
2017 年 2 月 24 日（金） 

応援団リーダー研修会 
 
２月１５日（水）・１６日（木）・１７日（金） 

早稲田大学応援部より２名の方々を講師にお招き

し、 

「応援団リーダー研修会」を行いました。 

 

最終日には全校生徒の前で 

研修の成果を堂々と発表しました。 

 

応援委員の感想です。 

「『妥協しない』ということを学んだ。 

この経験を生かし、応援活動だけでなく 

何事にも妥協しないで取り組んでいきたい。」 

 

「肉体的にも精神的にも辛かったが 

みんなで乗り越えることで楽しくなり、 

自分たちがレベルアップしているのを 

実感できた。」 

 

「最終日の発表をやり終えた時の 

達成感とみんなの清々しい顔を見て、 

応援活動の楽しさを心から感じる 

ことができた。」 

 

早稲田大学応援部の皆様、 

どうもありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 



2017 年 2 月 9 日（木） 

高校生入社直前セミナー 
 
３年生は全員の進学・就職先が内定し、 

卒業まであともう少しです。 

 

２月８日（水） 

就職内定の生徒は、陸中ビルで行われた 

「高校生入社直前セミナー」 

（ジョブカフェ、岩手労働局主催） 

に参加しました。 

 

前半は、先輩社会人３人の方々が 

お話をしてくださいました。 

（３人のうちひとりは宮古北高校の卒業生） 

生徒は熱心に耳を傾けていました。 

 

後半は、ビジネスマナーの研修で、 

電話応対や上司へ口頭で報告といった状況を 

ロールプレイしました。 

実際の現場で働く自分をイメージする 

良いきっかけとなりました。 

 

宮古北高校の卒業式は、３月１日です。 

 

 

2017 年 1 月 27 日（金） 

入賞報告 
 
平成 29 年度宮古下閉伊高校芸術展 

 

テーマ 最優秀賞 「咲き誇れ才能の花」 

（芸術展テーマに採用されました） 

 



 

同  優秀賞 

「輝くこの時を今、未来に贈る」 

 

芸術展の模様は 

「みやきた新聞」に掲載しております。 
 

 

2016 年 12 月 15 日（木） 

コンクール入賞報告 
 
青少年読書感想文岩手県コンクール 

 毎日新聞社盛岡支局長賞 １点 

 入選 １点 

 

岩手県高校生読書体験記コンクール 

 優良賞 １点 

 入選 １点 

 

岩手日報社主催 

私のおすすめ本メッセージカードコンテスト 

 入選 １点 

 

 

2016 年 10 月 8 日（土） 

宮北祭 終了の御礼 
 
第３９回 宮北祭 １０月１日（土）  

多くの皆様に御協力をいただき、 

無事に開催することができました。 

厚く御礼申し上げます。 

 

くわしくは左ページ 

「宮北祭 終了の御礼」を 

お読みください。 

 

 



2016 年 9 月 19 日（月） 

宮北祭の御案内 
 
第３９回 宮北祭 

１０月１日（土） １０時～１４時 

 

※食堂・販売部門は１３時まで 

 

※ステージ発表（１）１１時～ （２）１３時～ 

吹奏楽部 よさこいソーラン  

（２）には盛岡第四高校バトントワリング部が出演 

 

※恒例の「サンマ祭り」「餅まき」もあります 

 

皆様お誘い合わせのうえ、 

ぜひ御来場ください。 
 

 

2016 年 9 月 7 日（水） 

１０月１日 宮北祭 
 
このたびの台風１０号による大雨で 

被害に遭われた方々に 

心よりお見舞い申し上げます。 

 

さて、宮古北高校では、 

恒例の「宮北祭」を 

１０月１日（土）に開催いたします。 

 

詳細については、随時、 

このページで御案内していきます。 

 

御来場お待ちしております。 
 

 

 

 



2016 年 8 月 10 日（水） 

ラジオで宮北の校歌が流れます 
 
みやこハーバーラジオ （82.6 MHz） 

８月１７日（水） ７時２５分～ 「校歌物語」 

 

校歌とともに 

宮北の様子が紹介されます。 

ぜひ、お聞きください。 

 

 

2016 年 8 月 3 日（水） 

吹奏楽部ジョイントコンサート終了の御礼 
 
２年ぶりの共演が実現しました。 

 

７月３０日（土）午後１時３０分より 

グリーンピア三陸みやこ体育館にて 

 

出演  

愛知県名城大学附属高等学校吹奏楽部 

宮古北高等学校吹奏楽部 

 

プログラム 

 March-Chagu-Chagu（2016 いわて国体委嘱作品） 

 歓喜の歌（ベートーベン「第九」より） 

 ３６５日の紙飛行機 

 和田アキ子メドレー 

 ふるさと 

 

 川の流れのように（アンコール） 

 

御来場いただいた皆様、 

ありがとうございました。 

 



２年ぶりに田老を訪問してくださった 

名城大学附属高等学校の皆様、 

ありがとうございました。 

 

宮北吹奏楽部、 

今回の貴重な経験を活かして 

より良い音楽づくりに精進して参ります。 
 

 

2016 年 7 月 9 日（土） 

吹奏楽部 ジョイントコンサートの御案内 
 
愛知県名古屋市 

名城大学附属高等学校吹奏楽部との 

ジョイントコンサート、２年ぶりの開催です。 

 

７月３０日（土） 午後１時３０分開演 

会場 グリーンピア三陸みやこ 体育館 

 

曲目 

 歓喜の歌（ベートーベン「第九」より） 

 365 日の紙飛行機         ほか 

 

御来場お待ちしております。 
 

 

2016 年 5 月 7 日（土） 

ＰＴＡ・教育振興会総会 
 
５月７日（土） 

ＰＴＡ・教育振興会の総会が行われました。 

総会へは 

１９名の保護者の参加がありました。 

（全校生徒６０名の約３分の１） 

 

総会の前に、本校進路指導主事が講師となり、 

「進路指導における最近の傾向と本校の現状」 



と題して進路講演会を行いました。 

 

現在の高校生を取り巻く環境、 

本校の進路状況、 

本校での進路指導が主な内容でした。 

 

総会の詳細は 

「ＰＴＡ・同窓会」のページを御覧ください。 

 

 

 

2016 年 3 月 28 日（月） 

宮古市読書感想文コンクール最優秀賞 
 
３月２９日（火）１３時から 

みやこハーバーラジオで 

本校生徒の読書感想文が紹介されます。 

 

平成２７年度宮古市読書感想文コンクールで 

本校２年 金村真弥が 

最優秀賞を受賞しました。 

 

最優秀賞を受賞した読書感想文が 

みやこハーバーラジオで紹介されます。 

３月２９日（火）１３時から 

本人の朗読です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 年 3 月 2 日（水） 

祝 卒業 
 
３月１日 卒業式を挙行しました。 

 

卒業生代表の答辞より↓ 

「三年間、宮古北高等学校で学んできた 

沢山のことは、今から社会に出る私たちにとって 

心の支えとなる大切なものです。 

卒業後も宮古北高等学校の卒業生として 

恥ずかしくないよう努力して参りたいと思います。」 

 

全文は 

「みやきた新聞」３月号でお読みください。 
 

 

2016 年 1 月 22 日（金） 

「第２９回 宮古下閉伊高校芸術展」の御案内 
 
写真部・芸術（美術）部・茶華道部の作品が 

宮古市立図書館に展示されています。 

 

「第２９回 宮古下閉伊高校芸術展」 

ただいま、宮古市立図書館で行われております。 

１月２４日（日まで 

開場時間は、１０時から１７時まで 

ただし、最終日（２４日（日））は、１５時３０分まで 

 

ぜひ、市立図書館に御来場のうえ、 

本校生徒の作品を御鑑賞ください。 

 

 

 

 

 



2015 年 12 月 24 日（木） 

「みやきた新聞」年末号より 
 
１２月１９日（土） 

生徒会執行部が 

宮古地区高校生研究・意見発表会で発表 

「津波てんでんこに関する一考察 

～青山学院高等部との交流を通して～」 

 

１２月２１日（月） 

選挙講座開催 

（宮古地区の高校では初めて） 

 

１２月２２日（火） 

終業式・賞状伝達式 

 岩手読書感想文コンクール入選 

 吹奏楽アンサンブルコンテスト 

    宮古支部大会 銅賞 

 漢字検定、数学検定、情報処理検定、 

 社会人常識マナー検定等 各種検定合格多数 

 

（詳しくは、左ページの 

 「みやきた新聞 年末号」をクリックして 

 御覧ください！） 
 

 

2015 年 12 月 11 日（金） 

先輩と語る会 
 
３年生の就職希望者 全員内定 

進学希望者も推薦入試で合格を 

続々といただき、もう少しで全員合格に 

なりそうです。 

 

そんな３年生の先輩の体験談から 

１・２年生が学ぶ「先輩と語る会」が 



１２月９日に行われました。 

 

後輩たちの決意表明より 

「目標達成のために必要なことを 

もっと具体的に考えて行動する」 

「後悔しないように学校生活を送る」 

「毎日の新聞課題で 

文章を書く力を身につける」 

「部活動を３年間続ける」 

「時間がたくさんあると思ってもすぐに 

過ぎていく 先送りにしない」 

 

 

2015 年 11 月 26 日（木） 

部活動報告 （写真部 優良賞） 
 
写真部 

岩手県高等学校総合文化祭で 

優良賞を受賞 

 

吹奏楽部 

１０月１２日（月） 

「”わ”で奏でる東日本応援コンサート」に出演 

１１月３日（火・祝） 

「みやこ市民文化祭吹奏楽演奏会」に出演 
 

 

2015 年 10 月 16 日（金） 

１０月１１日（日） 田老地区体育大会 
 
宮北祭が終わってホッとする間もなく、 

１０月はさまざまな行事が目白押しです。 

 

１０月１１日（日）は、田老地区体育大会に 

生徒有志（運営ボランティア）、 

応援委員（よさこいソーラン演舞）、 



そして、吹奏楽部員はアトラクション演奏と 

宮北生がたくさん参加しました。 

 

田老地区体育大会は、 

ことしで６９回目を迎えた伝統あるイベントです。 

地域の方々が集い、楽しむ貴重な場所に、 

本校生徒もさまざまな形で参加して 

交流を深めることができました。 

 

田老の町は相変わらず工事車両が行き交って 

いますが、被災した住宅や商店の再建、 

災害公営住宅の建設等、 

新たな町の形が少しずつ見えてきております。 

 

町の姿は変わっても、 

地域の方々のあたたかさは変わりません。 

それを実感できた今回の体育大会、 

来年は７０回目の節目を迎えます。 

宮北生も、地域を盛り上げるために 

さらにがんばって参ります。 

今後ともよろしくお願いします。 
 

 

2015 年 10 月 9 日（金） 

宮北祭 終了しました 
 
第３８回宮北祭、 

１０月３日（土） 無事終了しました。 

 

御来賓の皆様、地域の皆様、 

御来場ありがとうございました。 

 

ことしの宮北祭には、 

盛岡第四高校音楽部の皆さんが来校され、 

素晴らしい合唱を披露してくださいました。 

 



また、不来方高校生徒会執行部の皆さんは 

美術作品の展示や 

食堂の運営のお手伝いをしてくださいました。 

 

保護者、同窓会の皆様、 

バザーの出店等、 

さまざまな面で御協力いただきました。 

 

たくさんの方々に支えていただき、 

宮北祭を成功裏に終えることができました。 

本当にありがとうございました。 

 

今後とも、宮古北高校への 

御支援、御協力をよろしくお願いします。 

 

 

2015 年 9 月 30 日（水） 

祝 盛岡第四高校音楽部 全国大会出場！ 
 
宮北祭まで あと３日です。 

ことしの宮北祭には、盛岡第四高校音楽部の 

皆さんが来校され、合唱を披露してくださいます。 

 

盛岡第四高校音楽部は、 

全国大会へ出場することが決まっております。 

 

９月２５日（金）秋田市で行われた 

全日本合唱コンクール東北支部大会で 

みごと金賞を受賞し、東北代表として、 

１０月に大宮市で行われる全国大会への 

出場を決めました。 

 

宮北祭では、全国大会に出場する 

盛岡第四高校音楽部の皆さんの歌声を 

楽しめます。 



１回目のステージ １１時から 

２回目のステージ １３時から 

（本校吹奏楽部の演奏、 

応援団による「よさこいソーラン」演舞もあります） 

 

御来場を心よりお待ちしております。 
 

 

2015 年 9 月 26 日（土） 

宮北祭まで あと７日 
 
本校の文化祭 「宮北祭のお知らせです。 

 

１０月３日（土） １０：００～１４：００ 

 

今年のステージ発表では、 

盛岡第四高等学校音楽部の皆さんが 

合唱を披露してくださいます。 

 

田老地区の方々へ 

シャトル便のお知らせ 

（グリーンピア体育館前から出発します） 

 

行き グリーンピア発 9:40 → 宮北着 10:00 

    グリーンピア発 11:40 →  宮北着 12:00 

帰り 宮北発 13:00 → グリーンピア着 13:20 

        宮北発 14:10 →   グリーンピア着 14:30 
 

 

2015 年 9 月 23 日（水） 

宮北祭まで あと１０日 
 
本校の文化祭 「宮北祭」のお知らせです。 

 

１０月３日（土） １０：００～１４：００ 

 

今年のステージ発表では、 



盛岡第四高等学校音楽部の皆さんが 

合唱を披露してくださいます。 

 

ステージ発表 

（本校吹奏楽部演奏会・応援団よさこい演舞・ 

盛岡第四高等学校音楽部の合唱） 

 

１回目 １１：００から 

２回目 １３：００から 

 

ご来場お待ちしております。 

 

（ステージ発表以外のイベント情報は 

随時、ご紹介していきます。） 

 

 

2015 年 9 月 9 日（水） 

写真部 ５席に入賞 
 
岩手日報社主催 

第１３回高校生フォトコンテストで 

本校２年 北村舞が 

５席に入賞しました。 

 

また、２年 田嶋綾と 

２年 韮山明日香の作品が 

一次審査を通過しました。 

 

５席に入賞した北村舞の作品は、 

９月９日（水）の岩手日報で 

紹介されています。 
 

 

 
 
 
 



2015 年 8 月 21 日（金） 

「卒業生と語る会」 
 
８月２１日（金） 

本校に、この春卒業した先輩６人を迎えて 

「卒業生と語る会」を開催しました。 

 

卒業後、大学や専門学校に進学して 

自分の夢に向かって勉学に励んでいる姿、 

就職して社会人１年生として奮闘している姿、 

そして、今だから語れる 

「宮北でやっておいて良かったこと」 

「もう少しやれば良かったこと」 

 

先輩方の体験に裏打ちされた貴重な言葉に 

生徒１人ひとりが真剣に耳を傾け、 

自分が今やるべきことや将来の進路目標を 

考えるたいへん良いきっかけとなりました。 

 

お忙しい中、来校してくださった先輩方、 

本当にありがとうございました。 

 

以下、先輩方の言葉から抜粋 

↓ 

「目標を見つけて、その達成のために 

何が必要かを考えて行動してください。」 

「ボランティアを頑張りました。 

もう少し資格取得を頑張れば良かった。」 

「就職して毎日毎日が勉強の日々です。 

特に国語を今のうちにやっておいてください。」 

「とことん、最後まで、 

粘り強くやり抜いてください。」 

 

 

 



2015 年 7 月 28 日（火） 

グリーンピア仮設住宅清掃活動 
 
７月２４日（金） 

全校生徒で、グリーンピア三陸みやこ 

仮設住宅の清掃活動を行いました。 

 

この活動は、ことしで３年目になります。 

仮設住宅にお住まいの方々が 

ふだん清掃したくてもなかなか手が回らない 

換気扇の清掃やクモの巣払いを中心に 

全校生徒で取り組みました。 

 

生徒の感想より 

「掃除をしてお話して笑顔が見られて良かった」 

「高い場所は普段掃除できないことが分かった」 

「宮北の卒業生の方から昔の話を聞けた」 

「地域の方々との交流を深めるために 

他のボランティアにも積極的に参加したい」 
 

 

2015 年 7 月 7 日（火） 

吹奏楽部 ４人で息の合った演奏を披露 
 
７月４日（土） 

全日本吹奏楽コンクール岩手県沿岸地区大会が 

宮古市民文化会館で行われ、 

本校吹奏楽部は、 

高校小編成の部で銅賞を受賞しました。 

 

本校吹奏楽部は部員４人で 

バルトーク作曲 「子どものために」を演奏、 

審査員の先生方からは 

「４人という少ないメンバーながら 

堂々とした演奏でした。」 

「皆さんの演奏への思い入れが 



伝わってきました。」 

「それぞれの良い音色を研究してください。」 

といった評価をいただきました。 

 

今年度、本校吹奏楽部は、 

「無限の可能性への挑戦 

～自分たちの音楽を究めよう」 

という目標を掲げ日々の練習に取り組んでいます。 

今回の経験を糧に、 

これからも、より良い音楽作りに励んで参ります。 

 

 

2015 年 5 月 30 日（土） 

フットサル部が岩手日報で紹介されました 
 
５月３０日（土）岩手日報に 

本校フットサル部が活動に励む様子が 

紹介されました。 

 

現在、県内各地で高校総体が行われていますが、 

その中に「フットサル」競技はありません。 

（サッカー競技はあります） 

 

本校にはサッカー部がありませんが、 

２０１２年に、 

１チーム５人で対戦する「フットサル部」を創設し、 

社会人フットサル大会に出場しています。 

 

ことし、２０１５年、最初の大会は、 

５月３１日（日）サンビレッジ紫波で開催されます。 

社会人チーム相手に、全力で挑みます。 
 

 

 

 
 


