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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。

宮澤賢治を訪ねて

内科検診

心臓検診（二次）　水泳県大会

模擬試験（1-1、2-2.3.T、3年）

前期中間考査　　職員検診

5　月

総研　　職員会議

英語検定　料理菓子検定

3年漢字検定　3年保護者進路・修旅説明会

テニス県高総体　理事会・評議員会

バスケ県高総体

ビジネス計算実務検定

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

陸上東北大会

6　月

クラスマッチ

　5月11日（水）、2年生は陸前高田市の東日本大震災津波伝承館とワタミオーガニックランド
を訪問、久しぶりの校外学習となりました。
  コロナウィルス感染拡大防止を踏まえ、例年の学年レクリエーションとは内容を変え、学習
旅行を行いました。クラス毎に各施設を見学・体験。津波伝承館では忘れてはならない東日本
大震災当時の様子や、その後の復興の様子、教訓とすべきことなどについて学習。震災で甚大
な被害を受けた土地を、農業や環境、ネルギーを通じて楽しみながら学べる農業テーマパーク
として20年かけて整備しつつあるワタミオーガニックランドでは、これからの未来へ向けた陸
前高田市の取り組みを学んできました。
　千田ひなたさんは「この校外学習を通して、いろいろなことを学んでくることができまし
た。はじめに、ワタミオーガニックランでにお邪魔し、ぶどう園を見学したり、野菜収穫体験
をしたりしました。ここでは、主に食べ物の大切さや「いただきます」という言葉の意味につ
いて改めて気づかされたり考えさせられたりしました。次に行った津波伝承館では、ガイダン
スシアターというところで、震災した当時の映像を見ました。それはとても悲惨なもので、た
くさんの方々が津波の影響で犠牲になられたことに、胸が締め付けられました。東日本大震災
から約11年がたった今、この経験をもとに、自分たちに何ができるのかを考えて、1日1日を大
切に過ごしていきたいです。」と学習して感じたことを話してくれました。

　5月11日（水）、1年生は花巻
に宮沢賢治文学散歩に行ってき
ました。この日は、宮澤賢治記
念館・イーハトーブ館・花巻広
域公園・賢治詩碑を2グループ
に分かれて巡りました。
　髙橋春季さんは「宮澤賢治の
学習を通して、私は沢山のこと
を学びました。周囲に反対され
てもなお自分の生き方を貫き通
した賢治。自分は自分であり、
他の人のものではない。自分は
自分らしく生きるのだ、と学ん
だ。また人のために尽くすこ
と、あきらめないことなど、数
多くのことを学びました。今回
の文学散歩は、今を生きる私た
ち10代の心にとても強く根付い
た時間でした。」と学んだこ
と・感じたことを話してくれま
した。

改めていろいろ考えさせられた２年生学習旅行

3年修学旅行（～/28）

衣替え　全校朝会　整容指導

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617号

2022年
5月25日（水）

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27日(木）に2年生を対象としたSDGs学習会が行われました。奥州市生活環境課の
大内氏からSDGｓやそれへの関わり方について説明を受けた後、奥州めぐみネットの若
生氏に講演していただきました。
  その後グループに分かれ、「THE SDGsアクションカードゲームＸ」を体験。様々な
切り口からのアイデアで問題を解決する方法を学習しました。
　受講した千田侑果さんは「SDGｓはかなり難しい内容だと思いました。それと同時
に、より良い未来を作ろうと決まったものであり、2030年までという期限があるもの
なので、とても重要な目標だと思いました。目標達成のためには、全員がSDGsを理解
して、意識改善をする必要があると思います。自分でも、レジ袋を断る、リサイクル
商品を使うなど、身近なところからいろいろ心がけていきたいです。」と話してくれ
ました。

SDGs視点で問題解決法を学習 3年生進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

　3年生は5月11日（水）に進路ガイダンスを受講しました。進学希望者は全体
講演会後に各種学校のブースで具体的な説明を聴き、就職希望者は就職対
策講座を受講しました。
　受講した佐々木心音は「講座ではお金の使い方や挨拶、お辞儀の仕方、敬
語などのマナーについて学びました。これからすぐに実践できることでしたの
で、日頃の挨拶など今まで以上に言葉遣いに気を付けて過ごしていきたいで
す。また周りからみられているという自覚を持って行動したいです。ライフプラン
ゲームは、班のみんなとコミュニケーションをとりながら楽しくできたので良かっ
たです。自分の進路や人生について詳しく考えるきっかけにもなりました。一生
に一度の人生、全力で楽しみたいと思います！」と話してくれました。

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 6/2.9.16.23.30 7/7.14.21 ）

👑 各 部 等 の 活 躍 👑
☆陸上競技部 春季陸上

男子 少年B男子110H：千田凜風 4位 4×100ｍＲ：（藤純輝・伊藤翼・岩渕朱莉・及川丈） 8位 高校男子砲丸投：影田久保隼人 1位！ 土井飛彩 6位 清水真琳 7位
少年B男子円盤投：本城洋斗 2位！ 高橋楓 3位！ 高校男子円盤：影田久保隼人 2位！ 高校男子ハンマー投：土井飛彩 1位！ 千葉咲輝人 3位！ 遠藤想太 6位

女子 100ｍ：大内涼羽 6位 200ｍ：大内涼羽 4位 小野寺まゆ香 5位 400ｍ：小野寺まゆ香 3位！ 松本湖白 5位
4×100ｍR：（菊地叶愛・大内涼羽・松本湖白・小野寺まゆ香） 3位！ 4×400ｍR：（小野寺まゆ香・大内涼羽・菊池叶愛・松本湖白） 3位！
棒高跳：本城麻里菜 2位！ 菊池愛加 5位 砲丸投：浅水心結 2位！ 粟津凜佳 3位！ 佐々木舞子 6位 円盤投：粟津凜佳 1位！ 小原優那 3位！ 佐々木舞子6位
ハンマー投：藤本琉奈 1位！浅水心結 2位！ 牛間木仁美 3位！ やり投：牛間木仁美 1位！ 藤本琉奈 8位
高総体県大会 女子 総合優勝！ フィールドの部:1位！ 男子 総合 6位 フィールドの部：1位！

男子 100ｍ：伊藤翼 7位 4×100ｍＲ：（藤純輝・伊藤翼・岩渕朱莉・及川丈） 6位 棒高跳：那須煌希 2位！ 佐々木樹己 4位 渡邉勇斗 7位
砲丸投：影田久保隼人 2位！ 土井飛彩 5位 清水真琳 7位 円盤投：影田久保隼人 3位 ハンマー投：土井飛彩 1位！ 千葉咲輝人 4位 遠藤想太 8位

女子 100ｍ：大内涼羽 3位！ 200ｍ：大内涼羽 3位！ 小野寺まゆ香 5位 松本湖白 7位 400ｍ：小野寺まゆ香 6位 松本湖白 8位
4×100ｍ：（菊地叶愛・大内涼羽・松本湖白・小野寺まゆ香） 4位 4×400ｍ：（小野寺まゆ香・大内涼羽・渡邊愛梨・松本湖白） 3位！
棒高跳：本城麻里菜 2位！ 小野寺琉衣 5位 砲丸投：浅水心結 2位！ 粟津凛佳 3位！ 佐々木舞子 7位
円盤投：粟津凜佳 1位！ 小原優那 2位！ 佐々木舞子 4位 ハンマー投：牛間木仁美 1位！ 浅水心結 3位！ 藤本琉奈 5位 やり投：牛間木仁美 1位！

☆野球部 春季東北地区高等学校野球岩手県大会 地区予選
1回戦 ｖｓ水工 1-11（5c）敗 敗復1回戦 vs北奥連合 3-11（7ｃ）勝 敗復2回戦 ｖｓ黒北 2-9（7c）敗

☆テニス部 県ジュニアテニス選手権
男子 ダブルス：加藤錬・石川大夢組 ベスト8 佐藤誠那・山崎璃空組 ベスト16 シングルス： 加藤錬 ベスト16 石川大夢 ベスト16

☆バドミントン部 高総体県大会
男子 団体：3位！ 個人 ダブルス：梅津汰貢斗・鈴木渚月組1回戦敗 シングルス：菅原琉吾2回戦敗 女子 団体：2回戦敗

☆バレーボール部 高総体県大会
男子 2回戦 vs花北 0：2敗 女子 1回戦 ｖｓ伊保内・葛巻 2：0勝 2回戦 vs花東 2：1勝 3回戦 vs高田 0：2敗


