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【第 1 学年震災学習より】

【介護職員初任者研修レポート】

9 月 16 日(金) 第 1 学年震災学習
久慈駅発→三陸鉄道北リアス線「震災学習列車」
→田老着→震災ガイドによる案内２時間コース
→三陸鉄道北リアス線→久慈駅→大野高校着

介護職員初任者研修が６月下旬から始まりました。
開始から夏休み終了までは、大野高校で講義中心の
基礎知識を身につける期間でした。介護に関わる法
律や病気についてなど、久慈平荘の講師の方から丁
寧に教えて頂きました。夏休み明けからは、ペア実
習が中心となり、実際の介護施設を使わせていただ
き、着替え、体位変換などを、受講生同士で介助す
る側と利用者側どちらも体験します。介助する側は
利用者の体を傷つけないように気をつけたり、一つ
ひとつの動きと介助内容を説明して、利用者により
安心してもらえるような声がけを考えたりしました。
利用者側を体験すると、怖さや不安を感じる場面も
沢山あります。自分自身が利用者の立場として練習
で感じた怖さや不安をなくすため、何回も練習して
利用者に安心して介助をさせてもらえるように頑張
りたいと思います。
（堀岡 千夏）

北リアス線震災列車ガイドの山崎さんからは、
東日本大震災当時、真っ暗闇の中でいち早く運行
を再開した列車の明かりが、一筋の希望の光とな
って沢山の人たちを元気づけた話を伺いました。
また、宮古市の震災語り部ガイド元田さんからは、
“津波てんでんこ”の教訓と災害を忘れないこと
の大切さについて、心を込めてお話し頂きました。
今回の震災学習の中で最も印象に残ったこととし
て、大部分の生徒が「たろう観光ホテルの６階か
ら実際に撮った津波のビデオをその場所で見たこ
と」をあげています。津波の映像をリアルな現実
として受け止めることができたようです。
生徒の感想より抜粋
同じ岩手県内に住んでいても被害の規模が大き
く違っていて、自分の住んでいる地域がなくなっ
てしまう悲しさを思った。それでも、元の場所に
住みたいという意志が強く、一生懸命に努力して
一日でも早く自分の町を取り戻したいという思い
がすごく伝わった。実際に震災に遭ってしまった
地域に行かなければわからない貴重な体験ができ
たと思います。
Ｍ．Ｙ．
実際に被災した事がなかった私たちに大きな影
響を与えた。テレビでしか見たことがなかった津
波は、その場に行かないと本当の恐怖がわからな
いと思った。私たちみたいに行って知るべき人は
沢山いると思う。このことを文化祭で皆にも伝え
たい。
Ｍ．Ｎ．

【里山づくり講演会】

8 月 26 日(金) 於：大野高校体育館
平成 28 年里山づくり講演会は、「緑の産業革命
を起こそう」と題して、富士大学学長の岡田秀二
先生からお話を頂きました。先生は、異常気象が
続く中で地球環境が悲鳴を上げていると警告し、
森林資源が豊富な日本こそが、今後、低炭素型循
環型社会の形成を目指して森林生態系の再構築を
行うべきで、大野高生に「緑の革命戦士」となっ
て森林資源の持つ可能性を切り開いていって欲し
いと熱く語りかけました。生徒たちは里山整備の
意義を再確認する事ができたと思います。
なお、今年の「里山収穫祭」は久慈平岳の道路
崩落のため中止、「里山整備報告会」として 9 月
27 日に実施いたします。

【大野高校文化祭案内】
テーマ「伝統･繋・創造～新たなる祭典～」
10 月 15 日(土) 公開日 1 日目 大野高校体育館
12：50～オープニングセレモニー
13：15～海外派遣事業発表、音楽選択者発表
14：15～中夜祭
吹奏楽部スペシャルコンサート
クラスビデオ上映 他
※ 16：00 終了
10 月 16 日(日) 公開日 2 日目 大野高校校舎
9：30～教室展示、食堂、模擬店、
ＰＴＡバザー、吹奏楽部ｺﾝｻｰﾄ
※ 14：30 終了
沢山の皆様のご来場をお持ちしております！！

【学校保健委員会】
９月７日（水）に、学校医（内科・歯科）
、学校
薬剤師、保健センター、ＰＴＡ母親委員長、教職
員の各代表が参加して、
「平成 28 年度大野高校学
校保健委員会」を開催しました。
大野高校の生徒が抱える健康課題について、
様々な視点から協議しましたが、なかでも話題と
して挙げられたのは、
“生徒のむし歯の多さ”です。
今年の検診結果では、約３人に１人はむし歯があ
るという現状が明らかになり、むし歯でなくても、
歯茎の状態が良くない生徒が何人もいることが分
かりました。大野高校では、昨年同様、特にむし
歯の多い生徒に対して「ブラッシング指導」を行
いますが、歯の健康を保つためには日頃からの積
み重ねが重要となります。規則正しい生活、特に
甘い菓子類の間食を避け、食後にはしっかりと歯
を磨き、定期的に歯科医院等で検診を受けるよう
に、家庭でのお声がけをお願いいたします。
【部活動報告】
野球部秋季地区大会
ライジングサンスタジアム（野田村）
１回戦 8 月 27 日(土)
種 市 ０００３０００ ３
大 野 ０４０００４２ 10（七回コールド）
二塁打 林下勝也、奥山大地
投手－川﨑隆星 捕手－林下健吾
２回戦 8 月 28 日(日)
久 慈 ００００００２０１ ３
大 野 ２００００００００ ２
投手－林下勝也 捕手－林下健吾
敗者復活２回戦 9 月 3 日(土)
久慈東 ０００００ ０
大 野 ２０４０４ 10（五回コールド）
三塁打 下舘航大
二塁打 林下勝也
投手－林下勝也 捕手－林下健吾

敗者復活代表決定戦 9 月 4 日(日)
久 慈 ００００００００１ １
大 野 １００１００００× ２
投手－林下勝也 捕手－林下健吾
※１１年ぶり８度目の県大会出場
野球部秋季県大会

北上市民江釣子野球場
１回戦 9 月 10 日(土)
大 野 ００１００１０１０ ３
盛岡四 １００１００５２× ９
二塁打 川﨑隆星、林下健吾、下舘航大
投手－林下勝也、川﨑隆星 捕手－林下健吾
※沢山の皆様から応援を頂きました。力の差はそ
れほどありませんでした。わずかなミスをきちん
と修正できるよう春へ向けて頑張ります。
新人大会ソフトテニス競技久慈地区予選
日時：8 月 26 日(金)～27 日(土)
〔男子〕
・個人戦 県大会への通過なし
・団体戦 地区予選なしで県大会
〔女子〕
・個人戦 県大会への通過なし
・団体戦 地区予選なしで県大会
※県大会
10 月 12 日(水)～14 日(金)
北上市・和賀川グリーンパークテニスコート

新人大会卓球競技久慈地区予選
日時：9 月 15 日(木)～16 日(金)
〔男子〕
・個人戦
ｼﾝｸﾞﾙｽ推薦 屋敷 空(2 年)、槻木澤誠也(1 年)
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ推薦 屋敷 空・槻木澤誠也 組
・団体戦
３－１久慈、３－２久慈東、
３－１種市、３－２久慈工
１位
〔女子〕
・個人戦
ｼﾝｸﾞﾙｽ推薦 大野美恵（２年）、千田茉央（２年）
岡堀 碧（１年）、小田日華（１年）
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ推薦 岡堀 碧・小田日華 組
1 位通過 大野美恵・千田茉央 組
・団体戦
３－０種市、３－０久慈東、
３－０合同（久慈＋久慈工） １位
※県大会
11 月 4 日(金)～6 日(日) 一関市総合体育館

