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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。

6　月

クラスマッチ　　尿検査

1年心臓検診2次　weblio3-1・2-1B

山本先生実習最終日

成績会議　5時間授業

教職員勤務日

英検2次

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

朝会時程　進路ガイダンス　歯科検診

探究の日

7　月
三者面談（3校時授業）　模試（F2-1）

ビジネス文書実務検定

職員会議

3年生・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員

地域清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

日本音楽発表会　佐藤先生実習最終日

　6月11日（金）、定期考査を終えた3
年生と各学年のボランティア委員が、
学校周辺の清掃ボランティアを行い
ました。日高火防祭が中止となり、そ
の日に合わせて行っていた全校清
掃ボランティアの代わりとしてできるこ
とを、と生徒会が考え、学年ごとの清
掃ボランティアを企画しました。
　ボランティア委員長の小野まりなさ
んは「コロナウイルスの影響で、水沢
一高として約1年ぶりの活動でした。
暑い中沢山のごみを拾い、地域に貢
献することができました。ただ、広
がって歩いていた人もいたので、次
はその辺りを改善して行っていきた
いです。」と話してくれました。

進路ガイダンス（3年）

野球選手権大会開幕　バレー私学大会

漢字検定（3年）

学年成績会議　5時間授業

行事予定

集
団
給
食
2

スポーツの日

海の日

教職員勤務日

3年生　地域の企業を学び　学年交流も
　6月15日（火）、3年生は午前中に進路ガイダンスを受講。まず進路指導部長から「ホテ
ルは接客の仕事のみではありません。人間関係が苦手でも、温泉の温度管理等仕事をきっ
ちりやる人にぜひ来てほしいです。」と先日求人に来た方の話を紹介し、幅広い視野を
持って仕事を探すようにとの話を。続いて地元企業の方々からそれぞれの事業についてお
話を伺いました。今回来校してくださったのは自動車の部品を製造し、創業15年ながら全
国に9つの生産拠点を持つ城山工業㈱さんと、スナック菓子の袋に充填している窒素等を扱
う業界№１の産業ガス商社である㈱巴商会さん。工場長さんや所長さんが、自動車の魅力
や自身の進路選択の経験を交えた営業職のやりがい、仕事をする楽しさについてお話しし
て下さいました。千葉凪さんは「2つの会社とも、とにかく一生懸命働く人が欲しいと言っ
ていました。また、長く続けるのには、楽しく苦にならない仕事を探すことだ、とも言っ
ていましたので、私もそのような仕事を探していきたいと思いました。挨拶がどれだけ大
切かも教えて頂いたので、それも含め頑張っていきたいです。」と話してくれました。 
　その後、散らばりながらではありましたが中庭でBBQをし、進路実現に向かう気持ちを一
つにする学年交流会を行いました。 紺野妃羅さんは「修学旅行もなくなって残念に思って
いましたが、私たちのためにBBQを企画してくれた先生方や代議員の皆さんに感謝していま
す。準備からみんなで楽しんでやることができました。その楽しんだ分、しっかり切り替
えて進路活動に取り組んでいきたいです。」と話してくれました。

《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

授業見学・講演会（外国語科）

陸上国体予選会

数学検定　　バドミントン県大会
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家庭・生徒と学校をつなぐ通信
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応援専門委員会挨拶運動

1.2年生も学年レクリエーション
　6月15日（火）に、延期していた学年レクリエーションを行いまし
た。1年生は衣川ふるさと自然塾、2年生は見分森公園でクラス・学
年交流。雷を避けて、どちらも予定より早く切り上げてのレクリ
エーションでしたが、帰校したみんなの表情は満足感にあふれてい
たようでした。
　2年生石川英翼さんは「悪天候のせいで少しやりきれないところも
ありましたが、いのしし、チーズフォンディッシュ、アヒージョな
どいろいろ食べられましたし、グループのみんなと協力し合い、笑
い合いながらBBQを楽しめて良かったです。」と、1年生の柳澤朋花
さんは「高校に入学して初めての行事でしたので、皆楽しんでいま
した。天候が心配でしたが、各班協力して手早く怪我も無くいいも
のになったと思います。」と話してくれました。

看護の仕事紹介
　6月17日（木）、本校卒
業生で今春から県立胆沢病
院で看護師として勤務して
いる佐藤吉恵さんが、看護
師志望の3年生に、看護の
仕事の実際や高校時代を含
めて看護師になるまでの勉
強方法や心構え等を、自ら
の経験を踏まえて話してく
れました。その後質問攻め
となりましたが、一つ一つ
丁寧に答えてくれました。

　今年度はみずいちの卒業生3名が
教育実習に来ます。6月17日から、
佐藤駿大さん（函館大学：公民）と、
山本蘭さん（東京女子体育大学：保
健体育）が、それぞれ6月30日までと
7月6日まで実習します。クラスマッチ
の開会式時に挨拶予定です。もう1
名は9月6日から家庭で千田妟図さ
ん（徳島文理大学）です。一緒に仲
良くしっかり学び合いましょう。

パワフルな教育実習生

聖火リレーランナー
ｽﾉｰﾎﾞｰﾀﾞｰ：庄司圭太

6月16日岩手町を走りました。

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 6/24 7/2.8.15 8/19.26 )

👑 各 部 等 の 活 躍 👑

☆陸上部 県高校総体陸上競技大会 男子：総合3位 フィールドの部１位 女子：総合３位 フィールドの部１位
男子 走り高跳び：高橋勇翔 1位 砲丸投げ：影田久保隼人 １位 土井飛彩 3位 円盤投げ：影田久保隼人 １位 佐藤大和 2位 土井飛彩 3位

ハンマー投げ：佐藤大和 1位 土井飛彩 2位 三段跳び：菅野大河 3位 走り幅跳び：菅野大河 ４位 棒高跳び：那須煌希 ６位
女子 砲丸投げ：小山莉紗 １位 浅水心結 3位 粟津凛佳 4位 円盤投げ：粟津凛佳 1位 小山莉紗 2位 小原優那 3位

やり投げ：牛間木仁美 １位 ハンマー投げ：牛間木仁美 3位 ２００ｍ：大内涼羽 ４位 小野寺まゆ香 5位 １００ｍ：大内涼羽 5位
4×100mR：（小野寺美羽・大内涼羽・松本湖白・小野寺まゆ香） 5位 4×400mR：（松本湖白・小野寺まゆ香・高橋愛美・大内涼羽） 4位
東北総合体育大会 男子：フィールドの部 3位！

男子 砲丸投げ：影田久保隼人 2位 土井飛彩 6位 ハンマー投げ：佐藤大和 4位 円盤投げ：影田久保隼人 3位
女子 円盤投げ：粟津凛佳 6位 やり投げ：牛間木仁美 2位 砲丸投げ：小山莉紗 8位

☆バスケットボール部 高総体県大会
男子 1回戦 vs宮古水産 20：0勝 2回戦 vs高田 101：69勝 3回線 vs花北 61：68敗
女子 1回戦 vs盛大附 144：24勝 2回戦 vs盛三 67：73敗

☆バレー部 高総体北県大会
男子 1回戦 vs盛一 1：2敗
女子 1回戦 VS花南 0：2敗

☆水泳部 高総体県大会 200ｍ平泳ぎ：高橋史弥出場 100ｍ自由形：阿部聖哉出場

☆第16回食育推進全国大会ｉｎいわて お弁当レシピコンテスト 石井颯希 入選

陸上部
インターハイに５人

（延べ６人）出場！
U20に影田久保出場！


