校長通信 ２０１８年度 第 ４ 号 ６月１日（金）

高総体に向けて壮行式
５月１６日（火）高総体に出場する各運動部の健闘を
祈って、壮行式が行なわれました。該当の各部代表から
決意の言葉が述べられました。その後、全校生徒から選
手に対して、応援・エールが送られました。３年生の皆
さんにとっては、最後の公式戦になる部活も多いです。
悔いの残らない試合をして、やるからには勝利してほし
いです。仮に試合で負けても、マナーや感謝の気持ちを
持った、回りから愛される選手であってください。

高総体開会式

陸上部行進、

さんさ同好会も参加！
５月２２日（火）高校総合体育大会の総合開会式が盛
岡市の県営運動公園陸上競技場で行われました。本校か
らは陸上部（２４名）と野球部（昨年の優勝旗を保持、
１名）
が楽しそうに、
そして堂々と入場行進をしました。
また、スタンドからは 1 年生全員で応援しました。県内
各地から行進する選手とスタンドの応援団を合わせて約
１５，０００人の高校生が集いました。11：30 から 14：
00 過ぎまで、本校生徒も規律を守った応援活動がなされ
たようでした。強い日差しの晴天のなか熱中症が心配さ
れ、大会本部は、応援団にうちわを配ったり、選手団に
は芝生に座って話を聞くなどの配慮をしてくれました。

また、本校の応援団も整然と、元気にエール交換をしま
した。今年は高総体７０周年ということで、生徒の実行
委員会が考えた内容も組み込まれ、さんさ踊り（本校の
生徒も参加）や書道パホーマンスなども行われました。
この総合開会式は、来年の大会から存続について検討さ
れています。みなさんはどう思いますか。
なお、これはいつも生徒の皆
さんに伝えていることなのです
が、高体連のマーク（右）は、
アルファベットの「Ｋ」が３個
ついた形になっています。
「Ｋ」
は、ドイツ語の「力、技術、明
朗な精神」の頭文字だそうです。

教育系大学進学コース

学校・施設訪問・ボランティア
教育系大学進学コースでは、小学校訪問（３年）
、特別
養護老人ホーム訪問や支援学校訪問（２年）
、保育ボラン
ティア（１年）が行われます。それぞれの仕事について
知り、関心を高め、生徒の皆さんの更なる努力につなげ
てください。
３年：小学校訪問
６月２５日 滝沢市立滝沢第二小学校
６月２６日 盛岡市立城北小学校
６月２９日 盛岡市立北厨川小学校
６月２９日 滝沢市立滝沢小学校
２年：特別養護老人ホーム訪問
３班に分かれ ６月２５日、６月２８日、
６月２９日 に訪問します。訪問先は、特別養
護老人ホーム「コアトレース厨川」です。
１年：保育ボランティア
６月下旬から１２月まで週２度、放課後各２時間
のボランティアを実施します。以下の保育園、幼
稚園にでかくます。

＜つばめ保育園、盛岡大学附属厨川幼稚園、青山
保育園、愛育ホーム、牧の林すずの音保育園、巣
子保育園＞
以上の受け入れてくださった小学校、施設、幼稚園、
保育園の皆様に心から感謝申し上げます。

自転車安全利用モデル校に！
５月２９日（火）盛岡西警察署の工藤署長さんと村上
警部補さんが来校し、自転車安全利用モデル校の指定書
の交付式が行われました。署長さんからは「文武両道を
目指す皆さんに、自転車の安全利用のルールを守って、
他校の生徒に模範を示して欲しい。また、しっかりと鍵
かけをし、物を大切にする心を伸ばしてほしい」とお話
がありました。指定書は、生徒会長の村上欄さんが受け
取り、
「安全利用に心がけます。
」と力強く決意を述べま
した。
ルールを守り、
事故の被害者にも加害者にもならない、
鍵かけをしっかりして、盗難防止にも心がけましょう。
なお、この日、来られた盛岡西署の村上警部補は、本校
の卒業生で、柔道部で活躍した生徒でした。

「勉強の仕方、わかんない」
そんな疑問の声がしました。授業や、日常の生活で、
なぜ？どうして？と疑問に思ったり、わからなかった
りしたことについて、その答えを求め、理解できない
ことを理解しようとして、聞いたり、調べたり、じっ
くり考えたりすることが勉強だと思います。
みなさん！ 勉強いつするのですか。
それは“今”ですよ。

６月７日(木)～１２日(火)第１期考査
７月２日(月)～４(水)各午後三者面談

全校礼拝・集会
５月２９日（火）全校礼拝では、花巻教会牧師の鈴木
道也先生から「ＮＨＫの朝の連続ドラマでは『半分、青
い』が放送されている。主人公が突発性難聴で、片方の
耳が聞こえない状況になったことから、全部が聞き取れ
ない状況なので、空の色にたとえて、このタイトルがつ
いている。片方の聴力しかないと、音の方向がわかりに
くかったり、ざわついているとどの音を聞き取ればいい
かわかりづらかったり、後ろの方向からの音がわかりづ
らかったりする。聞こえる側から話しかけたり、静かな
所で話したり、周りの者が配慮すると不自由を少なくで
きる。
」とご家族の例を上げながら説明して、
「人は、そ
れぞれ得意、不得意、強い点、弱い点がある。聖書では、
弱さを大切にしている。力は弱さの中で本当の強さを発
揮すると述べている。弱さを支え合い互いに助け合って
生きることが、本当の強さにつながるのではないか。弱
さは、人と人をつなぐ『とびら』となる。弱さを否定す
るのでなく、本当の強さにつなげたい。
」とお話になりま
した。
その後の全校集会では、ソフトテニス部、柔道部の賞
状伝達を行いました。

１年３組学級閉鎖に！
信じられないかもしれませんが、５月２８日（月）の
５校時から１年３組が、インフルエンザのため学級閉鎖
としました。３９名中インフルエンザ、及び疑いが１２
名となりました（金曜日は３名）
。朝、検温して３７度ぐ
らいの微熱でも先生に相談してください。健康管理には
十分注意をしましょう。

服装 “ごまかさない自分を！”
今年度も、
「きちんとした服装」を呼びかけています。
スカートは、ウエストでまくらないこと（もし短くなっ
ても丈は膝の真ん中）
。
ソックスを下げて履かない事など。

多くの生徒は守ってくれていますが、一部そうでない人
も見られます。登下校のときに守らない生徒もいるよう
です。学校に対する市民の評価が下がって、自分が進路
を決めようとするときに困るし、
「ごまかし」は周りの信
頼を無くします。制服をきちんと着ない「大人」はいま
せん。自分の意思で、きちんとした服装をしよう。
登校・下校時に制服をきちんと着こなしている高校
生は、きっと誰からも（社会・大人・友達）信頼され
ます。見てないところでも、いろいろなことをきちん
とやってくれる誠実な人だからです。

○吹奏楽部 管打楽器ソロコンテスト北東北大会
５月１９日 佐藤（２－５） 銅賞
○バスケットボール 高総体 ５月２３日～
盛大附 ５２－１０１ 盛岡工業
○サッカー部 高総体 ５月２６日～
盛大附 １－６ 福岡
○ハンドボール部 高総体 ５月２５日～
盛大附 １３－２６ 盛岡商業
○野球部 春季高校野球拳大会 ５月１７日～
盛大附 １１－２ 花巻農業（７C）
〃
２－７ 一関学院
○柔道 ６月２日～高総体 第３位
団体戦：第３位
予選リーグ
盛大附５－０大船渡東
〃
５－０一関高専
決勝トーナメント
２回戦
盛大附４－０福岡
準決勝
〃
１－２盛岡中央
３位決定戦 〃
４－１岩手
個人戦（入賞者のみ）1 位はインターハイに出場
60kg 級
大阪（１－２） ３位

66kg 級
柏田（３－２） 準優勝
73kg 級
岡山（２－２） 優勝
81kg 級
大阪（３－１） 準優勝
90kg 級
阿部（３－３） 準優勝
100kg 級
山下（３－３） ３位
※男子団体と個人６人は東北大会へ、
個人の優勝者はインターハイに出場
○陸上
高総体 ５月２４日から
男子 6 位まで東北大会へ、
1500ｍ 決勝 7 位
古川（３－２）
3000ｍSC 〃 ５位
〃 （〃
）
準決勝進出
女子
100ｍ 佐々木（２－３）
200ｍ 高橋（２－２）
400ｍ 高橋（２－２）
4×100ｍR 山崎（２－１）
、佐々木（２－３）
、
高橋（２－２）
、小笠原（１－２）
4×400ｍR 小笠原」
（１－２）
、佐々木（２－３）
高橋(２－２)、大久保（１－１）
以上予選通過者のみ掲載

人の嫌がることをしていませんか？
自分がされて辛く悲しいことは、人に対してしてはい
けません。やり返すこともいけません。いじめない強さ、
やり返さない強さ、そういう心をみなさんに持ってもら
いたいです。いじめられても仕方がない理由を持ってい
る人は一人もいません。何か理由があれば、人は人を傷
つけてもいいのでしょうか。
友達や周りの人のことを考えられる人になりましょ
う。
「相手の気持ちを考える力」が「思いやり」です。
思いやりのある人はみんなに好かれます。
（校長から一言）

Ｂカテゴリー シングルスカル 簗場（１－６）1 位
100kg 超級

○ソフトテニス ５月２５日～
男子個人 作山・長澤（盛大附）ペアが３回戦進出
男子団体
盛大附 ３－０ 不来方
〃
０－３ 水沢
女子団体
盛大附 ０－３ 盛岡二
○バドミントン ６月２日～
男子団体
盛大附 ３－１ 一関学院
〃
０－３ 花北青雲
女子団体
盛大附 ３－２ 千厩
〃
０－３ 水沢一
○卓球 ６月３日～
男子団体
盛大附 ０－３ 大船渡東
女子団体
盛大附 １－３ 岩谷堂
○剣道 ６月２日～
予選リーグ、1 年生部員がよく頑張りましたが敗退。
○ボート ６月２日～
シングルスカル 佐藤（２－２）
、千葉（３－５）
が出場し、予選敗者復活戦で惜しくも敗退。

蛯名美葵

３位

