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 野球部は、種市高校・紫波総合高校との連合チーム『洋野・紫波連合』として、第１０３回全国高校野球選手権大会岩手県大

会に出場しました。初戦は花泉高校に５対３で快勝しました。続く２回戦では古豪盛岡一高と対戦し、善戦しましたがわずかに

力及ばず、７回コールド１対９と惜しくもベスト１６はなりませんでした。しかし、コロナ禍で合同練習もままならない中、最後まで

諦めない見事な闘いぶりでした。 

 〔１回戦〕 洋野紫波連合（大野・種市・紫波総合） ５ vs ３ 花泉 （７月 1４日 花巻球場） 

 ７月１１日（日）、全日本吹奏楽コンクール岩手県大会の地区予選がありました。今年度の吹奏楽部は部

員９名で臨み、高等学校小編成の部で銅賞を獲得しましたが、残念ながら県大会出場はなりませんでし

た。しかし、コロナ禍の中、大会に出場し、完全燃焼できたことに 3 年生は満足感を得たようです。 

■全日本吹奏楽コンクール岩手県予選  

第 3２回県北地区大会 高等学校小編成の部 銅賞 
■演奏曲目 「春はまほろば」 

 〔２回戦〕 洋野紫波連合（大野・種市・紫波総合） 1 vs ９ 盛岡一 7 回コールド（７月 16 日 森山球場） 

令和３年７月１５日付け 岩手日報 令和３年７月１７日付け 岩手日報 

飛翔 2021  
 

● 野球部  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

● 吹奏楽部  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野高校通信 

コロナに負けず、完全燃焼！！（部活動報告） 

●3 年生の感想 

 ・コロナ禍でしたが最後の大会に部員全員で出場することができて良

かったです。お客さんや保護者の方たちの前で演奏することはできま

せんでしたが、自分たちが楽しんで、練習の成果をステージ上で発揮

できてとても良い経験になりました。大会関係者の方や部活動に関わ

ってくださった方、応援してくださった方、皆さんへの感謝の気持ちで

いっぱいです。 （部長・サキソフォン：３-Ａ 清水 七海） 

  ・今回、銅賞という結果で終わってしまったけれど、自分としては今

まで吹いてきた中で一番ミスが少なく落ち着きながら自信を持って演

奏することができたと思う。そして、指揮の角掛先生からもお褒めの言

葉をいただけたので嬉しかった。最後に顧問、部員合わせて 11 名で活

動できて本当に楽しかった。（ユーフォニアム：３－Ａ 岡本 理菜） 

  ・演奏前は少し緊張したが、演奏中は緊張せずに楽しく演奏すること

ができた。最後の大会で自分たちの演奏をやりきったと思うし、このメン

バーで演奏できて良かった。 （パーカッション：３-Ａ 女子） 

 ・チームとして、連合初の夏 1 勝ができたことはとても嬉しか

った。個人としては、チームに迷惑をかけてしまったり、自分

の力を 100%出せなかったのは悔しかった。（主将・セカンド・

サード：２-Ａ 高際 将大） 

●監督（畠山 拓矢先生）のコメント 

 ・まず目標としていた夏の大会 1 勝を達成できてとても嬉し

い。１人１人の役割をきちんとこなし、必ず勝つという思いが一

丸となったからこそ勝利できたと思う。この大会で１球の重み

を確認できたので、1 プレーに重点を置いてこれからの部活動

に取り組んでいきたい。（部長・センター：2-A 福島 光希） 

 ・自分ではいつもどおりだと思っていましたが、打席に立つ

と雰囲気が違っていて、味方も相手も 3 年生の意地を感じる

ことができた。（副部長・ファースト：２-Ａ 木村 遙斗） 

 ・私は本番で緊張しませんでした。新型コロナウイルスの影響で人前

で演奏することも、ステージに立って演奏することもできませんでし

た。そのため、今回のコンクールでステージに立って演奏することが嬉

しくて、楽しかったです。高校から楽器を始めた私に、一から教えてくだ

さった先生方や仲間に感謝しています。部活で得た経験を日頃の生活

で活かし、受験勉強を頑張りたいです。  

（副部長・アルトサキソフォン：３－Ａ 菖蒲澤 優佳） 

 ・自分のソロで失敗をしてしまってとても悔しかった。でも、自分が苦手

な高音が本番で出たのが嬉しかったし、最後の大会をみんなで楽しむこと

ができたので良かった。 （トランペット：３－Ａ 女子） 

 ・とても素敵な本番の演奏でした。ほどよい緊張感の中に、集中力があ

り、特に３年生においては集大成と言えるものでした。今後は、３年生を中

心につくり上げてきた明るいサウンドを引き継ぎながら、新たなサウンド

を目指し、アンサンブルに取り組んでいきます。応援、お手伝いいただい

た方々、たいへんありがとうございました。（指揮者・顧問：角掛 裕喜） 

・種市、紫波総合、大野の３校で連合を組ませていただき、夏の大会に

出場しました。チームがなかなか一つにならず、秋、春と悔しい負け方を

してきました。その中で、大野高校の選手たちは、主力選手として活躍

するだけでなく、声や笑顔を絶やさず積極的にコミュニケーションをと

り、チームをまとめることに尽力してくれました。そのおかげで、３校の選

手が一つになって夏の大会に臨み、歴史的一勝をあげることができまし

た。この 1 勝で３校が一緒に喜ぶことができるという３倍嬉しい勝利でし

た。たった 1 勝ですが、連合という厳しい環境下で手にした 1 勝は通常

の 3 倍以上の価値のある勝利だと思います。たくさんの方々に応援して

いただき、選手たちの力になりました。本当にありがとうございました。 

 この連合チームは解散し、新しいチームとして秋の大会に臨みます。

今大会で経験したことを活かして、大野の選手たちが活躍してくれると

思いますので、今後とも応援をよろしくお願いします。 



 

 大野高校同窓会総会は、例年おおのキャンパスで懇親会を兼ねて開催しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から、出席者を制限し、かつ総会のみで実施することとしましたので、ご了承をお願いします。 

 なお、総会は令和 3 年 7 月 28 日（水）18:00 より、大野高校会議室で行います。 

 

 

             

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

里山整備事業 （６／29） 

 県による「いわて地域担い手育成支援事

業」の一環として、1 年生が総合的探究の時

間を利用して、昨年度に引き続き、岩泉町

を訪問しました。前半は岩泉乳業と龍泉洞

を見学し、後半は岩泉町政策推進課ふるさ

と振興室の職員の方から地域活性化に関す

る講話をいただきました。生徒が地元を見

直す良い機会になりました。 

中学生一日体験入学（６／３０） 

何事にも一生懸命取り組む大野高生！（近況報告） 

  ６月 29 日(火)、久慈平岳の里山整備を全校生徒で行ってき

ました。きのこマイスターの岩舘さん（盛岡市）のご指導のもと、

生徒達は学年毎に、指定された場所で枯れ枝や枯れ草を取り除

くなどの作業に汗を流しました。まつたけが生育しやすい環境を

整え、風通しの良い明るい森林づくりに繋がるように願っていま

す。（右写真は７／６付けデーリー東北記事切抜き） 

なお今年度の「収穫祭」は、９月２８日(火)を予定しています。 

 管内の中学 3 年生５１名を迎え、学校説明、

授業見学の他、生徒会による高校生活の説

明、部紹介、部活動見学を実施しました。 

生徒会による説明では、高校生活や自分

の取り組んでいること等を紹介し、また、自身

の経験を基に、残された中学校生活で頑張っ

てほしいこと等を伝えました。 

１年生岩泉訪問（７／１） 

 今年度も本校卒業生を招き、「先輩

に学ぶ会」を実施しました。令和元年度

卒業の岩手大学等への進学や、県内外

に就職した先輩ら計７名からパネルディ

スカッション形式で、高校時代の体験や

進路に対するアドバイスをいただきまし

た。生徒は先輩のリアルな話に、メモを

取りながら熱心に聞き入っていました。 

先輩に学ぶ会（７／２） 

『７～８月のおもな予定』     

（参加した中学生の感想） 

●わかりやすい紹介をしてくれたので入りたい！！ 

●行事や文化を大切にしている学校だと思いました。 

●活気があっていいと思いました。みんな仲がいいなと思いました。 

●人の話をしっかり聞いてすぐノートに書いている所がすごかった。 

●授業の雰囲気がとても伝わってきて、良い学校だと思いました。 

●人が少なくても、メリットがたくさんあると思いました。 

●７／2１（水） 終業式 
●７／2２（木）～３１（土）２学年インターンシップ 
●７／２６（月）～２８（水）１学年夏季課外 
●７／２６（月）～３０（金）３学年就職課外 
●７／２４（土）～８／１２（木）３学年夏季課外 
●８／６（金）～７（土）３学年進学講座 
 

●８／10（火）～１１（水）３学年全統マーク模試 
●８／13（金）～１６（月）学校閉庁日 
●８／18（水） ナニャドヤラ大会（中止）※生徒は休業日 
●８／2３（月） 始業式 休み明けテスト 
●８／2５（水） ２学年英検ＩＢＡ 
●８／３１（火） 生徒総会② 

同窓会総会について（おしらせ） 

 コロナ禍の中、病院での一日看護体験に

替えて、校内で看護出前業を実施しました。

対象は 1 年生から 3 年生の内、看護の仕事

に関心のある生徒 12 名、講師は県立軽米

病院の看護師さんと、県看護協会ナースセ

ンター事業部看護職就業専門支援員の方が

務め、たいへん充実した時間となりました。 

看護出前授業（７／５） 

新規高卒求人説明会が久慈市と八戸市

でそれぞれ行われ、久慈には 10 名、八戸に

は 6 名の 3 年生がそれぞれ参加しました。 

 今年の 3 年生 27 名中、現時点で４８％に

当たる 13 名が就職希望で、内訳は公務員

希望が 3 名、管内民間希望が 2 名、県内民

間希望が 4 名、県外民間希望が 4 名です。 

求人説明会（7／６：久慈 ７／１２八戸） 

一日体験入学の運営をもって、旧生徒

会役員は勇退し、13 名の新生徒会役員が

右記のとおり信任投票で選出されました。 

新生徒会長には福島光希君が選出さ

れ、「大野高校を盛り上げていきたい。」

「一人一人が輝ける学校を目指していきた

い。」と会長としての抱負を語りました。 

生徒会役員選挙（７／１３） 
【令和３年度大野高等学校生徒会役員】 

会  長：福島 光希（ふくしま みつき） 

副 会 長：上小路 莉音（かみこうじ りのん） 

副 会 長：池田 紫月（いけだ しづき） 

執行委員：向明戸 快（むかいあけど こころ） 

執行委員：三本木 琉葵（さんぼんぎ るき） 

執行委員：須田 麗（すだ うらら） 

会    計：中村 功大（なかむら こうだい） 

会    計：竹井 瑚華（たけい こはる） 

会計監査委員：奥寺 星華（おくでら せいか） 

会計監査委員：附柳 裕太（つけやなぎ ゆうた） 

応 援 団 長：木村 遙斗（きむら はると） 

応援団副団長：山野下 駿輔（やまのした しゅんすけ） 

応援団副団長：馬場 けんじ（ばば けんじ） 


