
2015 年 3 月 1 日（日）

祝 卒業

３月１日（日） 卒業式を挙行いたしました。

いつも明るく元気に宮北をリードしてくれた２６名の卒業生が学舎

に別れを告げました。

以下、卒業生代表の答辞より（抜粋）

本日は、私たちのために、

盛大な卒業式を挙行していただき、

本当にありがとうございました。

目を閉じて見ると、

様々な思い出が駆け巡り、

仲間たちの笑顔が思い浮かびます。

私は、皆と、同じクラスで勉強して

過ごした日々を忘れません。

三年間、優しく時には厳しく

見守ってくださいました先生方、

私たちのことを第一に考え、

様々な助言をしていただき、

本当にありがとうございました。

これからの宮古北高等学校の

ますますの御発展と御多幸を

お祈りし、答辞とさせていただきます。

（「答辞」全文は 「みやきた新聞３月号」に掲載しています）



2015 年 2 月 4 日（水）

平舘高等学校とのスキー交流会

１月３０日（金）・３１日（土）の二日間、

八幡平リゾートスキー場で行われた

「スキー交流会」に参加しました。

平舘高等学校よりご招待いただき

今回で三回目のスキー交流会でしたが、

平舘高等学校の皆さんと

ゲレンデでスキーを楽しんだり、

生徒会執行部が集まって情報交換したり、

たいへん実のある交流会となりました。

【生徒の感想】

山頂に行ったら、八幡平のすべてが見えた。

とてもきれいな景色だった。

下まで降りていくと耳の横で風を切る音が

聞こえた。最高の気分だった。

大人になったらもう一度来たい。

生徒会執行部の交流会は

最初は少しぎこちなかったですが、

お互いに少しずつ打ち解けることができました。

平舘高校の皆さんはとても優しかったです。

二日間という短い期間でしたが、

思い出に残る楽しいスキー交流会でした。

これからも、平舘高校の皆さんと交流を続けていきたいです。

初めてスキーを体験しました。

最初はスキー板を履いて歩くことさえままならなかったのですが、

たくさん転んで体で覚えていくうちに、

スキーで滑ることが心から楽しいと

思えるようになりました。

機会があればまたやりたいです。



2015 年 1 月 8 日（木）

バレーボール新人戦 ３校連合で県大会へ！

昨年は、多くの方々から

宮古北高等学校の教育活動にご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、本校女子バレーボール部は、

１月２３日（金）に開幕する

岩手県高等学校新人バレーボール大会に、

岩泉高校・宮古工業高校との３校連合で

出場いたします。

初戦は、２３日（金）矢巾町民総合体育館にて、

相手は、盛岡中央高校です。

ご声援よろしくお願いします。

2014 年 12 月 11 日（木）

「先輩と語る会」開催

「１人ひとりが主役」の宮古北高校

その宮北をリードしてきた３年生の進学先・就職先がほぼ全員内定し、

１２月１０日（水） １・２年生対象の「先輩と語る会」が行われました。

進学・就職に向けて取り組んだこと

これをやって良かった

ここはもう少し頑張れば良かった

いずれも、大いに参考になる話ばかりで、

１・２年の後輩たちは真剣に耳を傾けていました。

宮古北高校は、行事や個別面談などを通して、

大学進学・専門学校進学・就職、１人ひとりの希望に応じた進路指導を

実践しています。



2014 年 12 月 1 日（月）

写真部 ２年ぶりに全国大会へ！

１１月に行われた「スライドフォトコンテスト」で

本校１年 韮山明日香が特賞を受賞しました。

（全１０９作品中３位）

今回、特賞を受賞した作品は、

来年（平成２７年）、滋賀県で開催される

全国高等学校総合文化祭への出品が

決まりました。

本校写真部の全国高等学校総合文化祭出場は、

昨年（平成２５年、長崎県）以来２年ぶりです。

2014 年 11 月 7 日（金）

「災害ボランティア」を学ぶ

「被災した地域を

これから自分たちの手で新たに作っていくために、

いま、何を学ぶべきか」という考えのもと、

今年度、宮古北高校では、

地元（田老地区・宮古市）の「学ぶ防災」や

「災害ボランティア」について学習しております。

１０月２７日（月）には、

宮古市社会福祉協議会の有原領一さんをお招きし

災害ボランティアについて講演をいただきました。

生徒の感想です。

ボランティアをただするのではなく、

内容をきちんと理解することが必要だと思った。



「どうしたらいいか」「次に何をしてほしいか」

と聞くよりも、周りを見ていま何が必要か

考えて行動することが大事だと分かった。

「ふだんの」「くらしを」「しあわせに」

これが「ふくし（福祉）」だと聞いたので

私も、人の幸せのために、

小さなことでもやっていきたい。

自分も震災の時に困っている人を助ける

活動を通して学んだことがたくさんあった。

その中でも「人とのつながりの大切さ」を

きょう、改めて思い返すことができた。

2014 年 10 月 9 日（木）

めんこいテレビで「宮北祭」が取り上げられました

めんこいテレビの番組「八幡平探訪」で

宮北祭の模様が取り上げられました。

現在は、「八幡平探訪」のホームページで

放送された番組を見ることができます。

めんこいテレビでは、

１０月４日（土）午後５時２５分から放送されました。

八幡平市の平舘高校の皆さんが

宮北祭においでいただいた時に、

平舘高校家政科学科について展示したことや

本校生徒との交流について紹介されています。

ぜひ「八幡平探訪」のホームページを

ご覧になってみてください。



2014 年 10 月 1 日（水）

第３７回 宮北祭 無事終了しました

御来賓の方々、近隣の皆様、

御来場ありがとうございました。

本年度は、盛岡第四高校、不来方高校、

平舘高校の皆様においでいただき、

また、保護者、同窓会の方々からも

協力をいただき、

つつがなく各企画を実施することができました。

今後とも、宮古北高校への変わらぬ御支援、

御協力を賜りますようお願い申し上げ、

ホームページからはなはだ失礼ですが、

御礼とさせていただきます。

ありがとうございました。

宮古北高等学校 生徒会

2014 年 9 月 24 日（水）

「たろちゃんハウス感謝祭り」に参加してきました

９月２１日（日）に行われた

「たろちゃんハウス感謝祭り」に

本校生徒有志がお手伝いとして

参加してきました。

「たろちゃんハウス」は、震災後、

グリーンピア三陸みやこの敷地内に設置された

仮設商店街で、設置から３周年を迎えました。

小田代直子さん（本校ＯＧ）の

民謡・歌謡ショーなど、



盛りだくさんの内容でしたが、

本校生徒有志は、

「県産牛肉焼肉のお振る舞い」の

お手伝いで参加しました。

参加した生徒の感想です。

「お客さんがたくさん来て大変な時も

あったけれど、楽しくできて良かった。」

「もちまきやビンゴの景品準備なども

やりました。やりがいがあった活動でした。」

宮古北高校では、これからも、

地域を盛り上げていけるように

さまざまな活動に取り組んで参ります。

2014 年 9 月 8 日（月）

「伊保内・葛巻・沼宮内連合」 県大会へ！

秋季高校野球二戸地区予選 リーグ戦

（５チーム中３チームが県大会出場）

１位 福岡高校 ４勝０敗

２位 一戸高校 ３勝１敗

３位 伊保内・葛巻・沼宮内連合 １勝３敗

４位 福岡工業高校 １勝３敗

５位 軽米高校 １勝３敗

３位・４位・５位は、

「総失点の少ないチームが上位」

ということで、

伊保内・葛巻・沼宮内連合が３位に入り、

みごと県大会出場を決めました。

県大会での活躍を

田老から応援しています。



2014 年 8 月 29 日（金）

西和賀高校野球部連合チーム 大会結果

「西和賀・雫石・大迫・前沢連合」

秋季北奥地区予選

１回戦 （８月２３日）

２－９ 水沢商業高校

敗者復活１回戦 （８月２７日） 勝

６－２ 北上翔南高校

敗者復活２回戦 （８月２８日）

０－５ 金ヶ崎高校

３０日からは、沼宮内高校野球部が、

「伊保内・葛巻・沼宮内連合」として

秋季二戸地区予選に臨みます。

2014 年 8 月 22 日（金）

「西和賀」「沼宮内」新たな連合チームへ

８月２３日（土）より

高校野球秋季大会が県内各地区で始まります。

本校は出場しませんが、

夏に連合チームを組んだ西和賀高校は

「西和賀・雫石・大迫・前沢」の４校連合で

北奥地区予選に出場、

２３日（土）、水沢商業高校と初戦を戦います。

（会場は北上市民江釣子野球場）

また、沼宮内高校は

「伊保内・葛巻・沼宮内」の３校連合で

二戸地区予選に出場、

３０日（土）、軽米高校と初戦を戦います。

（会場は二戸市大平球場）



2014 年 7 月 28 日（月）

吹奏楽部ジョイントコンサート終了の御礼

７月２７日（日）午後５時開演 午後６時終演

会場 グリーンピア三陸みやこ体育館

出演 愛知県名城大学附属高等学校

宮古北高等学校

プログラム

地元に帰ろう

Ｌｅｔ Ｉｔ Ｇｏ

恋するフォーチュンクッキー

「レ・ミゼラブル」より

ありがとう

まつり （アンコール）

恋するフォーチュンクッキー

（アンコール２）

ご来場くださった皆様、

ありがとうございました。

あたたかいご声援をいただき、

たいへん盛り上がりました。

そして、

名城大学附属高等学校の皆様、

ありがとうございました。

元気いっぱいの演奏に

本校吹奏楽部員、大きな刺激を受けて

たいへん貴重な経験となりました。

今回の経験を生かし、本校吹奏楽部、

より多くの皆様に楽しんでいただける

音楽づくりに取り組んで参ります。

ありがとうございました。



2014 年 7 月 14 日（月）

吹奏楽部ジョイントコンサートのご案内

７月２７日（日） 午後５時開演

会場 グリーンピア三陸みやこ体育館

出演 愛知県名城大学附属高等学校

宮古北高等学校

曲目 恋するフォーチュンクッキー

地元へ帰ろう

Ｌｅｔ Ｉｔ Ｇｏ 他

入場無料

このたび、

愛知県名城大学附属高等学校吹奏楽部の

岩手県演奏旅行に合わせて、本校との

ジョイントコンサートが開催される運びと

なりました。

ご来場をお待ちしております。

2014 年 6 月 25 日（水）

高校野球岩手大会 組み合わせ決まる

「純情応援歌２０１４」

ご覧いただきありがとうございました。

西和賀・宮古北・沼宮内連合

７月１４日（月） 第１試合 ９時から

県営野球場にて

盛岡第三高校と対戦します。

（きょう行われた組み合わせ抽選会で

決まりました）

３校、力を合わせて

初戦突破を目指します。



2014 年 6 月 21 日（土）

テレビ放映のお知らせ

岩手朝日テレビ 「純情応援歌２０１４」

６月２４日（火） 午後６時５３分より

野球部連合チーム

（西和賀・宮古北・沼宮内）

紹介番組が放映されます。

※放送日が変更になる場合があります。

岩手朝日テレビのホームページで

ご確認ください。

2014 年 6 月 10 日（火）

写真部 ３席に入賞

岩手日報社主催

第８回高校生フォトコンテストで、

本校１年 北村舞の作品が

３席に入賞しました。

今回のコンテストには

県内から９１点の応募があり、審査の結果、

５点の作品が１席から５席に入賞しました。

また、

本校１年 白間千尋と曲道彩乃が

一次審査を通過しました。

（９１点のうち２３点が一次審査通過）

３席に入賞した北村舞の作品は、

６月８日（日）

岩手日報で紹介されました。



2014 年 5 月 9 日（金）

野球部連合チーム 試合結果

「西和賀・宮古北・沼宮内」連合チーム

春季北奥地区予選

１回戦 ７－２ 北上翔南高校

２回戦 ０－31 水沢高校

敗者復活戦

３－４ 金ヶ崎高校

昨秋は公式戦で勝てませんでしたが、

今回、初勝利を収めることができました。

さらに上を目指してがんばります。

2014 年 5 月 2 日（金）

【速報】 野球部 初戦突破！

「西和賀・宮古北・沼宮内」連合チーム

北上翔南高校に勝ち、みごと初戦突破！

きょう ５月２日（金）

江釣子球場で行われた春季大会１回戦

連合チーム ７－２ 北上翔南

２回戦は、５月３日（土） １２時３０分より

江釣子球場にて 水沢高校と対戦します。

2014 年 4 月 25 日（金）

野球部 「西和賀・宮古北・沼宮内連合」

いざ出陣！



昨年度は、

宮古北・西和賀連合チームに

たくさんのご声援ありがとうございました。

今年度は、

「西和賀・宮古北・沼宮内連合」として、

５月２日から始まる春季大会

北奥（ほくおう）地区予選に出場します。

初戦

５月２日（金） １２時３０分より

北上市民江釣子野球場にて

北上翔南高校と対戦

（詳しい組み合わせは

岩手県高等学校野球連盟の

ホームページに掲載されています）

2014 年 3 月 1 日（土）

祝 卒業 そして「みやこハーバーラジオ」に宮北生登場！

３月１日（土）卒業式を行いました。

これまで宮北を支えてくれた３年生が笑顔で学舎を巣立っていきました。

卒業式の模様は「みやきた新聞」３月号でどうぞ。

そして、もうひとつ。

「みやこハーバーラジオ」３月４日（火）午後１時頃

３年生の畠山喜代幸が、読書感想文の朗読で登場します。

これは、宮古市読書感想文コンクールで最優秀賞を受賞した作品を

みずから朗読したもので、

先日、本校で収録が行われました。

思いのこもった文章と朗読を、ぜひ、お聴きください。



2014 年 2 月 22 日（土）

応援団リーダー研修会

２月１９日（水）～２１（金）の３日間、早稲田大学応援部の方々をお招きして

「応援団リーダー研修会」が行われました。

最終日の２１（金）は、全校生徒の前で研修の成果を堂々と発表しました。

参加した応援委員の感想です。

「この三日間で教えていただいたことを活かして、

宮北応援団をもっと良いものにしていきたい。」

「この三日間で、リーダーとして大きく成長することができた。

ほかのみんなも成長したと思う。」

「腹筋に力を入れて大きな声を出すことを教わった。

前より大声を出せるようになって良かった。」

「これからは、自分に負けず、あきらめないで頑張っていきたい。」

たくさんのことを教えてくださった早稲田大学応援部の皆さん、

本当にありがとうございました。

２０１４年１月１６日（木）

大学入試センター試験まで あと２日

１月１８日（土）・１９日（日）は大学入試センター試験が行われ、

本校３年生の大学進学希望者も受験します。

毎日の授業や課外で熱心に学習に取り組んでいますが、いよいよ最後の追い込みです。

すでに就職が内定している、あるいは専門学校への進学が決まっている

クラスメイトの激励を受けながら、

あと２日、力いっぱいがんばります。



2013 年 12 月 26 日（木）

ラジオ放送日・バレーボール県大会組み合わせ決定！

みやこハーバーラジオ出演

１２月３０日（月）朝７時１０分頃

７日（土）に収録が行われた応援団長のインタビューが放送されます。

年末のあわただしい中、しかも、朝早いですが、ぜひ、お聴きください。

ＦＭ ８２．６ＭＨｚ みやこハーバーラジオです。

そして、もうひとつ、

バレーボール新人戦県大会組み合わせ決定のお知らせです。

１月２４日（金） １０：４５から 千厩高校と対戦

会場は、千厩体育館です。

宮古北・岩泉合同チーム 挑戦者として全力で挑みます。

田老の代表であることを忘れず頑張ってきますので、

応援よろしくお願いいたします。

2013 年 12 月 17 日（火）

みやこハーバーラジオ収録

１２月７日（土）みやこハーバーラジオのスタジオでラジオ番組の収録が行われ、

本校応援団長が参加しました。

地域のボランティア活動を紹介する企画のひとつとして、

ハーバーラジオから本校に声がかかり、今回の番組収録となりました。

応援団長は、５月にグリーンピアで行われた「みやこ田老鎮魂の祈り」で、

応援団の先頭に立ち、田老のみなさんに応援エールを送りました。



ラジオパーソナリティーの木村さんはそのことに驚いた様子で、

「どんな気持ちを込めてエールを送りましたか」とか

「市民の皆さんに一言エールをお願いします。」とか、応援に関する質問がありました。

団長は、緊張しながらも、しっかりと受け答えをしていました。

この様子は、年末年始に放送されるので、ぜひ、お聞きになってください。

放送日時が分かりましたら、再度、皆様にお知らせいたします。

2013 年 12 月 8 日（日）

平舘高校２年生来校

11 月 27 日（水）八幡平市にある県立平舘高校２年生６５名と教職員５名が来校しました。

平舘高校の皆さんは、午前中、宮古市の観光協会が行っている「学ぶ防災」で

田老の防潮堤やたろう観光ホテルを訪れたあとに、

本校の視聴覚室での交流会に参加しました。

本校からは生徒会役員６名が、

震災当時（中学１～２年生だった時に）何があって、どんな風に困っていたか、

今後どのように伝えていかなければならないか、それぞれ話しました。

交流会の最後には、平舘高校から義援金を頂戴いたしました。ありがとうございました。

１月には、本校生徒が八幡平市を訪問します。

2013 年 11 月 30 日（土）

女子バレーボール 新人戦地区予選突破 県大会へ！

これから、このスペースで、宮北のホットな話題をどんどんお届けいたします。

勉強、部活動、ボランティア活動、

さまざまな行事で生き生きと頑張る宮北生の姿をご覧ください。

今後も皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

さて、記念すべき最初の話題は、

新人戦地区予選を突破し、県大会出場を決めた女子バレーボール部です。

（岩泉高校との合同チームで出場）



11 月 26 日（火）・27 日（水）

会場 宮古市民総合体育館シーアリーナ

結果 ５チーム中４位（１勝３敗）

課題はまだまだありますが、選手１人ひとりの成長が見られた大会でした。

今後は、県大会１勝を目指し、２校で力を合わせて頑張ります。


