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3 年 1 組から 5 組は、6 月 30 日(木)～7 月 1 日(金)1 泊 2 日
の日程で、昨年度実施できなかった修学旅行の代替えとし北海
道函館市に行ってきました。初日は、五稜郭公園やトラピスチ
ヌ修道院などの見学と函館山からの夜景観賞（当日はガスがか
かっていて夜景は見られず）、2 日目は、班別の自主研修で函
館市内を散策してきました。 
帰ってきた 3 年生の感想です。「コロ

ナ禍の中、修学旅行を開催してくださり
ありがとうございました。短い期間でし
たが、函館でたくさんの思い出を作るこ
とができました。修学旅行が終わった後
も感染者が出ることがなかったので良か
ったです」「私は修学旅行の自主研修で
食べたハンバーガーが特に印象に残って
います。私のグループは赤レンガ倉庫近
くのラッキーピエロで４人全員種類の違うものを食べました。お互いどんな
味なのか話して、楽しく昼食をとりました」 

3 年 6 組体育
科は、7 月 11 日
( 月 ) ～ 13 日
(水)2 泊 3 日の
日程で、マリン
実習を行ってき
ました。野外炊飯やダイビング体験、船釣り
体験に取り組みました。サンゴ礁の中でのダ
イビングではありませんでしたが、三陸の海
の素晴らしさや透明度を実感しながらシュノ
ーケリングを体験しました。 

 
7 月 4 日(月)～6 日(水)の 2 泊 3 日、1 年生体

育科が県立野外活動センター（陸前高田市）に
おいて、キャンプ実習を行ってきました。野外
炊飯や三陸海岸のトレッキング、海釣り体験な

ど海洋体験を中心とした内容のほか、東日本大震災津波伝承館を見学しました。三陸の自然環境の中での
共同宿泊生活を通し、海のめぐみや自然の怖れなどを学ぶ機会となりました。「キャンプ実習ではこれま
で体験したことのないことを体験することができた。3 日間を通して、よりクラスの団結力を高めること
ができたが、時間への意識の低さやルール、マナーを守れない場面が多かった。いわれたことを 1 回で理
解し行動できるように学校生活でも改善していきたい」(日誌の感想より) 
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１年体育科 キャンプ実習 



東北高等学校選手権結果 
 
陸上競技（青森市） 
  男子 八種競技 ２位 久世 紫聖(3-6) 

やり投  ４位 木村 伊吹(3-4) 
女子 4×400mR  ３位  大洞･葛西･栃澤･伊藤 

100mH  ４位 古川 莉子(3-6) 
三段跳  ４位 浅井 小雪(2-5) 
4×100mR  ５位 浅井･伊藤･栃澤･葛西 

 インターハイ男子２種目、女子４種目出場 
 
登山（岩手県八幡平市） 
 男子 ３位 上村･小林･藤原･嵯峨 
女子 ５位 原･佐々木･明戸･三並 

 
柔道（秋田市） 
 女子団体 ３位 
 女子個人 52ｋｇ １位 福田 小桃(2-5) 

57ｋｇ ２位 瀬川 佳那(3-6) 
70ｋｇ ３位 箱石 花 (3-6) 
78ｋｇ ３位 小川 結生(3-4) 
 

ボクシング（福島県会津若松市） 
 女子 学校対抗１位 
       ライトフライ級１位 金田 咲貴(2-1) 
       ライト級   １位 畠山 和 (3-4) 
       フェザー級  ２位 昆 千花 (3-2) 

高校総体 水泳競技結果 
 
男子 学校対抗 ３位 

100 背   ２位 鎌田 颯天(1-3) 
200 背   ２位 鎌田 颯天(1-3) 
100 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ  １位 櫻田 悠希(3-3) 
200 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 櫻田 悠希(3-3) 
100 平   ２位 松好 翔生(1-6) 
400 個ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 佐々木羚伍(1-6) 
400 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 1 位 
400 ﾘﾚｰ    ２位 
800 ﾘﾚｰ    ３位 

 
女子 学校対抗 １位 

100 背     ３位 村田 萌生(2-4) 
100 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 中島 優月(1-6) 
100 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 菅原 向葵(1-3) 
200 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 中島 優月(1-6) 
200 個ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 駿河 藍(1-6)   
400 個ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 駿河 藍(1-6)  
400 ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ２位               
400 ﾘﾚｰ   １位              
800 ﾘﾚｰ    １位              

岩手県高等学校総合文化祭 放送部門 

 第 69 回 NHK 杯全国放送コンテスト岩手県大会 

 朗読部門 優良賞  阿部 慧太(3-2) 

 

岩手県書道協会主催第 20回岩手県高等学校 

書道作品コンクール 

 岩手県書道協会長賞 菅原 雄一朗(2-1) 

 奨励賞       野村 美友(3-3) 

 

第 17回岩手日報高校書展 

入選 三橋梨緒奈(2-3) 佳作 川村 一颯(2-1) 

入選 野村 美友(3-3)  佳作 佐々木公晟(2-4) 

入選 村本 未桜(3-4) 佳作 小川 月帆(3-1) 

           佳作 工藤 洋紀(3-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水泳部 女子主将 村田萌生  
「最後まで接戦だったなか、女子団体１位を
とることができたのは、全員が諦めずに泳ぎ
きることができたからだと思います。また、
指導してくださった顧問の先生・コーチ・応
援してくださった保護者・ＯＢ・ＯＧの方々
の支えもあったからです。１・２年生のメン
バーでまだまだチームとして不十分なところ
ばかりですが、支えられていることの感謝の
気持ちを忘れず、新人戦や来年の高校総体で
も優勝できるように努力していきたいと思い
ます」 

  
 
 
 
 

今年もインターハイに複数部が出場してきました。 

文化部も合同発表会に続き、9月の文化祭での公演に向

け、精力的に活動を続けています。3年生は進路に向け

た活動が活発化してきた、8月後半の南高です。 

県立盛岡南高等学校 校報 南の窓 

平成 27 年(2015)4 月創刊 文責副校長 

https://www2.iwate-ed.jp/mos-h  

各種大会・活動報告（高校総体水泳・東北大会他） 

東北高等学校選手権 水泳競技(盛岡市) 

女子 200 個ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 駿河 藍(1-6)インターハイ出場 

https://www2.iwate-ed.jp/mos-h

