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★大野高校生、感動をありがとう!!（部活動報告）⚾  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行責任者： 校長  北田 義徳 

大野高校通信 
令和４年度  第 ４ 号 ７月２８日発行 

⚾野球部「かく闘えリ！」⚾全国高校野球選手権岩手大会（紫波総合高校と連合）⚾ 

1 回戦 7/10（日）６回ｺｰﾙﾄﾞ 11 対 1 久慈工業（花巻球場）・2 回戦 7/14（木）5 回ｺｰﾙﾄﾞ 1 対１３盛岡一高（県営球場） 

⚾連合チームだからコミュニケーション
や連係プレーを取ることが困難であった
が、主将を軸に「チームはどうありたいの
か」をＬＩＮＥなどで共有し、最後は一つのチ
ームとしてプレーできた。また最後まで全
力で、笑顔でできたので良かった。野球を
通して学んだことを生かし、これからも人
間的に成長したい。 
（部長・捕手・3 年・福島光希） 

⚾２年連続初戦突破することができて
純粋に嬉しかったです。３年間頑張って
きたことが結果として出た試合だったと
思うし、自分自身、公式戦初のホーム
ランを打つことができて嬉しかったで
す。盛岡一高に昨年のリベンジはでき
なかったですが、小学校からのメンバ
ーと最後まで楽しく野球ができて嬉し
かったです。（三塁手・3 年・木村遙斗） 

⚾私たち野球部は、ベスト８を目標
に頑張ってきました。１回戦は１１対１
の６回コールドで勝利。２回戦は１３
対１で負けてしまい目標を達成する
ことはできませんでした。今大会を
通して感謝の気持ちを持ってプレー
することの大切さを学びました。応
援してくださった皆さん、本当にあり
がとうございました。 
（主将・遊撃手・3 年・高際将大） 

⚾今回、初めて岩手県大会に
参加して、私の目標であった
初戦突破をすることができま
した。小学校、中学校から一
緒にやってきた先輩達と 1 勝
できて良かったし、負けていて
も、最後まで笑顔で野球がで
きてとても楽しかったです。他
のチームより立派に胸を張れ
る連合チームだと思います。
とても尊敬する先輩でした。
（一塁手・1 年・福島功希） 

⚾コロナ禍の中、３年ぶりに行われた
開会式、全校応援、そして大好きな先
輩と県営球場で試合をすることがで
きて、忘れることのない思い出となり
ました。第 1 試合に久慈工業から受け
継いだ千羽鶴と意志、そして大野の
先輩方が成し遂げたかった県ベスト８
という目標を達成するために、これか
らも選手を支えて行きたいと感じまし
た（記録員・2 年・舘又桜） 

私がコンクールで頑張ったことは、
出だしの音を小さめに粒のように出す
ことです。練習の時から成功したことは
ほとんどなく、本番でも失敗するかもし
れないと、とても不安でしたがうまくい
って安心したし、他の所もミスがあまり
なかったので良かったです。これを生か
して次の行事も頑張りたいです。 
（テナーサックス・２年・繋葉月） 

吹奏楽部 7/１０(日)吹奏楽コンクール県北地区大会(二戸) 銅賞入賞 

⚾今回の大会は去年の春からお世
話になってきた先輩の最後の大会
でしたが、チームは緊張しすぎず、
良い状態で試合に臨めました。最後
の試合は悔しい結果となってしまい
ましたが、昨年に続き夏一勝できま
した。この結果をバネにし、来年は
もっと良い成績を残すことで、お世
話になった方や先輩に恩返しをしま
す!!（右翼手・2 年・池田紫月） 

⚾私は悔しさの残る大会でした。小学校か
ら一緒にやってきた３年生とベスト８という
目標を掲げてきて、２回戦で敗退したから
です。しかし、あの緊張感のある試合の中
で先輩と笑顔でプレーできたことはとても
良い経験になりました。いつも自分を支えて
くださった３年生と、応援してくださった方
に感謝しています。次は自分がキャプテン
なので先輩に来年ベスト８という形で恩返
しします。（新主将・投手・２年・細越以真） 

⚾連合チームとして夏 1
勝を経験できたことはす
ごく大きいことだと感じ
た。目標のベスト８を達成
することが出来ず、悔しか
ったが、3 年生の気持ち
も背負って、3 年生から学
んだことを生かしてこれか
らもがんばっていきたいと
思った。新人チームでも
がんばる。２日間暑い中、
最後まで応援ありがとう
ございました。 
（二塁手・1 年・林郷善瞳） 

曲名「3 つの花」  「クインテット（5 人組）」からのコメント  
私が部活人生最後のコンクールに

参加して、想像以上に緊張したというこ
とが印象に残っています。最後というこ
ともあり、より一層気を引き締めて一音
一音無駄にしないように演奏しました。
自分と皆を信じて演奏したので後悔は
ありません。支えてくださった方々に感
謝します。ありがとうございました。（部
長・フルート・３年・太内田亜依） 
 

吹奏楽コンクール県北地区大会に
参加して、私は少し緊張しました。緊張
で少しテンポが速くなってしまったり、
ミスがいつもより増えてしまい悔しかっ
たです。しかし、笑顔で吹いたり、ミスし
たときの切り換えがしっかり出来ていた
ので良かったと思います。来年のコンク
ールではミスを減らしたいと思います。
（副部長・クラリネット・２年・向田苺） 

コンクールでステージに立つ前、私
は少し不安がありました。でも、ステー
ジに立ちライトがついた時すごくワクワ
クしました。吹いている時も、楽しくてい
つもより曲が短く感じました。銅賞を取
ることはできたけれど、私は少し悔しか
ったです。でも、５人で吹くことができ
てとても楽しかったです。 
（バスクラリネット・２年・宇名澤咲幸） 

今回のコンクールは、今までで一番
少ない人数での参加だったし、同級生
がいない中での練習だったので、少し
やりづらいところもあったけど、本番で
は楽しく音楽に乗りながら吹くことがで
きました。しかしミスや反省点も生まれ
てしまったので、それらも踏まえてこれ
からの演奏にも生かしていきたいです。
（クラリネット・1 年・野口瑠々） 



 

 

 

 

大野高ＯＢが大野中を「がい旋」訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（月） 3 年進学課外（～8/10）・3 年就職課外（～8/2） 
2 年インターンシップ（～８／７） 

２日(火) 3 年進路希望調査 

６日（土） 3 年進学講座（～８／７） 
９日（火） 3 年全統マーク模試（～８／１０） 
１２日（金） 学校閉庁日（～８／１６） 
１７日（水） 鳴雷神社例大祭（８／１９）※ボランティア参加 

１８日（木） 北奥羽ナニャドヤラ大会（ボランティア参加）※登校日 
２２日(月) 始業式・学校安全の日・休み明けテスト・服装検査 
２３日(火) 議案書審議・ソフトテニス新人戦地区予選（～８／24） 
２４日（水） 英検 IBA・定例職員会議 
２６日（金） スクール･カウンセラー来校日 
２７日（土） 野球秋季大会地区予選（野田）（～９／６） 
３０日（火） 生徒総会② ICT 支援員学校訪問 

★８月の主な予定 

★学校の様子（６・７月の校内行事等から） 

 

野球部壮行式・応援歌練習②（７／５） 
校長より激励（要旨）  

「最後まで悔いのないプレーを」 

「波を感じる」（ピンチの後にチ

ャンスあり。ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ） 

「勝敗を決めつけない」（学校名

やユニフォームで勝手に判断し

ない。先入観にとらわれない。） 

 

同窓会役員会・総会（７／２１） 

 一日体験入学の運営を最

後に、旧生徒会役員は勇退

し、新たに 13 人の新役員が

信任されました。新生徒会

長には池田紫月君が選出さ

れ、「生徒全員が活躍でき

る学校づくりをしていきた

い。」と抱負を述べました。 

会  計：2-A 武井 瑚華（たけい こはる） 

会  計：1-A 畑  俠羽（はた こうわ） 

会計監査：2-A 附柳 祐太（つけやなぎ ゆうた） 

会計監査：1-A 上野 沙妃（うわの さき） 

応援団長：2-A 馬場 けんじ（ばば けんじ） 

応援団副団長：2-A 柏木 勇人（かしわぎ はやと） 

応援団副団長：1-A 中村 昇太（なかむら しょうた） 

生徒会役員選挙（７／１２）・生徒会新役員認証式（７／２６） 

 コロナ対応のため、役員会と総

会が合同開催になりました。７月

の盛岡支部総会は残念ながら今

年も見送りとなりました。１１月の東

京支部総会は未定です。この日

は恒例の懇親会を自粛し、会議

出席者に弁当が支給されました。 

先月号で、岩手の企業である（株）ヘラルボニーに対し、政府から「日本スタートアップ大賞」特別賞が授与された件を紹介
しましたが、同社副社長で本校 OB の松田文登さんの講演会が、同窓会の主催で 12 月 6 日（火）に開催される運びとなりま
した。松田氏からは「たいへん光栄なこと」とご快諾いただいているところであり、お忙しい中予定を空けていただいたことに 
感謝しつつ、コロナはまだ収束していませんが、この企画が実現することを、同窓生、生徒、職員一同でお祈り申し上げます。 

 

中学生一日体験入学（６／２９）  管内の中学３年生５３名（昨年５１名）を迎

え、学校説明、授業見学の他、生徒会によ

る高校生活の紹介、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、日頃の高校生

活や現在取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。 

先輩に学ぶ会（７／１）  本校を卒業し、学生や社会人として活躍

している６名の同窓生を招き、「先輩に学ぶ

会」を開催しました。進路先の内訳は四年

制大学、短期大学、専門学校、一般企業と

多岐にわたり、それぞれの世界で充実した

暮らしぶりを聞くことができました。また、

新たな企画として、高校での交流の後、大

野中学校を訪問し、大野高校の魅力を発信

していただき、大きな反響がありました。 

 

里山事前整備（６／１８）  
６月１８日（土）に里山事前整備をＰＴ

Ａと岩泉まつたけマイスター岩舘勝男

氏のご協力の下、実施しました。一方、

生徒による整備は当日の６月２８日が悪

天候のため、やむを得ず中止としまし

た。マスコミから取材依頼も来ていた

だけに残念でした。なお収穫祭は昨年

度と同様、９月末に実施の予定です。 

「いわて負けるもんかプロジェクト」に感謝（６／２７） 
同プロジェクトの代表で（株）のび

あ代表取締役社長の高橋真樹様らが

本校を訪れました。同社は復興支援

事業としてこれまで沿岸市町村の学

校等に寄附を続けており、今年度は

久慈地区の学校に寄附を行いたいと

本校に対し５万円を頂戴しました。生

徒会活動費に充てたいと思います。 

★同窓会講演会について（おしらせ） 

【令和 4 年度生徒会役員】 

会 長：２-A 池田 紫月（いけだ しづき） 

副会長：2-A 須田 麗（すだ うらら） 

副会長：1-A 林郷 善瞳（りんごう よしひと） 

執行委員：2-A 宇名澤 咲幸（うなざわ さゆき） 

執行委員：2-A 木村  遼（きむら りょう） 

執行委員：1-A 灰玉平 綾乃 

（はいたまたいら あやの） 

     参加した中学生の感想  
とても明るく居心地がいい学校。部活が楽しそう。 

⚽個性を伸ばすため少人数を上手に使えている。 
✏人数が少ない分質問できて勉強が分かりやすくなる。 

一人一人に教師がしっかり教えることのできるいい学校 
地域のことを考えている。 
学校生活を充実して過ごせそうだった。 

とても仲の良い人たちだと思いました。 

先輩からのメッセージ（抜粋）  
「夢を叶える人は、準備に時間を掛けた人」 

「生きていく中で辛いことも色々あるけれど、楽観

的に考えるようにする。」 

「進路目標が決まってから勉強を始めては遅い。」 

「できないことができるようになって、楽しくやり

がいを感じている。」 

「失敗は必ずする。しかし、その失敗をそのままに

せず、次に活かせ。」 

打者：大野中生ｖｓ投手：大野高生 


