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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1日（土）～2日（日）の2日間、一高祭を開催。探究の時間の学習成果を主としたクラ
ス展示や工夫を凝らした模擬店。恒例のみずいち食堂。邦楽部やダンス部等の文化部発
表。愛知黎明高校と島原中央高校との三校合同モザイクアート。男装女装コンテスト等今
年度も盛り沢山の中身でした。家族のみの公開、そして食堂は3年生の家族限定でした
が、初日は381名、2日目は502名、合計883名の方にご来場いただきました。来場した方々
からは、改善点のご指摘も頂きましたが「みんなで盛り上げていて良かった」「展示品や動
画が凝っていて、仲の良さが伝わっていた」「個性的で見ていて飽きない」「ダンスパフォー
マンスが切れきれでシンクロもばっちり、ずいぶん練習したのだろうと感心した」「軽音楽部
を見たが、皆上手だし楽しそうでした。元気をもらいました」等多くの評価を頂きました。
　文化専門委員長の三角未来さんは「去年よりレベルアップした一高祭の準備を3日間で
終わらせ、当日の自分の仕事をこなしていたみずいち生は、素晴らしいと思いました。今年
は全学年の保護者の方に来場していただき、とても賑やかな一高祭になりました。何を食
べようか迷うみずいち食堂、食べ物に特化した模擬店。ペンライトを振り回して鑑賞したM
ホール発表。皆さんにも楽しんでもらえていたら嬉しいです。忙しい中、一高祭のために動
いて頂きありがとうございました。来年の一高祭もお楽しみに！」と話してくれました。

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

行事予定

ビジネス文書実務検定

後期中間考査

文化の日

10　月

2年企業づくりガイダンス　公認会計士監査

職員会議

部活動停止

F2-1模試

論理言語力検定

勤労感謝の日

PTA公費助成委員会

2年思春期講座　ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ県新人

バスケ新人予選　バレー選手権

英検2次

奥州市提携調印式

11　月

生徒総会　新旧引継ぎ式

家族を迎えて　一高祭　開催！

《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

校務運営委員会
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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）



を忘れず、お客
様に喜んでもらえ
るよう仕事をした
いと思いました。」
と話してくれまし
た。

　10月21日（金）、2年生がものづくり企業をアイオー精密・花巻志戸平温泉
と株式会社ヤマデン・ケーアイケーの2コースに分かれて見学してきました。
　菅原心咲さんは「企業見学に行き、自分の進路へ向けての意欲を向上さ
せることができました。アイオー精密では、集中の大切さ、そして仕事をす
る上で快適に過ごせるようにするためのアイデアが出せるような柔軟な考え
が大切だということがわかりました。志戸平では、お客様に笑顔と元気を届
けるということを大切に仕事をしていると聞いて、私も仕事に就いたら笑顔

多文化共生　インターナショナルデー
　 10月22日（土）、第2回インターナショナルデーが開催されました。今
年度は、中国・韓国・アメリカ・カナダ・タイ・フランス・イギリス・ケニア・
ルーマニア・ベトナムそして日本を母国とする12名の講師の先生方をお
招きし、11か国の文化に触れる旅を。
　当日は、全体で講師紹介とアイスブレーキングゲームで和やかな雰
囲気を作った後、パスポート用紙を持って1か国目に入国。講師の方と
の交流を通してその国の文化を体験し、出国。続いて2か国目に入国。
こちらでもまた違った異文化体験をして出国。休憩を挟んで、その他の
行きたい国々を訪問。充実した時間を過ごしました。
  佐々木結菜さんは「今回、韓国とベトナム、ルーマニアに行きました。
韓国の方と韓国語でお話をし、とても楽しく、さらに韓国のことがわかり
ました。実際に行ってみたいです。ベトナムはどんな国か知りませんで
したが、お話を聞いて、とても豊かな国だなと思いました。ルーマニアで
はお菓子を食べました。子供たちはピアスを付けてとても可愛かったで
す。行きたい国がたくさん増えました。」と話してくれました。

ものづくり企業見学会

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 10/27 11/10.17.24 12/1.8.15.22  ）

👑 各 部 等 の 活 躍 👑
☆陸上競技部 国体 女子少年Aやり投：牛間木仁美出場 U18陸上大会 女子円盤投：粟津凛佳出場

東北新人大会 男子 ハンマー投：千葉咲輝人8位 女子 砲丸投：浅水心結1位！
円盤投：小原優那6位 ハンマー投：浅水心結3位！ 藤本琉奈5位

☆テニス部 東北私学大会 女子 団体9位 シングルス：千田ひなた 梅澤優希 出場
県新人大会 男子 団体:初戦敗退 女子 団体:初戦敗退 シングルス：千田ひなた出場

ダブルス：千田ひなた・梅澤優希組 出場
ジュニアダブルス選手権大会 女子 千田ひなた・梅澤優希組予選決勝敗退

男子 佐々木海晴・千葉宏輔組 2回戦敗退
☆バスケットボール部 県選抜大会 女子 第3位！
☆バレーボール部 春高予選 女子：地区1位！予選通過 男子：地区4位通過
☆バドミントン部 新人地区予選 男子団体：3位通過 女子団体5位通過

男子シングルス：菅原琉吾9位通過 女子シングルス：千葉結子5位通過
☆水泳部 県新人大会 女子100ｍ自由形：千葉美月 出場
☆邦楽部 奥州市民芸術祭 参加 県高総文祭日本音楽発表会 優秀賞
☆吹奏楽部 定期演奏会

進学：盛岡看護医療大学校（柔道整復科） 盛岡看護医療大学校（柔道整復学科） 東京ITプログラミング
＆会計専門学校仙台校（ITビジネス学科AIﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ2年制） 仙台ビューティーアート専門学校（トータルビュー

ティー科） 吉川福祉専門学校（介護福祉科） 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校盛岡校 仙
台デザイン＆テクノロジー専門学校（e-sportsプロゲーマー専攻） 専修大学北上福祉教育専門学校（福祉

介護科） 専修大学北上福祉教育専門学校（保育科） 大原スポーツ公務員専門学校盛岡校（公務員2年

制） 東北ヘアモード学院（美容科【特A】）2名 盛岡外語＆ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校（ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ科） 仙台接
骨医療専門学校（柔道整復科） 東日本航空専門学校（エアポートビジネス科） マリールイズ美容専門学校
（美容科）

就職:医療法人清和会奥州病院（調理）2名 岩手県医療局（調理） 株式会社七福神（ブライダルアドバイ

ザー） 有限会社前沢牛オガタ（精肉加工） 株式会社KYコーポレーション（接客・調理） 医療法人社団
創生会おとめがわ病院（調理） 関東商事株式会社（総務・人事業務） 高見建設株式会社（とび職人）

AGCグラスプロダクツ株式会社一関工場（ペアガラス製造） 株式会社巴商会（総合職） キオクシア岩手株
式会社（技能職）3名 株式会社アジテック（製造） 株式会社ウィンズ（介護） 株式会社オフィスコン
フォートM（美容業） IKK東北株式会社（組立作業員） 株式会社デジアイズ（事務職） 株式会社ミラプロ
（製造）2名 株式会社岩手ヤクルト工場（製造） トヨタ自動車東日本株式会社（生産関係職） 株式会
社フジキン（技能） TBソーテック東北株式会社（縫製） IKK東北株式会社（組立作業員） 株式会社デジ
アイズ（生産） 社会福祉法人美楽会いこいの森（介護） 株式会社大沢温泉（接客サービス） 東京エレ
クトロンテクノロジーソリューションズ株式会社（製造エンジニア） 株式会社王将フードサービス（調理） 株
式会社ユニバース（販売職） 新日本産業株式会社（調理・中華） 株式会社アルプス物流（倉庫管理）

デサントアパレル株式会社水沢工場（技能） 株式会社魚国総本社東北支社（調理） 社会福祉法人
幸生会（介護） 工藤建設株式会社 北上物産株式会社（サービス職） 東京自動車株式会社（事務）

有限会社ヴィジョン（マッサージ） 株式会社ヤマトフードサービス北上工場（食品加工）


