
12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

1 火

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

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。

生徒会役員選挙・生徒総会・引継ぎ式

行事予定

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

《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21日（水）に、生徒会役員選挙が行われました。立候補者が推薦者とともに壇上に上がり演
説。有権者は公約等を聴き、投票しました。記帳台や投票箱は、実際に使われているものを奥州市の
選挙管理委員会から借用し、本番さながらの投票行動をしました。当日放課後に選挙管理委員が開
票、結果は立候補した14名全員が当選となりました。
　10月28日（水）は、後期生徒総会。千葉綾香さんと福田羽菜さんを議長に、各専門委員会や部・同
好会の総括や、生徒会予算の執行状況、生徒会会則の一部改正等について全校生徒で検証していきま
した。「日高火防祭が中止となっても、地域の清掃ボランティアは行うべき」「整容をもっとしっか
りしてほしい」「制服について、アンケートを取る以外に、試着期間などを設けても良いのではない
か」等様々な意見が出されました。また、「全校生徒の皆さんの協力があり、文化祭でのみずいち食
堂が成功できました」と今年度料理長がお礼を述べる場面もありました。提案議題はすべて承認され
ていました。議長降壇後、「私学助成」について学習するプレゼンテーションがあり、秋の私学助成
署名運動に弾みをつけていました。
　続いて選挙管理委員長から、選挙で当選した一人一人に当選証書を授与。新生徒会執行委員となっ
たメンバーは、旧執行委員に感謝の花束を渡し、慰労の言葉をかけていました。新執行部は、旧執行
委員の皆さんが築き上げてきたものを土台に、更に一高生徒会を発展させるように、全校生徒の先頭
に立ち、尽力してくれることでしょう。

12　月

後期中間考査

生徒会合宿

教員勤務日

勤労感謝の日

学年成績会議　1.2年進路のミカタ

11　月

3年通知票発送

入試個別相談会

2年進路ガイダンス

職員会議

教員勤務日

ビジネス文書実務検定

成績会議

第598号

2020年
11月11日(水)

家庭・生徒と学校をつなぐ通信
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2年普通科総合コース・調理科　進路ガイダンス

　「EUがあなたの学校にやってくる」が、11月10日（火）に第1部の講演会
は三密を避けるため胆沢創造文化センターで、第2部のグループディスカッ
ションは本校を会場に行われました。これは、駐日欧州連合（EU）代表部な
らびにEU加盟国大使館の外交官が、日本各地でEUや自身の出身国について出
張授業を行うプロジェクト。今回はスペイン大使館政治担当参事官アントニ
オ・カサード氏（Mr.Antonio　Casado）が来校。第1部の全体会では「EUと
スペイン」について講演を、第2部の小グループでは「フードロス」につい
てディスカッションをしてくださいました。第2部は各学年から5名ほどが参
加し、自分たちで調べたフードロスの現状等についてカサード参事官にプレ
ゼンテーションし、アドバイス等をいただきました。カサード参事官は、日
本に来てマーケットの果物類は色も形も皆同じなことに驚いた。規格外のも
のは一体どうなっているのか、フードロスを減らすために、どのようなこと
が皆にできるのか、等の質問を生徒に投げかけていました。第2部終了後
は、調理科生徒が作った懐石料理を召し上がっていただきました。
　「EUの目標、〝対立ではなく協力″〝国境のない暮らし″は、世界に平和
をもたらすために必要な考え方だと思いました。」「EUでは性的マイノリ
ティーのように日本より進んでいる部分があり、これからの日本の問題点、
改善点がわかりました。留学についての話も聞いて、もっと広い視野を持ち
たいと思いました。」「EUは人権をとても大切にしていて、加盟国は条件を
満たしている国なので、とても国全体に優しさがあるのだな、と思いまし
た。」等の感想が聞かれました。

EUが学校にやってきた！

10月29日（木）藤澤裕之氏を講師にお招きし、進路ガイダンスが
行われました。佐々木凜翠さんは「今回のガイダンスではコミュ
ニケーションの基本や、様々な仕事・自己表現の仕方など、就
職に役立つ講義をしていただきました。特に、礼や話し方、座り
方など、面接に直接生きることを学ぶことができました。今回の
学びを活用できるように、来年の受験に向けて頑張ります。」と
受講しての感想を話してくれました。

9月から毎週（木）が基本的に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 11/12.19.26  12/3.10.17.24 )

👑 各 部 の 活 躍 👑

☆陸上競技部 全国高等学校陸上競技大会2020 兼 U20全国陸上競技大会北高校新人陸上競技大会 高校男子砲丸投：影田久保隼人10位 高校男子ハンマー投：鎌田優斗 24位
☆テニス部 テニスジュニアダブルス大会 男子 佐藤誠那・山崎璃空組 加藤錬・石川大夢組 2回戦敗退 高橋青那・菊池翔組 1回戦敗退

女子 石川きら・阿部彩花組予選決勝戦敗退 石井颯希・高橋愛莉組 予選１回戦敗退
チャレンジャーズシングル大会 男子 加藤錬 ベスト４！ 山崎璃空3回戦敗退 高橋青那 2回戦敗退 石川大夢 菊池翔 石川太郎 佐藤誠那 1回戦敗退

女子 石川きら 高橋愛莉 2回戦敗退 石井颯希 阿部彩花 1回戦敗退
☆バスケットボール部 選抜大会地区予選 男子 vs水工 84：72勝 女子 vs専北 134：41 男女県大会出場権獲得 男女県大会出場権獲得

新人地区予選 男子 2回戦 vs水工 81：59勝 3回戦 vs水沢 39：67敗 女子 2回戦 vs専北 128：35勝 地区１位決定戦vs 水沢82：96敗 男女県大会出場権獲得
☆バレーボール部 県選手権大会 男子 1回戦 vs盛北 2：0勝 2回戦 vs黒工 0：2敗 女子 1回戦 vs盛二 0：2敗

盛岡大学文学部（社会文化学科） 盛岡大学（栄養科学部栄養科学科） 仙台大学（体育

学部栄養学科)    清和大学（法学部法律学科） 日本歯科大学新潟短期大学（歯科衛生学科） 仙
台保健福祉専門学校(歯科衛生科) 盛岡公務員法律専門学校（公務員ビジネス科） 学校法人
東北柔専仙台接骨医療専門学校（柔道整復科） 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校（高度情

報工学科 ） 岩手理容美容専門学校（美容科）2名 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校（ホ
テルビジネス科） 仙台スイーツ＆カフェ専門学校（スイーツパティシエ科） 北上コンピュータ・ア
カデミー（システム・ネットワークコース） 北上コンピュータ・アカデミー（コンピュータビジネス科）2名 専
修大学北上福祉教育専門学校（保育科）4名 盛岡公務員法律専門学校（キャリア総合学科）
盛岡公務員法律専門学校（公務員ビジネス科行政Ⅲ種初級コース）

岩手ふるさと農業協同組合（一般職） イワフジ工業株式会社2名 工藤建設株式会社
2名 株式会社フジキン（検査技術職） 社会福祉法人友愛会（調理） タリーズコーヒージャパ
ン株式会社（接客業務） 株式会社岩手県南青果市場（一般事務） 一般財団法人空港保安
事業センター（航空保安検査） イーエヌ大塚製薬株式会社花巻工場（医薬品製造） 水沢工業
株式会社 デサントアパレル株式会社水沢工業（スポーツウェア製造） 愛知陸運株式会社
TBソーテック東北株式会社本社江刺工場（技能職） 株式会社小田島組（内勤職） SWS東日
本株式会社 岩手工場（一般職） 日本ベローズ工業株式会社北上工場 株式会社ワール
ド設備機器（配管工） 株式会社ケー・アイ・ケ—2名 自衛隊（陸上）2名（航空）2名 株式会社
コスメナチュラルズ横浜工場2名 株式会社ひがしやま（調理） 社会福祉法江刺寿生会（調
理） 株式会社メフォス北日本東北事業部（調理） 株式会社回進堂Parfum（菓子製造） 株
式会社ベルベ（パン製造） 医療法人社団創生会おとめがわ病院（調理）


