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んで、友として、未来に渡って尊重しあう関係を作りま
しょう。みなさんには、他の国の言葉を学んで旅をして
ほしい。それは、人間としての心の広がりにつながる。
」
と熱くお話くださいました。

“ドラフト”１位指名

１０／１４ 全校礼拝・選挙
全校礼拝・選挙
１０月１４日（火）の全校礼拝では、牧師の生嶌先生
から「皆さんが、突然、衝撃的なことに直面したらどう
するだろうか。投げ出さず、その課題に対して、神様か
ら与えられたチャレンジの機会と考え、課題に向き合っ
ていくことを希望します。その心の傷とともに生きてほ
しい。聖書では、ひとりひとりの人間は弱い。しかし尊
い存在であり、人生の素晴らしさを説いている。
」とお話
がありました。
全校集会では、はじめに教育実習の先生方から、ご挨拶
がありました。その後、執行部役員選挙と、教室に戻り
投票が行われました。

孫正寅氏を招き学習会
１０月２８日（月）
、韓国修学旅行を希望している２
年生を対象に学習会を行いました。講師は、孫正寅（ソ
ンジョンイン）さんです。孫さんの父、孫基禎（ソンキ
ジョン）さんは１９３６年にベルリンオリンピックのマ
ラソンに日本代表として出場し金メダルを獲得しました。
当時朝鮮半島は日本の植民地でした。この優勝で、韓国
の人々は民族の誇りを持ち続けることができました。一
方、
日本の警察から厳しい扱いを受けることになります。
孫正寅さんは、父親の経験を話しながら、
「歴史は、それ
ぞれ違うことを主張することもあるが、正しい歴史を学

野球部の松本裕樹くんが、１０月２３日のドラフト会
議で、
福岡ソフトバンクホークスに一位指名されました。
翌日、編成部長、スカウトチーフの方々が指名の挨拶に
見えました。編成部長から「ソフトバンクを背負う選手
と判断し１位指名しました。単独で指名できてホッとし
ています。怪我等があるのであれば、心配せず時間をか
けて直してくれればいいです。今後は、ソフトバンクか
ら１位指名された選手であることを自覚し、ふさわしい
行動を期待します。
」
と大変嬉しい言葉をいただきました。
今後、家族や関係のみなさんと相談して契約について検
討していくようです。生徒の皆さんとともに見守りたい
と思います。

１１／４
１／４ 全校礼拝・集会
全校礼拝
１１月４日（火）の全校礼拝では 土沢教会牧師の生
嶌陽子先生から「すぐ楽な方へ流れてしまう人は、一生
懸命頑張っている人の心を傷つけ、希望を見つける力を
失うのではないか。聖書には『苦難は忍耐を、忍耐は練
達（熟練して精通していること）を、練達は希望を生む。
』
とある。
」と頑張ることの大切さをお話くださいました。
その後、先日の選挙で選ばれた生徒会執行部の認証式
が行われ、下記の役員が認められました、生徒会長から
は「行事のみでなく、日常の学校生活に関わる提案もし
たい。
」と決意がありました。
（認証された執行部の役職
は下記のとおり）
その後の全校集会では、私は「努力をすることが才能
と思っている生徒人がいました。しかし、努力は、才能
を補うために誰でもするもの。
」と話しました。

新執行部、役職決定！
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修学旅行・カナダ研修せまる！
修学旅行は、沖縄・韓国ともに１２月１日（月）～４
日（木）
、またカナダ研修は１１月２８日(金)～１２月９
日（月）です。目的意識をしっかり持ち、事前の学習を
十分してから出かけて、
実りの多いものにしてください。
また、体調を整えて、危険なことはせず、元気に帰って
きてください。日程を簡単に裏面に紹介します。

インターンシップ 11／
11／19～
19～20
1 年 1 組～3 組の全員によるインターンシップが、
１１
月１９日（水）～２０日（木）にせまりました。
心構えはできていますか。この就業体験のために、１
学年長の関根先生をはじめ学年の先生方は何度も、事業
所を訪ね、お願いをし、打ち合わせを行ないました。そ
して各事業所からは、
「生徒の皆さんのためになるなら」
と協力をいただくことができました。職業の現場を体験
し、将来、職業観・勤労観（自分にあった仕事は何か。
何のために仕事をするのか？・・生活のために、自己実
現のために、社会に貢献、生きがい・・）など考える機
会としてください。

１０／２８

全校礼拝・集会

１０月２８日（火）全校礼拝では土沢教会牧師の生嶌
先生から「聖書のいう愛、それは『愛は忍耐強い。愛は
情け深い。ねたまない。自慢せず、高ぶらない。礼を失
せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かず。
不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信
じ、すべてを望み、すべてに耐える。
』です。これを貫き、
ひとの嫌がることをしない人になってほしい。
」
とお話が
ありました。
全校集会では、華道部と柔道部の賞状伝達を行いまし
た。その後、私からは「好きなことをしてはいけない。
自分にしかできないことをしなさい。
」
という言葉を紹介
し、
「親孝行や、置かれた環境で取り組むことなどはあな
たしかできない。
」と話しました。その後、生徒指導課長
の澤田先生から、生徒指導上の注意の他、ドラフト発表
の日にたくさん集まったマスコミの方に、
「生徒の挨拶が
いいですねと言われた。大変嬉しいことです。今後も続
けて下さい。
」とお話がありました。

修学旅行、カナダ研修の日程
修学旅行、カナダ研修の日程
１ 沖縄の修学旅行
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盛岡大学・短期大学部推薦入試
１１月８日（土）は盛岡大学・盛岡大学短期大学部の
推薦入試が行われました。本校からは合計２８名が受験
しました。合格発表は１１月日１８日（火）です。
いよいよ、受験本番を迎えました。体調に気をつけ、
最後まであきらめないで取り組んでほしいです。

○陸上部
１０月２４日
全国高校駅伝岩手県予選
２８位
陸上部（２）とサッカー部（５）の合同チームとし
て出場。よく頑張りました。
○バドミントン部（10／30～11／１）県新人戦
１回戦 本校 ０－３ 水沢商業

7：30 学校出発 10：20 仙台空港着、11：50
仙台空港発、15：05 那覇空港着、18：15 ホ
テル
8：15 出発、8：30 国営記念公園（美ら海水
族館）
、12：10 ＯＫＩＮＡＷＡフルーツら
んど、14：20 万座毛、15：30 選択体験学習、
17：30 道の駅「かでな」
、19：00 ディナー
クルーズ、22：00 ホテル、
8：30 出発、9：30 平和祈念公園、11：30
ひめゆりの塔・平和祈念資料館、13：00 那覇
市内班別自主研修、17：30 ホテル
8：30 出発、9：00 首里城、11：0 那覇ショ
ッピングセンター、12：30 那覇空港着、
14：15 那覇空港発、16：45 仙台空港着、
17：30 仙台空港発、20：20 学校着、

２ 韓国の修学旅行
12／1

2

3

8：30 学校集合、9：00 学校出発、12：00
秋田空港着、14：35 秋田空港発、17：25
仁川空港着、ソウルタワー、22：00 ホテル
8：30 発、コリアハウス他、11：30 韓国民族
村、14：30 戦争記念館、15：40 昌徳宮、
北村韓屋村、
18：20 市内レストランにて夕食、
19：40 伝統芸能ＮＡＮＴＡ鑑賞、22：00
ホテル
9：00 現地ガイドとソウル市内班別研修、

4

14：00 ロッテワールド集合、17：40
市内レストランにて夕食、19：00 ホテル
7：00 出発、8：00 空港近くのレストランに
て朝食、9：00 仁川空港着、11：30 仁川空港
発 13：05 秋田空港着、14：00 秋田空港発
17：00 学校着

３ カナダ研修
11／28

6：30 学校からバスで出発、
17：55 成田出発～
10：30 バンクーバー着、
11：30 クラインヒルアイランド、
14：30 サタンレーパーク、
16：30 サレー
オリエンテーション、ホストファ
ミリーと対面、宿泊
29
サレー、ホストファミリーと過ごす、
バンクーバーほか
30
サレー、同上
12／１
〃
、語学学校にて研修、
2
〃
、語学学校にて研修
3
〃
、語学学校にて研修
4
サレー、バンクーバー
現地校訪問、バンクーバー観光、
5
サレー、バンクーバー
語学学校にて研修、市内見学、
6
バンクーバー 9：00 各家庭を周り空港
まで送迎、13：40 日本に向けて出発、
7
15：25 成田空港着、16：30 成田空港発
8
2：00 頃学校到着、解散

