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いよいよ、これまでの練習の成果を出す時が来ます。楽し

かったことや悔しかったことを思い出し、今までしてきたことに

自信を持って全力で頑張りましょう。また、応援してくれてい

る家族や地域の方々に感謝の気持ちを込めて、精一杯のプレ

ーで今までの恩返しが伝わるように頑張っていきましょう！ 

飛翔 2022  

★部活動紹介「はじける青春で、地域に夢と希望を届けます！！」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野高校通信 

バスケットボール部（１年７名、２年３名、３年５名） 

私たちバスケットボール部は、
県大会ベスト 8 を目標に練習し
てきました。新人戦の時に悔しい
思いをし、練習への取り組み方を
改善してチームの団結力を高め
ることを意識してきました。コロ
ナ禍などで練習試合が行えない
中で指導してくださった先生方
や応援してくださる保護者の方、
大会関係者の方々に感謝し、悔
いのないプレーをしてきます。 

○高総体県大会 
 １回戦 ５／２５ 対盛岡中央 
 ２回戦 ５／２６ 対高田 

バレーボール部（１年３名、２年１名、３年６名） 

○高総体県大会 
 １回戦 ５／２０ 対一戸 

バレーボール部は、選
手 9 名、マネージャー1
名で活動をしています。
高総体では、2 回戦進出
を目標に個人の技術向
上やチームの団結力を
高めながら日々の練習
に取り組んでいます。 

中学生の皆さんも来
月から中総体だと思うの
で共に頑張りましょう。 

卓球部男子（2 年 1 名） 
卓球部は少ない人数です

が、大会で勝つために日々の
練習に目標を持って取り組ん
でいます。また、技術向上の
ために自分の課題を考えてか
ら、メニューを立て練習をして
います。これらの練習を気を
抜かずに続けていき、大会で
結果を残すことができるよう
一日一日を大切にしていきた
いです。 

○高総体地区予選シングルス 
1 回戦 不戦勝 
２回戦 ２－３ 久慈東 
※ 県大会出場ならず 

卓球部女子（2 年 2 名）県高体連強化拠点校指定 

○高総体地区予選 
ダブルス 4 位通過 
シングルス 2 位通過 

○高総体県大会 
 ダブルス 5/19 対盛岡中央 
 シングルス 5/21 対盛岡二 

私たちは少ない人数です
が、周りの方々に協力して
いただき、日々の練習に励
んでいます。県高校総体で
は、ダブルス 2 回戦進出、
シングルス 3 回戦進出を目
指し、毎週の目標を立て、
頑張っていきたいです。応
援してくださっている方々
に感謝しながら、これから
も頑張っていきたいです。 

野球部（1 年 2 名、2 年 3 名、3 年 3 名） 
野球部は 1 年生２人、2 年

生２人、3 年生 3 人、マネー
ジャー１人で活動していま
す。チームの目標は県ベスト
８です。先月行われた春季大
会、昨年の新人戦では、悔し
い思いをしました。その悔し
さをバネにチーム全員で切
磋琢磨して練習しています。
３年生最後の大会で目標を
果たせるよう頑張ります。 

○春季地区予選 
1 回戦 ６－１０ 福岡工 
敗者復活 1 回戦 
 ８－９ 伊保内・軽米連合 
※ 県大会出場ならず 

ソフトテニス部（１年１名、２年５名、３年１名） 

○高総体県大会 
 男子１回戦 ５／２８ 対水沢商 
   ２回戦     対宮古 

ソフトテニス部は１年生１
人、２年生５人、３年生１人で
活動しています。私たちは
少ない人数ながら日々の部
活動や他校との練習試合
等を通じ技術の向上を目指
し、県大会１勝を目標に努力
しています。周りの方々の
サポートに感謝して何事も
最後まであきらめず全力を
尽くして頑張ります。 

吹奏楽部（１年１名、２年３名、３年１名） 
吹奏楽部は現在、１年生１

人、２年生３人、３年生１人の
計５名で活動し、コンクール
やコンサートに向けて日々
練習しています。少人数な
がらも一人ひとりの音が輝
き、明るいサウンドを創り上
げます。皆さんに私たちの
演奏を届けられるように精
一杯頑張りますので、応援
をよろしくお願いします!! 

５／３おおのキャンパス「一人一
芸交流祭２０２２」オープニング
コンサート出演 

総合文化部（１年３名、２年６名） 
私達総合文化部は、男

子１人、女子８人で活動し
ています。私達が作って
い る 作 品 は 、 高 校 文 化
祭、洋野町文化祭、久慈
地区高等学校文化祭に展
示しています。手芸やペ
ーパークラフトなど様々
なことに挑戦しています。
機会がありましたら、ぜひ
足を運んでみてください。 

★生徒会長からの激励の言葉 

高総体壮行式（５／１７） 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 日（水） 衣替え 月例集会 服装点検 学校安全の日 

3 日（金） 県高Ｐ連定期総会 中高連絡協議会 3 年就職講座 

7 日（火） i-check（学校生活質問紙調査） 

１０日（金） 前期中間考査（～14 日） 

１６日（木） 体育祭（17 日） 

１８日（土） ＰＴＡ里山事前整備 

２０日（月） 3 年小論文模試 

21 日（火） 避難訓練① 公務員模試 平常課外開講式 

２２日（水） 定例職員会議 

２４日（金） 3 年進研記述模試 スクールカウンセラー来校日 

25 日（土） ２・3 年進研記述模試 

２８日（火） 里山整備 

29 日（水） 1 日体験入学 

★６月の主な予定 

県高校総体の総合開会式が５月１２日、盛岡市総合アリーナで行われました。新型コロナウイルス感染症や悪天候の影響で取りやめ

が続き、総合開会式の開催は４年ぶりとなりました。今年はコロナ対応で各校２名と人数を絞り、熱中症対策なども踏まえて屋内で実

施されました。本校からは、学校紹介の発表者としてソフトテニス部３年の瀬川友夢（ゆう）君と、旗手としてバスケットボール部３年の

遠藤皓太（こうた）君の両名が、大野高生を代表して参加しました。二人とも堂々として立派な態度でした。 

以下に、学校紹介の原稿及び瀬川君、遠藤君のコメントを掲載します。 

高総体総合開会式が 4 年

ぶりの開催となり多くの人

やテレビなどが来てとても

緊張しましたが、それ以上

にとても楽しく良い思い出

になりました。高総体が出

来るのはいろいろな方々の

力があってこそだと思いま

す。「当たり前」ではなく、

「特別」だということや感謝

をすることを忘れずにベス

トを尽くし頑張りたいと思い

ます。（3 年 遠藤皓太） 

★4 年ぶりの県高総体総合開会式に生徒２名が参加し大野をＰＲ 

私達は 4 年ぶりに開催され

た高総体総合開会式に参加し

てきました。すべてが初めての

ことで緊張しました。さらに会

場の厳格な雰囲気に圧倒され

そうになりました。けれど学校

紹介で述べた「団結して勝利

を目指して頑張る」ことを改め

て決意しました。私には最初で

最後の開会式となりましたが、

とても貴重な体験となりまし

た。ありがとうございました。

（3 年 瀬川友夢） 

 

★学校の様子（５月の校内行事等から） 

 

月例集会（５／２） 
 本校では、５・６・１０月の初日に生徒

会執行部主催で全校朝会を開いていま

す。内容は、執行部が月間目標と具体

的な活動内容を全校生徒に説明する

他、新任の先生等からの講話等、特徴

のあるものとなっており、生徒の自主性

やリーダーシップが育っています。 

 

生徒会・ＰＴＡ合同登校指導（５／１０） 

 

生徒総会（５／１０） 
 生徒会の活動報告・活動方針・予

算等について活発に審議しました。昨

年度より質問の数が増えた印象があ

り、生徒会活動への関心の高さが窺

えました。 

 なお、本校では現在、小規模校の

特長を生かし、体育館でも間隔を十

分に取り、行事を行っています。 

 

 土曜日にもかかわらず、多数の保護

者の皆様のご出席をいただき、ＰＴＡ総

会を開催しました。昨年度の活動と決

算の報告、及び今年度の計画、予算等

について承認されました。昨年度はコ

ロナの影響で行事や大会参加等が少

なく、繰越金が増加したため、今年度

はＰＴＡ会費を減額することとしました。 

ＰＴＡ総会（５／１４） 

生徒会とＰＴＡの両交通安全委員会

が合同で登校指導を実施しました。早

朝より校門前や交通量の多い交差点に

立っていただき、交通事故防止と交通

マナーの徹底を図りました。また、保護

者と生徒が挨拶を交わし、爽やかに 1

日のスタートを切ることが出来ました。 

 

「福祉でまちづくり」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事前ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（5/19） 

 本校が令和２年度から参加してい

る「福祉でまちづくり」プロジェクトの

今年度の活動概要について、岩手県

立大学社会福祉学部宮城好郎教授

と、特別養護老人ホーム久慈平荘野

田大介副施設長から、全校生徒に向

けて説明をいただきました。本事業

は本校地域連携の中核となります。 

第 1 回学校評議員会（5／19） 
 今年度から、岩手県立大学社会福

祉学部宮城好郎教授に加わっていた

だき、学識経験者の視点からご助言

をいただけることとなりました。学校か

らはスクール・ポリシー策定や高校魅

力化コンソーシアム設置に係る進捗

状況等を説明し、評議員の方からご

質問、ご意見をいただきました。 

★「私達は、少ない人数でも協力し合い、団結して勝利を目指し、頑張ります。」（大野高校） 


