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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。

《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

　 7月3日（水）、寿水荘で開かれた「野
球部壮行会」において、心のこもった
エールと千羽鶴をいただいてきまし
た。これは、施設利用の皆様や見分森
町内会の皆様などが、激励のために
開いてくださっているもので、今年で13
回目となります。選手たちは皆様の熱
い応援に感謝し、大会に向けて気を引
き締めていました。

岩手大学教授を招き数学
研究授業・授業研究

　7月11日（木）岩手大学教育学研究
科の立花正男教授をお招きし、「数
学Ⅰ」の授業を見学していただき、続
く研究会でTTの指導法など数学の
指導力向上のためのご助言をいろい
ろいただきました。

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

野球地区予選開始

7　月

みずいちｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ　　陸上IH

夏季ｾﾞﾐ・補習　食物調理検定　2年就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ　3年就職者模擬面接

8　月

生徒会企画行事

行事予定

始業式　整容指導　中間総括会議

3年生就職模擬面接
F1-1.F2-1大学見学会　ﾃﾆｽ1年生大会　吹奏楽県大会

2.3年模試

山の日　バドミントン強化練習会

被災地ボランティア

地域の方が野球部激励会
終業式　ｸﾗﾌﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ　東北私教研

吹奏楽部定期演奏会

3年就職者模擬面接　ﾊﾞｽｹｯﾄｻﾏｰﾘｰｸﾞ

パワーを与え、誇りとパワーをもらった野球応援
　１日雨で順延した7月13日（土）、県営野球場において全国高等学校野球選手権岩手大会
1回戦として、本校野球部が県北三校連合（軽米・大野・種市）と対戦。順延の関係でバス
の確保が難航し、前日午後にやっとバスが確保でき、全校応援が実現しました。結果は4：
1で初戦を飾ることができました。続く2回戦は17日（水）、森山球場で花北青雲高校と対
戦。こちらも全校で応援しました。現地集合・現地解散。自転車で移動する者、家族に送
迎される者、バスを利用する者等々、自分が行ける手段を考えて集まりました。因みに校
長先生は学校から自転車で往復しました。試合は1回裏に3点を先制したものの、残念なが
ら3：12で敗退しました。1回戦・2回戦ともに応援団・生徒会執行部・吹奏楽部を中心に、
全校が一所懸命に心を込めた応援を展開。選手たちに力を与えつつ、彼らの頑張りにみず
いちの誇りと力を逆にもらえた応援でもありました。
　1年生から野球部のマネージャーをしてきた高橋佳蓮さんは「全校応援ありがとうござい
ました。入部して2年半、本当にいろいろなことがありましたけど、今考えると全てが良い
経験でした。皆から頼りにされるマネージャーになりたいという気持ちを持ちながら、最
後は後悔なくやり切れて良かったです。マネージャーをさせてくれてありがとう、認めて
くれてありがとう、成長させてくれてありがとう。これからもみんなの活躍を期待してい
ます。本当にありがとう。」と試合を終えての気持ちを話してくれました。

バドミントンJPC予選

3年就職校内選考　学校周辺ボランティア清掃

チョリコン決勝　みなはじダンス部

学校閉鎖

振替休日　　ﾃﾆｽNHK杯
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日本の伝統文化　四條真流儀式包丁見学
　7月8日（月）3校時、本校講堂で調理科の1年～3年の生徒が、日本調理師会長の加藤綱男師範の手になる四條真流儀式包丁を間近
で見学しました。烏帽子・直垂という装束で、雅楽の音に合わせて素材に手を触れることなく、包丁刀と真魚箸だけでまな板の上の
真鯛をさばいていく姿と技に、生徒たちは一様に惹きつけられていました。
　今回行ってくださったのは「花見の鯛」という儀式包丁。桜の花びらをあらわすような切り方・盛り付けに、日本料理の伝統の技
の奥深さを感じ取っていました。また、加藤師範は、式の前後に儀式包丁の由来をはじめ、食や調理に関わる様々なことについても
お話しして下さり、参観者は大変勉強になった時間でもありました。上松由依さんは「今回初めて包丁式に参加し、加藤先生の魚捌
きを見てとても感動しました。なかなか拝見することができない貴重な機会に参加できて良かったです。今後、調理の道に携わる身
として、今回のことを心に留めていきたいです。」と話してくれました。
　また、7月6日（土）に調理科2年の阿部華さんと菊池穂果さんが、代表して日本で唯一料理の祖神をまつる高家神社でいただいて
きたお札を、希望者が参拝。祭礼を校長先生が包丁式に先立ち行いました。菊池さんは「神主さんに水沢第一高校の先生と生徒の安
全と学業成就を神様に祈願していただきました。簡単に行けるところではなく、また經驗できることでもなかった今回の研修は、磐
鹿六雁命が大膳職長という位をもらったこと等も知り、とても学び多いものでした。」と話してくれました。

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 8/20.27    9/2.10.17.24 10/1.8.15.29)

👑 各 部 の 活 躍 👑
☆陸上部 県陸上競技選手権大会

男子 1部 やり投：吉田翔太4位
2部 200ｍ：伊藤飛海4位 4×100ｍ：（岩渕慧悟・伊藤飛海・三浦俊介・小原侑人）2位！ 4×400ｍ：（小原侑人・伊藤飛海・三浦俊介・及川昭弥）8位 走高跳：高橋勇翔1位‼

棒高跳：小原侑人3位！及川昭弥3位！（同記録） 三段跳：菅野大河8位 ハンマー投：佐藤大和4位 阿部勇斗5位 やり投：鎌田優斗2位！
3部 ハンマー投：馬場北斗2位！ 佐藤圭斗3位！
4部 走幅跳：菅野大河2位！ 砲丸投：佐々木凜翠2位！ 佐藤大和3位！ 阿部勇斗4位 5部 円盤投：馬場北斗 1位‼

女子 1部 棒高跳：佐藤葵衣3位！ 安彦里奈4位 走幅跳：小関しおん3位！ 砲丸投：大畑葵4位 小山莉紗5位 円盤投：箱石瑞稀5位 ハンマー投：大畑葵3位！
やり投：吉田花菜2位！

2部 100ｍ：渡辺英美里8位 200ｍ：髙橋愛佳7位 400ｍ：遠藤沙華7位 100ｍH：渡辺英美里4位 4×100ｍ：（髙橋愛佳・渡辺英美里・藤村愛瑠・小向美保）1位‼
4×400ｍ：：（渡辺英美里・藤村愛瑠・小向美保・髙橋愛佳）3位！ 走幅跳：佐藤彩菜4位 ハンマー投：小山莉紗3位！吉田花菜5位 やり投：箱石瑞稀4位

☆テニス部 県民テニス大会（ジュニア）
男子 シングルス：菊池翔2回戦敗 高橋青那1回戦敗 女子 シングルス：石井颯希1回戦敗 石川きら2回戦敗

チャレンジャーズダブルス大会
男子 ダブルス：菊池翔・高橋青那組1回戦敗 女子 ダブルス:：石井颯希・石川きら組2回戦敗 ベスト16

☆バスケットボール部 U18リーグ（地域リーグ：県南地区）
男子 第1節：vs岩谷堂 106：50勝 vs水農・前沢 92：25勝 第2節：vs関二 72：44勝 vs高田 74：70勝 第3節：vs 水工 74：43勝 vs高田65：77敗

第4節：vs岩谷堂 115：62勝 ｖｓ水商 103：44勝 第5節：vs岩谷堂 72：43勝 vs水工 46：83敗
女子 第1節：vs岩谷堂 97：42勝 vs水商 66：44勝 第2節：vs大船渡東95：45勝 vs大東 121：15勝 第3節：vs関二 78：59勝 vs前沢 88：25勝

第4節：vs前沢 88：12勝 vs水商 64：62勝 第5節：vs水商81：35勝 vs岩谷堂93：50勝
☆野球部 全国高等学校野球選手権岩手大会 1回戦：vs県北連合4：1勝 2回戦：vs花北青雲 3：12敗
☆バレー部 岩手県私立高等学校バレーボール選手権大会

男子 決勝トーナメント1回戦vs岩手 2：0勝 2回戦vs盛岡誠桜 0：2敗 3位決定戦：vs花巻東 0：2敗 第4位 女子 決勝トーナメント 1回戦vs花巻東 0：2敗
☆水泳部 東北水泳大会

男子 100ｍ自由形：今野文翔5位 100ｍバタフライ:今野文翔9位 女子 200ｍ個人メドレー：千葉美南4位 400ｍ個人メドレー：千葉美南9位
☆バドミントン部 岩手県種目別バドミントン選手権大会

男子 シングルス：法華津優冴3回戦敗 砂森頼人初戦敗 ダブルス：高橋遥仁・今野裕登組2回戦敗 高橋昂汰・佐藤音夢3回戦敗
女子 シングルス：大沼明由奈3回戦敗 岩渕稚菜2回戦敗 ダブルス：千葉美月・小林恭佳4回戦敗ﾍﾞｽﾄ16 岩渕稚菜・高橋椿初戦敗

☆軽音楽部 KESEN ROCK FES 参加


