校長通信 ２０１８年度 第１４号 ２月２５日（月）

１／２２ 全校礼拝・集会
１月２２日（火）の全校礼拝では、花巻教会牧師の鈴
木道也先生から、まどみちおさん（詩人、童謡の象さん
や１年生なったらなどの作詞も多数）の詩「ぼくが こ
こに」の紹介がありました（下記のとおり）
。
「ごくが ここに いるとき ほかの どんなものも
ぼくに かさなって ここに いることは できない
もしも ゾウが ここに いるならば そのぞうだけ
マメが いるならば マメだけしか ここに
いることは できない
ああ このちきゅうの うえでは こんなに
だいじに まもられているのだ
どんなものが どんなところに いるときにも
その「いること」こそが なににも まして
すばらしいこと として 」
「普段、私たちは、いい成績をとろうと頑張ったり、何
かの成果を上げよう、いい結果を出そうと頑張ったりし
ます。確かに、頑張らなければならないこともあるかも
しれないが、しかし、皆さんひとりひとりが、ここにい
る事が何より大切と詩では述べている。
また、
聖書では、
存在することが何より価値があると言っている。役立つ
ことや素晴らしい仕事をすることなどが価値あることと
強調される見方があるが、
２０１９年の初めにあたって、
存在していることの大切さを感じて生きてはどうだろう

か。
」とお話になりました。
全校集会では、卒業式で歌う讃美歌の練習を行いまし
た。その後、見上教頭先生から、SNS 上でのトラブル
に対する注意などがありました。

３月１日（水）は卒業式です。３年生の皆さん！ 卒業
本当におめでとう！ 社会に出れば、社会人 1 年生。
「い
つも笑顔で、何事も心を込めて、感謝の気持ちを忘れず」
（本校の建学の聖句より）
、地域・社会に貢献しながら自
分らしい生き方を実現していってください。以下に、各
賞の受賞の皆さんを紹介します。本当に良く頑張った！
そして本当におめでとう。

○理事長賞
○日本私立中学高等
学校連合会会長賞
○功労賞
村上 康
君、
古川 大翔 君、
○答辞および
記念品贈呈の辞
○皆勤賞
岩船 圭吾 君、
熊谷 佳祐 君、
佐々木広大 君、
吉田 ナナ さん
高橋 晴貴 君
西村 春楓 さん、
赤坂幸太郎 君、
菊地 帆香 さん、
伊藤 孝輝 君、
髙橋 陽乃 さん、
松山 深咲 さん、

村上 蘭 さん
平 光

君

伊藤 大智
山下 秋野

君
君

岩浅 陸 君
内館
琴畑
鈴木
佐藤
田澤
三上
荒川
堀井
菊池
峠
柳舘

二菜 さん
日向葵さん
伶奈 さん
日向葵さん
健人 君
葉珠希さん
琳香 さん
秋香 さん
諒真 君
亜美 さん
桃子 さん

３年生の先生・生徒による講話
今年の３年生の進路状況を振り返って、進路希望をど
う達成したか。３年生の担任の先生方と生徒から、１・
２年生に対して講話をしていただきました。内容を簡単
に紹介します。３年生の皆さんは、後輩のことを考え、
心からの助言をしてくれました。本当にありがとう。１・
２年生は必ず役立ててほしいです。
＜３年生の先生方より＞
○ 小松先生（３－１担任）
：進路先から選ばれる生徒に
なってください。それは、
・元気ではきはき。
・へんな
大声を上げる人はダメ、落ち着きがない人もダメ。高
校生らしい対応ができること。
・謙虚であること。
先生がみんなの進路の計画を全部作ることはできない
から、ある程度自分のことは自分で、情報も担任に伝
えること。以上ガンバッテ！
○松崎先生（２－２担任）
：こんな３年生は困ります。
・先生の話を聞けない人。授業も同じ。
・文字をきちん
と書けない。普段から取り組まなければできません。
以上の２点ができて、はじめてスタートラインに立
つことができます。頑張って。
○ 﨑山先生（３－３担任）
：大切なこと：進路決定はク
ラスみんなの責任である。勉強する雰囲気をみんなで
つくる。頑張っている人を応援する。
・・・。それぞれ
が目の前のことをきちんと取り組むこと（成績をよく
する。遅刻・欠席をしない・・・）
。こつこと準備をし
てください。そうすれば公務員も合格する。
○ 佐藤先生（３－４担任）
：現在クラス全員の進路が決
定しました。
・今やっていることを３年生まで続けるこ
と。
・先生方と良好な関係を築くこと。
・進路希望は趣
味か、仕事かはっきり。
・クラスの生徒みんな言ってい
た。もっと勉強していれば良かったと。教えあえるク
ラスなので全員進路決定できたと思う。進路を決める
のは、親でも先生でも友達でもない、自分。長い一生
の中でたった３年間です。頑張ってください。

＜生徒の皆さんより＞
○藤原さん：看護系の学校に合格
成績を上げておくこと、選択の幅が広がるから。早め
に希望を決め、オープン・キャンパスに参加する。小
論文など先生方のアドバイスを聞くこと。
○佐藤さん：日本郵便に内定
何となく盛岡大学と考えていたが、将来設計について
真剣に考え、社会に早く出て、家族に恩返しをしたい
という考えに至った。職場見学は３社した。一般的に
６月から３～５社行う。
○佐藤さん：盛岡大学文学部日本文学科に合格
授業を大切にし「５」をとれるように頑張った。面接
は失敗した。十分な準備を。自分の目標の進路に進め
るよう、オープン・キャンパスはたくさん参加しくだ
さい。
○秋葉くん：国士舘大学合格
野球を続けるか悩んだが救急救命士になりたいと考え、
希望の学科に合格することができた。授業は頑張った
が、
やはり、
疑問な点は授業で聞いておけばよかった。
進路の希望を決定が遅れた点が反省。
○鈴木さん：盛岡大学児童教育学科保育幼児コース合格
現在の成績を少しでも上げてください。家でも少しで
も勉強を。今のうちに、部活でもボランティアでも自
己ＰＲできることをしておくこと。幼児保育教育コー
スの附属推薦枠は４名と少ない。頑張ってください。
○平くん：岩手大学教育学部に合格
まだ進路が決まっていない人は、良い成績をキープし
ておくこと。進みたい大学、会社などのことをしっか
り調べて人に語れるようになること。力を入れて活動
していることが、不安になったとき自分の自信につな
がるので頑張っておくこと。
・・・・・・
・・・・・・
終わりに、進路指導課長の小林先生から『先輩たちのア
ドバイスの共通点は、成績を良くしよう。進路希望を早
くきめよう。
』でした。今のみなさんはどうでしょうか。

授業中の様子を見ると、ちょっと違うように感じます。
」
とお話がありました。

盛岡市老人クラブ大会で

表彰！

２月５日（火）本校のボランティア委員会の活動が評
価され、盛岡市老人クラブ連合会から表彰を（感謝状）
受けました。これからも活発な活動を続け、様々な方の
助けができる本校生徒であってほしいと思います。

予餞会（卒業生を送る会）開催
２月４日（月）生徒会の主催による毎年恒例の３年生
を送る会が開かれました。部活動メッセージ、発表（吹
奏楽部、ダンス部、軽音楽部、柔道部、野球部）
、生徒会
執行部のスライド（動画）などで楽しい時間となりまし
た。各部の発表が面白かったとのことでした。３年生の
ために一生懸命頑張ってくれた在校生の皆さん、本当に
ありがとうございした。

２／５全校礼拝
２月５日（火）の全校礼拝では、花巻協会の牧師鈴木
道也先生から讃美歌「君が好きだって」をギターの弾き
語りで紹介していただきました。
（歌詞は下記）
君が好きだって 誰か僕に言ってくれたら
そら 元気になる
君が大事だって 誰か僕に言ってくれたら
ちょっと 度胸がつく
君と行くよって 誰か僕に言ってくれたら
ほら その気になる
君が好きだよ 友達だよ
イエス様の声が聞こえてくる
「今、みなさんは誰かに大切だよと思われています。今
度は誰かを大切にする人になりたいですね。時には言葉
にして思いを伝えてはどうか（アンダーラインはその大
切さを示している）
。聖書には、
『我々は誰かに伝えてい
く約割がある』とあります。
」とお話になりました。

全校集会では、卒業式の讃美歌の練習をしました。

○ 音楽部、1／２１、 合唱小アンサンブルコンテスト
岩手県合唱小アンサンブルコンテスト：銅賞
審査員の先生から高い評価を得ていました。
○バスケットボール部 女子 １／１８～１９
県新人バスケットボール大会 ２回戦
盛大附 ３５－７４ 釜石
２クオーター以降離される展開となった。
○柔道部 全国選抜柔道選手権東北大会 1／25～27
男子団体
１回戦 盛大附 対 八戸西 （３人残し勝ち）
２回戦 〃
対 東北
（２人残し負け）
男子個人
６０kg 級 大坂（１－２） １回戦敗退
６６kg 級 小田（１－２） 〃
７３kg 級 岡山（２－２） 優勝
８１kg 級 澤口（２－３） ベスト８

岡山君、東北大会で優勝しました。！！！
○ソフトテニス部 宮古市インドア大会 1／26～27
予選リーグ
藤田・稲部組 ４－３ 不来方
〃
４－３ 宮古
決勝トーナメント
藤田・稲部組 ３－４ 釜石
予選リーグ
藤原・関口組 ４－１ 盛岡三
〃
４－１ 高田
決勝トーナメント
藤原・関口組 ２－４ 久慈市一般
○野球部 選抜甲子園大会出場 決定（１／２５）
おめでとう選手諸君、全校の皆さんおめでとう！
甲子園球場で思う存分プレーしてほしいです。

