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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。

教職員勤務日（午前）

1年文学散歩　2年学年ﾚｸ　3年進路講座

教職員勤務日（午前）

PTA・教育振興会役員会

2年SDGs講演会（午後）

3時間授業　1年ﾃｽﾄ　2年総探　3年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃　

バレー県高総体

こどもの日

憲法記念日

昭和の日

尿検査②

スタディサプリ到達度テスト

5　月

陸上県高総体　　バド県高総体

1.2年進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

バスケ県高総体

職員会議　耳鼻科検診　高総体開会式

教職員勤務日（午前）

行事予定

《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

1年心臓検診

4　月

みどりの日

テニス県高総体　理事会・評議員会

  4月20日（水）6校時に前期生徒総会が行われました。5校時に各クラスで事前に配布され
た議案書審議をし、質問や意見を質問BOXに。執行部はそれを検討して、6校時総会に臨み
ました。今回は、生徒会執行部がいる会議室と他の生徒がいる各教室をリモートで結んで
開催。賛成反対などについても、それぞれの数を画面を通して報告しました。
　「より良い学校とは？」「今の学校の課題とは？」「ボランティアを清掃以外何かやっ
ても良いのでは」「お掃除クラスマッチとは何ですか？」「クラスマッチをもっと増やし
ても良いのでは」等々多数の質問や意見が出されました。F3-1の岩渕朱莉さんと佐藤唯人
さんと議長の下「挨拶など学校ではよくても、地域の方に対してがあまりよくないなどが
今の課題だと考えています」「ボランティア清掃の回数を増やすことも考えていますが、
他にアイシティ eco プロジェクトという、コンタクトレンズの空きケースを集めてリサイ
クルした収益金を日本アイバンク協会に寄付する活動なども検討しています。」「クラス
マッチの回数や日にちは増やせませんが、2日間で皆さんに楽しんでもらえる工夫をしてい
きます」など、対面ではありませんでしたが、充実した審議となっていました。活動目標
や昨年度決算・今年度予算などについて承認され、ジェンダー平等にかかわる制服のマイ
ナーチェンジについても承認され、今期の生徒総会は終了しました。

　4月19日（火）18：00～PTA三
役会、18：30～役員会が行われ、
PTAや教育振興会の総会に向けて
の議案書審議等が行われました。
 役員会では三役・事務局提案はす
べて承認されました。コロナの感染
状況から、総会は書面議決、議案書
はまちcomiを通して5月10日(火)頃
に保護者の方にお届けすることも併
せて決定されました。また、学年会
毎の三役案も決定されました。

短縮6時間　耳鼻科検診

開校記念日

リモートでも充実審議～前期生徒総会～

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

第616号

2022年
4月26日（火）

家庭・生徒と学校をつなぐ通信

発行：学校法人協和学院 水沢第一高等学校 （文責：藤沢）



　4月11日（月）～13日（水）、15日（金）、20日（金）の5日間にわたり、放課後オ
ンライン学校説明会を開催しました。
　今回オンラインで結んだのは、千葉商科大学・国際医療福祉大学・青森県立保健大
学・日本リハビリテーション専門学校・名古屋経済大学の5校。コロナ禍でなかなか
オープンキャンパスに行けずにいた中、大学と専門学校に違いや経済学部と経営学部
の違い、医療系の様々な学科、管理栄養士を目指す学部等様々な角度で説明していた
だきました。
　八重樫若菜さんは「最初は進路として考えていた言語聴覚士について学べる学校の
説明を聴こうと思い参加しました。しかし、学校比較のために参加した大学の説明を
聴き、公務員にも興味を持ちました。今後も積極的に説明会などに参加して、自分の
進路の幅を広げたいです。」と参加した感想を話してくれました。

放課後オンライン学校説明会 英会話講習始まりました

　放課後の英会話講習が始まりました。講師はＮＳとして授業を担当してく
ださっているKen先生やMike先生、May先生。英検受験やカナダ・台湾留学を
考えている生徒や、日常英会話をマスターしたい生徒たちが参加していまし
た。
　今年度は、中国語会話と韓国語会話の講座を、長期休業中に開催する予定
です。
　高橋凛香さんは「私は得意の英語を伸ばすために参加しています。授業は
ダンディーなKen先生のお蔭で楽しく進んでいます。私の目標は、カナダ留
学して現地の人と話したり、大人になって海外旅行で楽しんだりすることで
す。これからも講習頑張ります。」と、講習に参加した目的等を話してくれ
ました。

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（臨床心理士）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 4/28 5/12.19.26    6/2.9.16.23.30 ）

👑 各 部 等 の 活 躍 👑

☆陸上競技部 みちのく春季陸上一関大会
1部高校男子砲丸投（6.0㎏）：影田久保隼人 1位！ 土井飛彩 2位 清水真琳 3位
1部女子100ｍ：大内涼羽 8位 1部女子200m：大内涼羽 7位 小野寺まゆ香 8位 1部女子400m：小野寺まゆ香 3位 松本湖白 7位
1部女子砲丸投（4.0㎏）：浅水心結 2位 粟津凛佳 3位 小原優那 8位 1部女子円盤投げ（1.0ｋｇ）：粟津凛佳 2位 小原優那 3位 佐々木舞子 5位
1部女子やり投（600ｇ）：牛間木仁美 1位！ 藤本琉奈 4位 浅水心結 5位

高総体地区予選
男子 予選通過県大会出場決定 100ｍ：藤純輝 岩渕朱莉 200ｍ：伊藤翼 岩渕朱莉 400ｍ：及川丈 須藤浩輝 110mH：松本虎二 千田凜風 400ｍH:高橋凌雅

4×100ｍＲ：藤純輝・伊藤翼・岩渕朱莉・及川丈 4×400ｍ：須藤浩輝・岩渕朱莉・伊藤翼・及川丈 走高跳：高橋澄 走幅跳：千葉尚弥 三段跳：藤純輝
砲丸投：清水真琳 円盤投：佐々木唯智 亀山眞太 ハンマー投：千葉咲輝人 やり投：清水真琳 佐々木颯良 佐々木唯智

県大会推薦選手 100ｍ:伊藤翼 棒高跳：那須煌希 佐々木樹己 砲丸投：影田久保隼人 土井飛彩 ハンマー投：土井飛彩 遠藤想太
女子 予選通過県大会出場決定 100ｍ：小野寺美羽 200ｍ：小野寺まゆ香 松本湖白 400ｍ：渡邊愛梨 800ｍ：岩渕花穂 菊池心菜 400ｍＨ：菅原星名

5000ｍＷ：大脇茜李 髙橋未悠 4×100ｍ：菊地叶愛・大内涼羽・松本湖白・小野寺まゆ香 4×400ｍ：小野寺まゆ香・松本湖白・菊池叶愛・渡邊愛梨
棒高跳：菊池愛加 走幅跳：吉田聖菜 菊地叶愛 砲丸投：佐々木舞子 円盤投：佐々木舞子 やり投：藤本琉奈 高橋あすみ

県大会推薦選手 100ｍ：大内涼羽 200ｍ：大内涼羽 400ｍ：小野寺まゆ香 松本湖白 棒高跳：本城麻里菜 小野寺琉衣
砲丸投：浅水心結 粟津凛佳 小原優那 ハンマー投：牛間木仁美 浅水心結 藤本琉奈 やり投：牛間木仁美

☆テニス部 高総体地区予選
男子 ダブルス：予選通過県大会出場決定 加藤錬・石川大夢組 シングルス：予選通過県大会出場決定 加藤錬 山崎璃空
女子 ダブルス・シングルス 予選敗退

☆バドミントン部 高総体地区予選
男子 ダブルス： 予選通過県大会出場決定 梅津汰貢斗・鈴木渚月組 代表決定戦敗退 佐々木颯馬・西舘春吹組

シングルス： 予選通過県大会出場決定 菅原琉吾 代表決定戦敗退 梅津汰貢斗 西舘春吹


