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男子９名、女子９名、計１８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、みんないきいきした表情で入学許可を受けました。
新入生を代表して、林郷善瞳（りんごうよしひと）君が宣誓を行いました。  

新入生の皆さんは地元の宝であり希望です。大野高校のこれからと、地
域の未来を皆さんに託しますので、どうかよろしくお願いします。 

○ 高校生として新しい生活が始まったけど、まだ不安なことが

多いです。だけど大人になった気持ちで頑張りたいと思いま

す。そのためにまずは、基本的なことからしっかりとやりたいで

す。主に毎日起きる時間を同じくらいにしたいです。あとは、夜

ふかしをしすぎないような生活をしたいです。 

○ 私の抱負はマイナスな言葉をプラスに変えられるような自

分になりたいです。これは担任の先生から教わったことで、私

も出来るように頑張ろうと思いました。前の私は自信をなくす

とすぐマイナスな言葉だけで終わらせてしまっていました。な

ので自信をつけるためにも日々の努力を惜しまず頑張ります。 

○ 私は高校生活で勉強を頑張りたいです。中学校では勉強が

好きでなくテストでは赤点を取っていたけど、高校では勉強を

頑張って赤点は取らないようにしたいです。また、自分の将来

も真剣に考えていきたいです。そして早く高校生活に慣れてク

ラスのみんなと楽しい毎日を送りたいです。 

○ 私がこの高校生活３年間の中で頑張りたいことは３つありま

す。①将来に向けしっかり自分自身と向き合い勉強と部活を全

力でやること。②先輩方の良いところを学び、取り入れていく

こと。③地域の良さを知り、積極的に地域活動に参加しもっと

多くの人に大野の良さを発信していくことを頑張りたいです。 

○ 入学してがんばりたいことは勉強と部活を両立させることで

す。勉強では赤点を取らないことと、部活では地区２位以上に

なることです。 

○ 私の高校生活の抱負は２つあります。１つ目は友達を作るこ

とです。理由はとても仲の良かった親友とは高校が別々になっ

てしまったので、友達を作るために少しずつ人に話しかけたい

と思います。2 つ目は勉強に力を入れます。理由は中学ではあ

まり勉強をしてなかったので将来のために頑張りたいと思いま

す。 

○ 高校生活では、勉強や部活、行事を全力で頑張りたいで

す。そして皆ともっと仲良くなって大人になった時に良い思い

出だったと言える楽しい生活を送りたいです。 

○ 私が高校生活でがんばりたいことは、部活と勉強の両立で

す。単位を落とさないように勉強しつつ、部活で精一杯力を込

めてがんばりたいです。地域の皆さん、私はこの地域に早くな

じむようにがんばりたいです。中学生の皆様へ、勉強、がんば

ってください！ 

○ 私は高校生活を過ごしていく中で、特に勉強に力を入れて

いきたいです。中学校の時は正直、勉強に対しての意識が低

く真剣に取り組めていませんでした。なので高校では自分に合

った方法を見つけ将来のために力を入れて頑張りたいです。ま

た人数の少ない学年ですが、一日一日楽しく過ごしたいです。 

○ 高校生活では、最初は不安なこともあるかもしれないけど、なる

べく早く生活に慣れて、クラスの仲間と一緒に楽しんでメリハリの

ある学校生活を送っていこうと思っています。 

○ 高校に入学して、まだ不安なことばかりですが、一つ一つ慣れな

がら、将来につながるように、たくさんのことに挑戦し、経験しなが

ら高校生活を頑張っていきたいです。先輩方の姿勢からいろいろ

なことを学び、高校生活３年間を意味のあるものとし、卒業できた

ら良いなと思います。 

○ 私の高校生活の抱負は、勉強と部活の両立です。進路のことも

考えながら高校生活を過ごしていきたいです。その他にも自分の

好きなことを見つけ、様々なことに挑戦したいと思います。そして

3 年間を有意義に過ごし、充実したものにしたいです。 

○ 高校生活の抱負は、勉強嫌いを克服することと、部活で勝つと

いうことです。苦手な教科を自分から取り組んだり、部活で勝つた

めに体力をつけたいと思います。これからきついことや楽しいこと

がたくさんあると思うので、きつい時は次に楽しいことがあると思

ってがんばりたいと思います。 

○ 私の高校生活においての抱負は、少ない人数でも充実した高校

生活を送れるように皆で協力し絆を深め地域の発展に努めたいこ

とです。先輩が行っている地域の会社との共同開発や福祉貢献な

ど、様々な取り組みにもチャレンジしたいです。私は選択の授業で

初めて工芸を体験するので、大野特有の授業を楽しみたいと思っ

ています。 

○ 高校生活の抱負は、部活と勉強をどちらもがんばり、早く部活

に慣れていきたいです。地域の方々へのメッセージは、たくさんあ

いさつをするので、返してほしいです。中学生へのメッセージは、

たくさん勉強していた方がいいです。数学が特に苦手なのでがん

ばります。 

○ 私は３年間の高校生活の中の部活動や勉強、行事や地域活動を

通して、人として成長できるようにがんばりたいと思っています。そ

して、１８人の 1 年 A 組のみんな、優しい先生、先輩達と過ごす３年

間がとても楽しみです！ 一緒に大野高校を盛り上げていきまし

ょう！ これから３年間よろしくお願いします！ 

○ 僕は、大野高校３年間で自分の夢を見つけたいです。そのため

に頑張ることとして一番に勉強に力を入れたいです。苦手な教科

を克服できるように日々コツコツ勉強に取り組みます。３年後、自

分の夢を見つけ、実現できているように、悔いの残らない３年間に

したいです。高校生活楽しむぞ～。 

【校長から】 入学おめでとう。全員が入学当初から具体的な目標を

持っていて非常に頼もしく思いました。中にはこれまでは勉強に力を

入れてこなかったと述べた人もいますが、自身を客観視できること自

体が成長の証です。今後ますますの飛躍を期待しています。 
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大野高校通信 

★ようこそ「誠意 進取 創造」の学び舎大野高校へ（入学式４／７（木）） 

★令和 4 年度新入生に 140 字以内で自由につぶやいてもらいました。 

「今年度も大野高校をよろしくお願いします!!」 
コロナ禍３年目となる令和４年度がスタートしました。７４年の歴史と伝統を誇り、これまで地域の皆様から愛

され、支えていただいております大野高校が、コロナ禍の中でもさらに大きく飛躍し、新たな歴史を刻んでいけ
るよう、教職員一同、頑張ってまいりますので、今後ともご支援、ご協力をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★新任職員紹介「お世話になります。よろしくお願いします。」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

★学校の様子（４月の校内行事等から） 

佐々木 順一 （盛岡四高から転入）副校長（英語） 

大野の皆様。お久しぶりで
す。そして、いつもお世話にな
っております。再び、郷里にあ
る高校で、働く機会をいただ
いたことに感謝し、うれしく思
っています。生徒の充実した
高校生活と進路希望実現のた
めに、一生懸命支援していく
決意です。今後とも、どうぞ
よろしくお願いいたします。 

大東高校（６年）→ウエールズ
へ派遣（２年）→大野高校（６
年）→福岡高校（８年）→盛岡
第四高校（５年）→大野高校 

 

PTA 入会式（４／７）・PTA 役員会（４／２０） 
入学式終了後、新入生の保護者を対

象に PTA 入会式を開催し、３年間で１回

は役員になることを申し合わせました。 

続く４／２０の PTA 役員会では、今年

度の事業計画、予算案、役員体制につ

いて審議しました。なお、今年度の PTA

総会は５／１４（土）に開催予定です。 

 

対面式 （４／８） 

 

バイク通学許可証交付式 （４／８） 
本校では遠方から通学する生徒に

配慮し、バイク通学を許可していま

す。今年度は３年生３名に対し、保護

者同席の下、許可証を交付しました。 

生徒代表からは、登下校以外の目

的には使用しないこと、速度制限等、

交通法規を守ること、貸借や改造等を

行わないことなどが宣誓されました。 

 

久慈警察署交通課長、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。バイク班、自転車班、徒歩班に分

かれ、徒歩班は校地周辺と町内のゴミ拾

いも行いました。 

交通安全実技講習会 （４／1１） 

２年生（２５名）、３年生（１６名）を前に、

新入生が一人ずつ自己紹介をしました。 

校歌・応援歌紹介と新入生に対するエ

ール、各部の紹介、インタビュー形式に

よる全教員の紹介がありました。在校生

による恒例のパフォーマンスなどもあ

り、終始和やかな雰囲気でした。 

 

情報モラル教室 （４／１２） 
岩手県警察スクールサポー

ターの柏﨑公彦様から、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。生徒はメモをとりな

がら熱心に聴講していました。 

応援歌練習 （４／1２～1５） 
コロナ禍の中でしたが、１年生に校

歌、応援歌を覚えてもらうため実施し

ました。暖かい日は校庭で、肌寒い日

は体育館で行いました。この応援歌練

習を経験することにより、１年生は大

野高校生の自覚と、愛校心が芽生え

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！ 

菊地 良弘 （軽米高校から転入）理科 

福岡工業（５年）→久慈工
業（５年）→盛岡工業（８
年）→一戸高校（７年）→軽
米高校（７年）→大野高校 

軽米高校から転勤してまいり
ました菊地良弘です。学校が始
まり授業や部活動で生徒と接
し、大野高校生は「素直で優しく
芯が強い」と感じています。彼ら
の可能性に気づかせ、それを伸
ばすために全力でサポートして
いきます。また、野球を通じて地
元の皆さんに元気を届け、皆さ
んから応援していただけるチー
ムを選手とともに目指します。 

菅原 秀彦 （中部教育事務所から転入） 
三 十 数年 ぶ りに 洋 野町 、

（当時は種市でしたが・・）での
勤務となります。大野には友
人が住んでいましたのでしょっ
ちゅう遊びに来ていたので、
懐かしく思いながら勤務してい
ます。生徒の皆さんが将来の
希望に向けて進めるよう、事
務職員としてサポートし行きた
いと思います。よろしくお願い
いたします。 

小子内小学校→山形小学校
→久喜小学校→胆沢町立愛
宕小学校→水沢農業→大東
高校→県南教育事務所→水
沢商業→釜石商工→中部教
育事務所→大野高校 

内澤 アビゲール パゲーエト （新規）英語 

フィリピン生まれ。農学士（畜産学専

攻）。大学卒業後、料理の専門学校に

進学。その後、３年間日本で酪農の

研修や、介護の仕事をしながら日本

語を学び、日本語能力試験 N3（日常

会話が理解できるレベル）を取得。 

このような仕事でみなさんとご一緒でき

るのを嬉しく思います。生徒の英語学習をサ

ポートするのも楽しみです。この仕事は初め

てですが、できる限り英語指導を頑張りたい

と思っています。英語に関して何か分からな

いことがあれば、いつでも私のところに来て

ください。一緒に解決しましょう。まだいろい

ろ分からないことがありますので、どうぞよ

ろ し く お 願 い し ま す 。  Let’s study 

English fun and meaningful. 

（英語を楽しく有意義に勉強しましょう。） 

 ２日（月） 月例集会 服装点検 学校安全の日 

10 日（火） 登校指導 生徒総会 

11 日（水） 授業見学週間（～20 日） 

1２日（木） 高総体総合開会式（盛岡市総合アリーナ） 

14 日（土） ＰＴＡ総会 登校日（弁当必要） 

1６日（月） 振替休日 

17 日（火） 高総体壮行式 

1９日（木） 第 1 回学校評議員会 

２０日（金） 春季野球県大会（～2９日 於ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｻﾝ･ｽﾀｼﾞｱﾑ他） 

2０日（金） 県高校総体前期（～22 日。中心会期：２８～30 日） 

21 日（土） 開校記念日 

2５日（水） 同窓会役員会 

★５月の主な予定 


