、投票に移りました。
　投票は、奥州市選挙管理委員会からお借りした、実際に選挙で使用されている記載
台と投票箱を使って行いました。
　10月31日（水）は、前期の生徒会の活動を総括し後期につなげる生徒総会が行われ
ました。議長をした佐藤慎也さんと川内瑠寿さんの進行の下、各クラスでの討議を経
た議案書への質問や意見がさまざま出されました。総会後は、24日の選挙で信任され
た13名に選挙管理委員長から当選証書が授与され、新執行部の誕生となりました。そ
の後、新執行部から旧執行部に感謝を込めた花束が贈呈されました。

生徒会役員選挙・生徒総会・引継ぎ式

評価伝票

勤労感謝の日

教員出勤日(午前）

成績会議

運営会議

後期中間考査

全商ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定

職員会議　台湾留学保護者ガイダンス

生徒会合宿

台湾修学旅行説明会

行事予定

12　月
ＧＴＥＣ　　教員出勤日(午前）

一覧表

職員会議　　通知票発送

11　月英会話・中会話・仏会話

水沢第一高等学校＜問い合わせ・連絡先＞
　☏0197‐24-6171（事務室）　 ☎0197‐24-6173（職員室）

Eﾒｰﾙ： kyouwa@mizuichi.ed.jp

2年生修学旅行（～15）

教員勤務日（午前）

珠算・電卓検定

《校　訓》　　「神清智明(しんせいちみょう)」　「松操竹節(しょうそうちくせつ)」　「衆心成城(しゅうしんしろをなす)」
　　心は清く賢明で、確固たる信念を持ち、心を一つにすれば何事も成せる。
『教育の精神』　　教えることは教えられることだ　育てることは育てられることだ
　　生徒と教師の間に　この緊密な関係が成り立つとき　はじめて　「教育」というステージの　幕が開かれる
　　子どもから学びながら　父母や地域に支えられながら　はじめて　「学校」という豊かなドラマが　進行する
『教育目標』　人間の尊厳を自覚しそれを貫く人間　　いかなる困難にもうちかって、自主的に生きる人間
　　　　正しい知識と技術を身につけた人間に育てること

　10月22日（月）から、放課後の中国
語会話講習（第2弾）が始まりました。
春は台湾からの留学生を迎えるため
に、受入れ生徒や保護者の方を対象
の講習会（第1弾）でした。今回は12月
15日（土）からの台湾留学生を主な対
象としていますが、興味のある方等も
大歓迎です。毎週月曜日16：45～18：
15（外国語教室）やっています。講師
は、伊藤麗春先生です。
　毎週水曜日は、16：15～18：30（会議
室）ケニス・デイビス先生が英会話講
習をしています。10月31は、ハロウィー
ンパーティーで盛り上がりました。
　金曜日は16：00～17：00フランス会話
講習、ネム・オロル先生担当です。
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　11月7日（水）・8日（木）の両日の朝、交通安全委員が街頭
指導と自転車点検を行いました。
　これは、地域の方々に迷惑をかけず、マナーを守り安全に
登下校できるように意識喚起を図るために交通安全委員が
行ったものです。8日には、警察の方や地域交通安全推進
委員の方も一緒に指導に加わってくださいました。

安全第一！　街頭指導＆自転車点検

　10月27日（土）「奥州　高校生レストラン」が水沢グランドホテルを会場
に行われました。これは奥州市の中心市街地活性化のために、水沢駅通り商
店街振興組合から委託を受け、調理科の生徒がホテルの厨房をお借りして調
理、提供したものです。
　メニューは、鯛とホタテのソテークリームソースや前沢牛の肩ロースス
テーキ赤ワインソースをメインにし、パパイヤと小エビのサラダ、デザート
のショコラケーキ等のコース料理。「肉の量はもう少し少なくても」という
ようなアドバイスや、「高級レストランでお食事しているようでした」「何
を食べても作る方の優しさが感じられる味でした」「どの料理もおいしく、
高校生が作ったとは思えないような品ばかりでした。これから素敵な未来を
歩まれることを心から応援しています」等の応援メッセージを、召し上がっ
た方々からいただきました。

大好評‼　　奥州　高校生レストラン

毎週火曜日 が 教育相談日となっており、スクールカウンセラーの髙橋昇先生が教育相談室（保健室隣）にいらっしゃいます。
相談対応は 原則8：45～16：45までの1時間、予約制です。 相談のご希望がある場合には、担任または養護教諭（及川志保先生）にお話しください。 相談日時を調整のうえ、

ご連絡いたします。 生徒の皆さんはもちろん、保護者の方のみの相談も受け付けております。 お気軽にご連絡ください。 (在室予定：11/13.20.27 12/4.11.18)

👑 各 部 の 活 躍 👑
☆陸上競技部 U18日本陸上選手権大会 砲丸投：馬場北斗 8位 やり投：吉田翔太 6位‼

秋季陸上競技大会 男子 高校円盤投：馬場北斗2位! 高校ハンマー投：馬場北斗 3位‼ 佐藤圭斗 6位 やり投：佐藤圭斗 6位
女子 100mＨ：小関しおん 8位 棒高跳：佐藤葵衣 4位 稲葉奈央 4位 安彦里奈 8位 走幅跳：小関しおん 4位 三段跳：小向美保 5位

砲丸投：大畑葵2位! 高橋華凛7位 円盤投：髙橋優奈1位‼ 高橋華凛3位! ハンマー投：高橋優奈 2位! 大畑葵 3位! 石川瑞姫 4位
やり投：箱石瑞稀7位 佐藤杏姫8位

☆バレー部 県高校新人大会 1回戦 ｖｓ盛二 敗
☆バドミントン部 県高校新人大会 男子 団体： 2回戦 vs花北青雲 3：0勝 3回戦 vs盛岡市立 0：3敗 ｼﾝｸﾞﾙｽ： 佐々木優宏 2回戦敗

女子 団体：2回戦 vs盛大附 3：0勝 3回戦 vs盛二 3：0勝 4回戦 vs久慈東 3：2勝 準決勝 vs花北青雲 0：3敗 三決 vs前沢 0：3敗 県4位‼
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ：千葉美月・小林恭佳 2回戦敗 ｼﾝｸﾞﾙｽ：千葉美月 2回戦敗

☆バスケットボール部 県選抜大会 男子 1回戦 vs関一 80：73勝 2回戦 vs盛一 64：82敗 ベスト16
女子 1回戦 vs高田 62：53勝 2回戦 vs関二 77：61勝 3回戦 vs学院 55：102敗 ベスト8

高校新人大会地区予選 男子 2回戦 ｖｓ専北 103：71勝 3回戦 ｖｓ黒北 73：85敗
女子 2回戦 ｖｓ翔南 107：39 勝 3回戦 ｖｓ水商 81：56勝 決勝 vs水沢 65：66敗

☆水泳部 東北高校新人大会 男子 100ｍ自由形：今野文翔 5位 100ｍバタフライ：今野文翔 5位 女子 400ｍ個人メドレー：千葉美南 1位‼
☆テニス部 岩手チャレンジャーズシングルス大会 男子2名女子1名出場
☆邦楽部 奥州市民芸術文化祭 出演 第二東水沢保育園文化祭 訪問演奏 県高総文祭日本音楽部門発表会 奨励賞
☆ダンス部・邦楽部・吹奏楽部・太鼓同好会 前沢福祉の里まつり 参加
☆クッキング部 胆沢平野土地改良区収穫祭 参加

（合格・内定）

東京女子体育大学（体育学部） 岩手県立農業大学校（農産経営科） 国際医療福祉
専門学校一関校（理学療法学科）2名 盛岡医療福祉専門学校（医療事務学科） 北日本医療福
祉専門学校（こどもマイスター養成科） MCL盛岡情報ビジネス専門学校（情報ビジネス科）

SENDAI中央理容美容専門学校（美容科） 北上コンピュータ・アカデミー（CG/CADコース）

新宿医療専門学校（歯科衛生士学科） 仙台スイーツ＆カフェ専門学校（スイーツパティシエ科）

専門学校盛岡カレッジオブビジネス（ホテルビジネス科） 専修大学北上福祉教育専門学校（保育

科） 盛岡医療福祉専門学校（こども福祉学科）

日誠工業㈱（土木一式） 株式会社スマイルリンクル（ホールスタッフ）


