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≪ 校長室より ≫
この度の人事異動により、盛岡第三高校から参りました校長の清川義彦です。
教科は保健体育、ランニングとコーヒーが趣味の 54 歳です。よろしくお願いします。
さて、35 名の新入生を迎え、大野高校の新年度がスタートしました！歴史と伝統があり、
地域の皆様に愛され、支えていただいてきた大野高校が、さらに大きく飛躍し、新たな歴史
を刻んでいけるよう、教職員とともに頑張って参りますので、ご支援ご協力をお願いします。

新任職員紹介

校長とともに、この春からお世話になっている２名の紹介です。

佐々木 赳人 （一関第二から転入）地歴公民・30 歳

紫波総合（１年）→久慈（１年）→
一関第二（３年）→本校

今年度よりお世話になります、佐々木赳人で
す。１学年担任、教科は地歴公民、部活動は卓球
部を担当します。大野の生徒は元気な子が多く、
さっそくにぎやかに過ごさせていただいていま
す。一方で、進学や大会出場など、夢に向かうと
一転して真剣な表情をのぞかせてくれるため、そ
の思いに答えるべく、皆さんと協力させていただ
きながら、大野での教師生活を邁進していきたい
と思います。どうぞよろしく願いいたします。

遠藤

久慈工業（４年）→盛岡市立（11 年）
→葛巻（２年）→国体推進室（２年）→
盛岡三（６年）→県教委スポーツ健康
課（５年）→盛岡三（２年）→本校

雄大 （盛岡商業から転入） 国語・28 歳

盛岡商業（３年）→本校

４月から勤務しております、遠藤雄大です。
盛岡以北での勤務が初めてなので、新天地に
わくわくしつつも、環境の変化にまだまだ適応
できずにばたばたと日々を過ごしております。
授業は国語を、部活動はサッカー部を担当しま
す。まだまだ学ぶことが多く、生徒とともに勉
強の毎日ですが、よりよい学びを与えられるよ
う、精進して参ります。どうぞよろしくお願いし
ます。

今年度は、大野高校創立７０周年です！
1948 年（昭和 23 年）
、県立久慈農業高校大野分校定時制として創立された本校は、今年度 70 周年を迎えます。
創立以来、本校のためにご尽力いただいた地域の皆様、卒業生、関係各位に感謝の意を表すとともに、今後の更なる
発展を期し、記念式典及び講演等を以下の概要で開催します。記念誌【20 年小史（1999～2018 年）
】も発行します。
記念式典

平成 30 年 10 月 27 日（土）

記念講演等

○国内外で活躍するプロバスケットボールパフォーマー 石杜 駿氏による講演会（10/27）

大野高校体育館

○元プロバスケット選手によるクリニック（10/28）
○卓球の実業団選手と本校卒業生による模範試合（期日未定）
※記念講演等はどなたでも見学可能です。詳細が決まり次第、改めてご案内します。

今年度のおもな行事（５月以降）
５月 ９日（水）
５月 10 日（木）
５月 13 日（日）
５月 15 日（火）
５月 17 日（木）
５月 21 日（月）
５月 22 日（火）
５月 25 日（金）
６月 １日（金）
６月 ８日（金）
６月 14 日（木）
７月 ６日（金）
７月 26 日（木）
８月 18 日（土）
８月 21 日（火）
９月 ６日（木）
９月 13 日（木）

授業見学週間（～18 日）
生徒総会
ＰＴＡ総会・進路講演会
教育実習（～6/1）
壮行式・学校評議員会（第１回）
開校記念日
県高校総体総合開会式
県高校総体（前期～27 日）
県高校総体（中心会期～３日）
前期中間考査（～12 日）
体育祭（～15 日）
学校へ行こう週間（～20 日）
県高校野球大会（～19 日）
終業式
ナニャドヤラ
始業式
前期末考査（～11 日）
ＰＴＡ役員会（第２回）

10 月 ５日（金）
10 月 27 日（土）
11 月 ８日（木）
11 月 27 日（火）
12 月 17 日（月）
12 月 21 日（金）
１月 10 日（木）
１月 19 日（土）
１月 25 日（金）
１月 31 日（木）
２月 ２日（土）
２月 14 日（木）
２月 20 日（水）
２月 21 日（木）
３月 １日（金）
３月 ６日（水）
３月 14 日（木）
３月 20 日（水）

文化祭（～６日）
創立 70 周年「記念式典」
「記念事業」
後期中間考査（～13 日）
２年修学旅行（～12 月１日）
三者面談（～19 日）
終業式
始業式
大学入試センター試験（～20 日）
推薦入試
３年後期末考査（～２月５日）
久慈地区高総文祭（～３日）
１･２年後期末考査（～19 日）
学校評議員会（第２回）
ＰＴＡ役員会（第３回）
卒業式
入学学力検査
合格発表
終業式・離任式

学校の様子（４月のおもな行事から）
対面式 （４／10）

入 学 式 （４／７）
男子 19 名、女子 16 名の計 35 名の
新入生を迎えました。高校生になった喜び
と新たな期待を胸に、みんないきいきとした
表情で入学許可を受けました。新入生を
代表して、野田星翔君が宣誓を行いました。

２年生（28 名）、３年生（42 名）を前に、新
入生が一人ずつ自己紹介をしました。
校歌紹介と新入生に対するエール、各部
の紹介、インタビュー形式の全教員の紹介が
ありました。野球部による恒例のパフォーマ
ンスなど、終始和やかな雰囲気でした。

交通安全実技講習会 （４／11）

応援練習 （４／11～17）
１年生にとっては、厳しく長い一週間でし
た。しかし、この応援練習を経験することによ
って、大野高校生として自覚し、愛校心も芽
生えてきます。未来に繋ぐ、大野高校の伝統
の継承者として、頑張れ！１年生！

久慈警察署交通課、大野駐在所、二輪車
安全運転特別指導員、交通安全指導員の皆
様を講師としてお招きし、確かな安全運転技
術を身につけて、事故の未然防止につなげる
ための実技講習会を実施しました。

情報モラル教室 （４／20）
久慈警察署 二子生活安全係長様から、ス
マートフォンの利用やＳＮＳに関連した危険や
トラブルの対処、それらを未然に防ぐための
対処方法などについてご講演をいただきまし
た。また当日は、保護者向けに、本校 内間
教諭を講師に、研修会を開催しました。

きのこプロジェクト （４／21）
久慈地方森林組合の橋上様のご協力をい
ただき、生徒と職員が、シイタケとナメコの
植菌をしました。里山整備事業の一環にも位
置づけられ、森林資源の有効活用にも繋が
るものです。収穫は来年秋の予定です。

各部の活動予定（４月末～５月）
各部とも、それぞれの目標に向かって頑張っています！応援よろしくお願いします！
☆卓球

☆ソフトテニス

（女子）5/18-20

合同合宿（大野体育館）

東日本地区の強豪チームを招聘

（男女）4/27・28 高総体久慈地区予選（野田）
（女子）5/3・4

野田村高校生強化研修会（野田）

☆野球

（男子）5/12

大勝杯

男子団体（軽米）

（種市高と合同チーム）

（女子）5/19

大勝杯

女子団体（軽米）

・春季大会久慈地区予選（野田村ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝｽﾀｼﾞｱﾑ）

（女子）5/20

大勝杯

女子個人（軽米）

4/29

10:00

１回戦

☆吹奏楽

対 久慈

１回戦勝利⇒ 5/3 10:00

第一代表決定戦

〃 敗戦⇒ 5/4 10:00

敗者復活戦

☆サッカー

・一人一芸交流祭 （おおのキャンパス）
5/3 オープニングコンサート（大野中と合同演奏）
演奏曲：シュガーソングとビターステップ
ルパン三世のテーマ 他

・ｉリーグ
4/28 対

久慈（14:30 葛巻町）

5/ 3 対

久慈東（12:15

5/ 5 対

福岡（10:00 軽米ﾊｰﾄﾌﾙｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ）

久慈ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ）

☆バスケット
（男子）4/29

福岡工との練習試合（福岡工体育館）

（女子）4/30

種市との合同練習（大野高体育館）

（男女）5/4

久慈東との練習試合（久慈東体育館）

☆バレー
（女子）4/29

【高校総体 県大会】※サッカー以外の組合せ未定
バスケット

5/24～26（奥州市・北上市）

サッカー

5/26・27

6/2～4（盛岡市他）

※5/26 14:00１回戦

対 釜石商工（富士大）

バレー

5/31～6/3（奥州市・北上市）

卓球

6/1～3（一関市）

ソフトテニス

6/1～3（北上市）

【春季高校野球 県大会】
5/17～21、26～27（一関市・金ケ崎町）

久慈地区強化大会

（久慈市民体育館）

【お知らせ】卓球部（女子）が平成 30 年度岩手県スポーツ特別強化指定校に指定されました。

