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杯やってきてください。
」と激励がありました。また、進
路課長の小林先生からは、服装、集合場所など、注意と
連絡がありました。

１０／３１

献血！ご協力に感謝
１０月３１日（水）
、岩手県赤十字献血センターの方々
が来校し、今年度も献血に協力しました。協力を申し出
た皆さんは全部で４７名でした。本当にありがとうござ
います。今は多くの方々の病気の治療にたくさんの血液
が必要なのだそうです。人工的に血液を作ることはでき
ません。
また、
他の人の血液を混ぜると危険が増すので、
出来れば少ない人の血液を使いたい為に、４００ｃｃの
献血となりました。自分や家族が病気になった際は誰か
に助けてもらうことになります。若いうちから協力する
ことによって、将来にわたって献血に協力できる人にな
っていってください。

盛岡大学推薦入試激励会
１１月２日（金）明日に控えた、盛岡大学・盛岡大学
短期大学部の推薦入試激励会が行なわれました。参加し
た生徒は、今回受験する２５名（大学１８、短大７）で
す。
私からは
「緊張する機会、
成長するチャンスでもある。
入学して頑張りたい気持ちを伝えてきてください。
」
とは
しました。
学年長の小山先生からは「これまで頑張ってここまで
来た。支えてくれた人に感謝して、今できることを精一

全校礼拝・集会

１０月３１日（火）の全校礼拝では 土沢協会牧師の
上野玲奈先生から「前回の続きで聖書の『ヨブ記』に関
連し、ヨブが突然大きな病気になり心配していた友人た
ちが、なぜ立派なヨブがこんなことになったのだろうと
話すうちに、ヨブが何か神に対する過ちを犯したのでは
ないかと言う者が現れた。よほどひどいことをしたに違
いないという者も現れた。一生懸命やっても、不幸が起
きたとき何か理由を見つけ責めてしまう残念なところが
人間にはある。これとは別のある先生が、自分の子供が
１０歳まで生きることができない大きな病となった。こ
の苦しみは意味がないはずはない。この苦難について重
要なことは、この苦しみは誰の為のものか。この悲劇は
どこに私を連れて行こうとしているのか考えた。なぜ起
きたかではなく、何を学ぶ機会とするのか、どう受け止
めるのかが大切と考えた。
皆さんも、自分自身の身の回りに起こる出来事を受け止
める『力』を付けてください。しっかり考える力を身に
つけてください。ヨブとその友達のことを覚えておいて
欲しい。
」とお話くださいました。
全校集会では、ボランティア委員の代表、演劇部、柔
道部への賞状伝達を行いました。
私から生徒の皆さんに「たくさんのことを経験し、努
力し、幸せ探しの旅を充実させてください。
」と話しまし
た。

平成３０年度 PTA 会員研修
１０月２７日（土）今年度の PTA 会員研修が行われま
した。今年は青森県弘前市の洋館めぐりでした。小雨で
したが、３７名の参加者があり、弘前市の文化水準の高
さを感じ、また、料理も美味しく、大変喜んでくれたよ

うでした。

盛岡大学・短期大学部推薦入試
１１月３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２７名（大学：
附属推薦１９名、一般推薦１名、短大：附属推薦７名、
昨年合計３０名）が受験しました。
そして、１１月１３日（火）に合格発表があり、嬉し
いことに全員合格でした。合格おめでとう！ 大学入学
後を見据えて、
高校での時間を大切に過ごしてください。

○柔道部 県新人大会 １０／２５～２７
男子団体 ： 準優勝
２回戦
盛大附 ３－１ 宮古
準々決勝
〃
５－０ 福岡工業
準決勝
〃
２－１ 盛岡南
決勝
〃
１－２ 盛岡中央
男子個人
６６kg 級
小田（１－２） ３位
７３kg 級
岡山（２－２） 優勝
〃
淺沼（１－１） ３位
８１kg 級
澤口（２－３） 優勝
１００kg 級
中村（１－１） ３位
１００kg 超級 太田（１－１） 準優勝
団体、上記入賞者は 11 月 23 日,24 日の選抜大会出場
○卓球部 新人戦県大会 １１／２５～２８
男子団体
盛大附 １－３ 宮古工業
女子団体
〃
３－２ 黒沢尻北
〃
１－３ 花巻南
女子個人
蛇走
０－３ 北上翔南
ダブルス
高橋・細川 ０－３花北青雲
○演劇同好会 県演劇発表会 １０／２４～２７
最優秀生徒講評委員 久保田（２－６）
※１２月１０日からの東北大会に参加します。

○バドミントン部 11 月１日～２日 新人戦県大会
男子団体 ２回戦 盛大附 １－３ 千厩
女子団体 １回戦 〃
０－３ 水沢一
男子ダブルス 野田・三好、藤平・川手、
有原・佐々木、以上初戦敗退
男子シングルス 有原
女子シングルス 佐藤
以上初戦敗退
○ハンドボール部 県新人戦 １１月２日～３日
１回戦 盛大附 ４７－１８ 盛岡誠桜
２回戦 〃
２１－２６ 盛岡四
○バスケットボール部
女子
初戦不来方高校に敗れるも、
敗者復活戦 盛大附 ８１－６１ 盛岡工
１月の県大会出場を決めた。
○剣道部 １１月９日 県新人大会
男子
植村（２－５） １回戦敗退
菊田（２－３）
〃
女子
島崎（２－６）
〃
○陸上部 １１月８日 東北高校駅伝
２３位（２６チーム中）
十分には力を発揮は出来ませんでした。
○サッカー部 １１／１７～１８ 県新人大会
１回戦 盛大附 （不戦勝） 遠野緑峰
２回戦 〃
０－７
盛岡商業

カナダ研修・修学旅行せまる！
修学旅行（関西１３３名、台湾６１名,）は１２月１日
（土）～１２月４日（火）
、カナダ研修（４６名）は、１
１月２７日（火）～１２月６日（木）です。目的意識を
しっかり持ち、事前の学習を十分に行って、実りの多い
ものにしてください。そのためにも体調を整えて出発し
てください。
そして、
何より元気に帰ってきてください。
日程を簡単に紹介します。

１ 関西の修学旅行日程
12／１ 6:50 盛岡駅西口（2 階）集合、出発式
（土） 7:27 盛岡駅出発、10：16 東京駅着、
10：40 東京駅発、12：58 京都駅着
13:30 京都駅発 13:45 伏見稲荷神社、清水寺
18:00 旅館
12／2 9:00 旅館出発、京都市内タクシー班別研修、
（日） （6 時間利用）
、17:00 旅館着
12／3 8:30 旅館出発、奈良公園、東大寺
（月） 薬師寺、13:00 奈良パークホテル（昼食）
13:45～20:00 ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン、20:30 ホテル（大阪）
12／4 8:30 ホテル出発、9:00 海遊館、天保山
（火） 11:45 新大阪発着、12:46 新大阪駅出発
15:20 東京駅着 16:20 東京駅出発
18:33 盛岡駅着、解散式、18:45 解散

２ 台湾の修学旅行日程
12／1 7:00 集合（盛岡駅、滝の広場）
、出発式
（土） 7:36 盛岡駅出発、11:27 成田空港着
14:00 成田空港発、17:05 台北空港着
20:00 ホテル着へ
12／2 ホテル朝食、9:30 台北市内観光
（日） 午後：学校交流、班別市内研修
16:30 夕食会場で合流、夜市散策、ホテルへ
12／3 8:00 ホテル出発、午前：九扮観光、
（月） 九仇にて昼食、午後：九仇にて天まで届け
夕食後、17:30 ショッピング、ホテルへ
12／4 6:30 ホテル出発、7:00 台北空港着 8:50 台北
（火） 空港発 13:15 羽田空港着、14:44 羽田空港
出発、18:33 盛岡駅着、解散式、解散

３ カナダ研修日程
11／27
（火）

（
）集合、出発式
12：50 盛岡駅発、
「はやぶさ 18 号」
15：33 東京駅着
16：31 成田空港着
19：00 成田空港出発
（所要時間 8 時間 45 分）
～ 日付変更線 ～
10：40 バンクーバー着、
スタッフと合流、オリエンテー
ション、市内観光、
17：00 ホストファミリーと対面、各家
庭へ、
（ホームステイ泊）
11／28（水）～11／30（金）
午前：語学学校にて英語レッスン、
午後：アクティビティー。
12／1（土）～12／2（日）
終日 ホストファミリーと過ごす。
12／3
午前 語学学校にて英語レッスン
（月） 午後 アクティビティー
12／4
小学校訪問、文化紹介
（火）
12／5
語学学校集合、11：30 空港着、
（水） 13:45 バンクーバー出発
（所要時間 9 時間 40 分）
12／6 16:40 成田空港着、入国手続き
（木） 18:48 成田エクスプレスにて東京駅へ
19:49 東京駅着、
20:16 東京駅発 新幹線で盛岡へ
22:27 盛岡駅着、解散式、解散

