
い申し上げます。

入学式当日は未明までの雨も

あがり、春の心地よい陽射し

差す中での挙行となりました。

雫石町長代理 米澤 稔彦 様

ＰＴＡ会長 長澤 由子 様

同窓会長 佐藤 広志 様

雫石町議会 加藤 眞純 様

はじめ、多くのご来賓の皆様

のご臨席を賜りました。感謝

申し上げます。今後とも本校

生徒、教職員、努力を重ねて

長である石田 渉さんは､3年生らしく堂々とした態度で歓迎の言葉
を述べました。中学校生活にはなかった義務やマナーなどの自覚

［見本版］

まいりますので、変わらぬご

指導、ご鞭撻をよろしくお願

の大切さにも触れながら､様々な活動や行事の中で､人を支え､支え
られることの大切さを理解できる人として､ともに成長していきま
しょうと語りかけてくれました。

　新入学生は､緊張の面持ちながらも､義務教育を終えての新しい
世界､そして､｢令和｣と名付けられた新しい時代に思いを馳せなが
ら､一歩一歩､この式典の場での歩みを進めていました。

あり､今後は､自己責任の自覚をより強く持ち､自己の目標に向かっ
て前進する覚悟です｣､｢これまで支えてくださった方々への感謝を
胸に､私たちそれぞれが描く未来のために､精進していくとを誓い
ます｣と､しっかりとした覚悟､決意の込められた素晴らしい誓いの
言葉を発表してくれました。これを受けて在校生を代表し､生徒会

新しい歴史を刻んでいこうという､新たな決意を述べられました。

　｢宣誓｣は､新入学生を代表し､高橋藍梨さんが行いました。高橋
さんは､入学への喜びと､新しい生活への不安でいっぱいです､と述
べながら､｢雫石高等学校は､私たちにとって自分で選択した進路で

ついて語られました。そして､入学生と保護者の皆様に｢本校は､皆
さんが五感を研ぎ澄まして学び､みずみずしい感性を更に豊かに育
んでゆく､ふさわしい環境が整えられています｣と､歓迎と激励の意
のこもる言葉とともに､本校が､生徒､教職員､保護者､地域一体とな
り｢自らの手で､ふるさとの学校を創る｣という情熱と献身によって

｢令和｣の幕開けを告げる新入生 ～ 平成31年度 入学式

　4月6日(土)､創立71年目に歴史を刻み込む30名の新入学生を迎え
入学式を挙行しました。小原由紀校長は､式辞の中で校歌の歌詞を
辿りながら､｢理性よりも､感性､美しいものへの感受性｣の大切さを
説かれ､賢治や啄木が今もなお賞賛される｢日本をこえた世界性｣に

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

ようこそ あこがれの丘 雫石高校へ

せ　　ん　　せ　　き

穿石
平成３１年４月号 町民版

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。
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かすみたつ山脈の裾　 自由と創造あふれる学舎　 雫石高校

(盛岡工業高校)

猪股　　晃 教諭／英語 (花北青雲高校)

平野　由紀 非常勤支援員 (新任)

主査 (紫波総合高校)
佐々木さおり

　　雫石高校は、一人ひとりの進路希望を達成するために、

　きめ細かい指導を行い、生徒の夢を叶えます！

［進学］学校名

1 盛岡大学／文学部／社会文化学科

非常勤事務職員

たこと､東京で開催されたホストタウンサミットの
様子､ドイツに赴き雫石町と交流のある学校や市に
ポスターを届けてきたことなどが報告されました｡
また､ドイツの｢男性のネクタイを切る文化｣につい
て､実演を交えて説明がありました。最後に、震災

｢雫石町復興ありがとうホストタウン｣

参加報告会(3月18日)を行いました
 ◇新任職員紹介◇　　(　)内は前任校

千葉　靖久 副校長／数学

小田島　綾 教諭／国語 (花巻南高校)

佐々木実奈 講師／家庭 (新任)

H31.4

雫石町のドイツ訪問団! ネクタイを･･切る!

久多良知花 養護教諭 (前沢高校)

菊池　人嗣 教諭／音楽 (沼宮内高校･兼務)

飛田　千暁 講師／美術 (沼宮内高校･兼務)

(新任)

鈴木　久子

久多良知花
平成30年度 卒業生の進路状況 進学･就職100％達成

千葉副校長 猪股 晃 小田島 綾 佐々木実奈
についてあらためて考える機会となったことや､関
係者の方々への感謝､そして１年間の貴重な経験を
今後の学校生活に活かすこと､学びを通じ感じた事
を周りに発信すること､などの決意の報告がありま
した。関係の皆様、ありがとうございました。

鈴木 久子 佐々木さおり

この１年間､町復興ありがとうホストタウン事業に
取り組んできた３名による報告会を開催しました｡
３名からは､ポスター制作やインタビューで苦労し

6 盛岡医療福祉専門学校／鍼灸学科

7 盛岡医療福祉専門学校／柔道整復学科

2 富士大学／経済学部／経営法学科

3 岩手県立産業技術短期大学校／産業デザイン科

4 岩手県立農業大学校／野菜経営科

［就職］企業名

1 新岩手農業協同組合

2 のざわ歯科医院

11 盛岡情報ビジネス専門学校／会計ビジネス科

12 仙台ECO動物海洋専門学校／動物園･動物飼育専攻

3

6

9

12

15

18

8 盛岡公務員法律専門学校／公務員ビジネス科

9 盛岡カレッジオブビジネス／総合ビジネス科

10 盛岡情報ビジネス専門学校／情報ビジネス科

5 いわて公務員･ビジネス専門学校／総合学科･医療ビジ

篠村建設 株式会社

7 盛岡セイコー工業 株式会社

8 岩手農協チキンフーズ株式会社 八幡平工場

株式会社 大観

4 東杜産業 株式会社

5 有限会社 山留

株式会社 ベアレン醸造所

13 岩手缶詰 株式会社

14 東芝メモリ岩手 株式会社

小岩井農牧株式会社 小岩井農場

10 株式会社 いんべクリーニング

11 桜千 株式会社

株式会社 ヰセキ東北

19 太子食品工業株式会社

20 日本郵便株式会社 東北支社

株式会社 東洋ビルサービス

16 一般財団法人 航空保安事業センター

17 株式会社 成立 田沢湖工場

4/15 (月)
4/16 (火) 部活動集会

今後の予定
21 自衛隊（航空）

22 自衛隊（海上）
基礎力確認調査･心の健康づくり講演会

4/17 (水) 応援練習(～19(金))
4/23 (火) 情報モラル講習会

4/24 (水) 貧血検査
4/26 (金) 尿検査(２回目)
4/27 (土) ゴールデンウィーク(～5/6(月))



　対面式の後は､生徒会主催のオリエンテーションが開催され、
生徒会組織について､そして､部活動の紹介が行われました。

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年５月号 町民版(班回覧)

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

新年度スタートです!新時代の第一歩を踏み出す喜び!
　30名の新しい友を迎えた私たち雫石高校は､激動の平成時代に
別れを告げ、総勢85名のエネルギーの塊となり､令和新時代へと
船出をしました。4月9日に行われたのは『対面式』。1年生一人

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

ひとりが壇上に立ち､2･3年生の注目の中､自己紹介をしました。
出身中学校､名前､入部希望､そして高校生活の抱負。緊張の中、
思いを言葉にして発した瞬間は､確実に人としての成長の一段階
だったと思います。2･3年生も温かい拍手で迎え入れてくれまし
た。応援委員長福田温士さん(3年)の堂々とした音頭による校歌
とエールが響き､1年生への歓迎と激励の気持ちに包まれました｡
　1年生の代表は沼崎柊さんでした。先輩を見習い､勉強を頑張
り､部活動でもベストを尽くし､高等学校で多くのことを学び、
身につけたいと､立派なあいさつをしてくれました。
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虹映えて  ほとばしる渓  たゆみなく業に励む  雫石高校

心の健康づくり講演会

ドイツ訪問団(4/22)･･漢字に興味津々(^^)

ｸﾘｰﾝｱｸｼｮﾝ(1年)･校内一斉清掃(2･3年)

応援練習でまさか(?)の拍手(^^)
　新年度恒例の応援練習が行われました。ここで
ベテランの先生方も｢こんなことある？｣と思わず
顔を合わせてしまいました･･･1年生だけで歌わさ
れた場面､結構いい声量ではありましたが、2･3年
生から温かくも微笑ましい｢なかなかやるな･･｣的
な拍手が湧いたのです｡懐深い､いい先輩たちです｡

　入学式に先立ち4月5日､2･3年生と全職員が

R1.5

　4月15日､1年生を対象とした｢心の健康づくり講演
会｣を行いました。講師は未来の風せいわ病院の智田
先生､ということで興味津々だったと思いますが、始
まってみれば､楽しく温かい交流ゲームなどが盛り込
まれました。先生は､ゲームを通じて ｢相手の心を知
るのは難しい｣でも互いに｢相手に心を傾ける｣存在に
なろう､人は苦しみの中で成長する､と話されました。
　私は｢こころ｣を扱うお医者さんです｡ドキドキしち
ゃう､落ち込んじゃう､眠れないよ･･･とにかく何かつ
らくて困ってる人が私の患者さんですと話しました｡

仲間意識や信頼をつくり出していけるような
そのような素敵な高校に生徒と職員こころを
ひとつにして努めていきたいものです。

◇新任職員紹介◇
　菊池　人嗣　　教諭／音楽　　(沼宮内高校･兼務)

　飛田　千暁　　教諭／美術　　(沼宮内高校･兼務)

　平野　由紀　　非常勤支援員　(新任)

　ｼﾞｪｼｶ ﾈﾎﾞﾙｽｷ　非常勤ＮＳ　　(新任)

新年度の出発式ともいえる始業式を行いまし
た｡小原由紀校長は､講話の中で｢令和｣ならぬ
｢対話｣を掲げ「今年大切にしていきたいこと､
それは『対話』です｣と私たちに呼びかけまし
た｡思いをことばにして､ことばの交わりから

始業式での１コマ ： 今年は｢対話｣

今年は･･対話です！

菊池 人嗣 飛田 千暁 平野 由紀 ｼﾞｪｼｶ ﾈﾎﾞﾙｽｷ 

5/13 (月) 進路希望調査①(2･3年生)

5/14 (火) 前期生徒総会

今後の予定

5/11 (土) ＰＴＡ総会・３学年ＰＴＡ

5/12 (日) 岩手山ろくファミリーマラソン

5/21 (火) 高総体総合開会式(盛岡)

5/15 (水) 歯科検診(2･3年)

5/16 (木) 応援練習(1･2年)～5/20

5/20 (月) 眼科検診

5/24 (金) 高総体(バレーボール)～5/26

5/27 (月) 避難訓練

5/29 (水) 耳鼻科検診

5/30 (木) 高総体(ボート)～6/1

5/31 (金) 代休日(5/11)

6/ 3 (月) 衣替え･あいさつ運動

6/ 4 (火)

6/13 (木) 芸術鑑賞会



彼らは自ら､大会成功のためにと名乗り出たボランティア 元気に明るく働いていました｡主催者の皆さんからも感謝

です｡出場選手の受付､開閉会式の準備や実施補助､コース のお言葉をいただきました｡とても良い経験になりました｡

えるスタッフの中に16名の雫石高校生の姿がありました｡ もてなす｢名物かしわ汁｣の配食といった役割を与えられ、

雫石高等学校同窓会総会
令和元年7月12日(金) 午後六時 青湖苑

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校

　トラック中央で華やかなさんさの舞う一方で､大会を支

岩手山ろくファミリーマラソン大会　  躍動!雫高生

立つことができました。郷土芸能委員会は､開会式前や多

くの選手が競技場に戻ってくる場面で､選手の皆さんを勇

気づける華やかで躍動的なさんさ踊りを披露｡その演舞を

写真や動画に残そうと､スマホを向ける選手の皆さんもた

くさんいました。中には､踊り終えた生徒との記念写真を

お願いしてくる方もいました。郷土芸能委員会は､経験豊

　県内外の多くのランニング愛好者に親しまれ､1200名を

超えるランナーが出場したこの大会に､私たち雫高生も役

富な3年生が8人卒業し､この春に入部した1年生7人にとっ

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年６月号  町民版

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

て初の大舞台でした。快晴の強い日差しの中､何度も披露

した演舞｡ヘトヘトになったこのデビュー戦をこれからの

活動の自信に換えて､更なる高みを目指していきます。

に分散しての給水係、そして､走り終えた選手を胃袋から



7/ 8

6/27

6/14

6/20

6/24

6/25

きたようです。いつまでも忘れないでいたいものです。

に設置されたシートベルトコンベンサー(衝突体験機！)で

これも全生徒が衝突の擬似体験。速度はわずか｢５km/h｣に

も関わらずの衝撃であり、これが50km/h、60km/hだったら

と思うと交通事故の恐ろしさを身をもって知ることができ

ました｡｢死角部分を考えないと事故が起きてしまう｣｢盛岡

連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

雄々しかり 岩手嶺高く ひとすじに 真理極めん 雫石高校

前期生徒総会(5/14) 時には先生が答弁する場面も！

進路講演会 (5/11)講師の方も雫石っ子!

(金)

(木) 内科検診

キャリアアップ体験(2学年)

雫石高校教育振興協議会総会

町内事業所見学会①

　JAF(日本自動車連盟)より青木順哉氏を招き､全生徒参加

による交通安全講話が行われました。3つのテーマ｢交通事

故発生状況｣｢ながらスマホの危険性｣｢危険予知の重要性｣

について丁寧に説明をいただきました。さらに後半は屋外

    高総体壮行式(5/20)

R1.6
交通安全講話 (5/7)たった5km/hで?!

は歩きスマホの人が目立って危ないと感じる｣ ｢時速5キロ

の衝突でも本当に強く当たった｣ など生徒の感想からも頭

と体の両方で安全運転、安全歩行の大切さを知ることがで

とばで埋めながらわかりやすく話してくださいました。最

後に生徒代表の杉澤優名さん(3年)は  ｢社会に出るために

必要なことはすべて学校で身に付けることができることを

学びました｡｣ と感謝のことばを述べました。

　PTA総会に先立って開催された進路講演会は､全校生徒と

保護者の方々が参加しての有意義なものでした。小原校長

は｢全生徒､教師そして保護者が一堂に会し共通理解を持つ

ことには大変大きな意味があります｣ と挨拶。講師の岩持

友也先生は生まれ育ちが雫石。社会で必要な二つの柱とし

て｢主体性｣｢ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力｣ であることを空欄を数値やこ

避難訓練(5/27)降下訓練！

6/13 (木) 芸術鑑賞会(和太鼓ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･野菊ﾎｰﾙ)

6/14

(火)

〃

(月) 大学･企業見学(1学年)

〃

6/19 (水)

(金)～19(水) 前期中間考査

保健講話①(3学年)

学校評議員会①

(木)～28(金) 学年マッチ

(月)～10(水) 三者面談

雫石高等学校

同窓会総会
7/12(金)青湖苑18時

今後の予定

議長を務める高橋杏美さん

6/ 6 (木) 中高授業研究会①

6/ 7 (金) 雫高同窓会監事会



　
　

雫石町観光商工課 安本衣織先輩語る 消防署の方から｢気持ちを入れて取り組んでいました｣とお褒めの言葉が

　6月13日は雫石中学校の皆さんとともに芸術鑑賞会が行われました。 ｢和太鼓グループ 彩-sai-｣による
迫力の演奏やメンバーの快活なパフォーマンスに時を忘れて楽しむことができました。鑑賞会終了後には
郷土芸能委員会が、7月末の全国高総文祭演舞を控えてのタイムリーな演技指導をいただきました｡この貴
重な経験を生かし｢さが総文｣では渾身の演舞が披露されることを期待します｡応援よろしくお願いします。

6/19 進学講話(2年1組) 6/21 救急救命講習(1年) 心臓マッサージやＡＥＤ操作の練習

　6/3 衣替え あいさつ運動 自転車点検
大勢のＰＴＡの皆さんの協力をいただきました

6/4 クリーンアクション(1年)
プランターづくりと花壇への植栽をしました

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年７月号  町民版

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

プロから学んだバチさばき! 全国演舞控える郷土芸能委員会



地域伝統学習(2年･盛岡手づくり村)

(土) 野球応援(森山球場14:00雫石水農北翔vs一関二)

7/16 (火) 小論文テスト(2年)

雫石高校同窓会総会

7/13

7/ 8

　　　　　　〔 雫石高校 演舞：7/31(水) 〕

(水) 終業式

7/25

7/25

7/27 (土) 中学生一日体験入学

(日)～8/2(金) 全国高総文祭佐賀大会(郷土芸能)

(木) 郷土芸能委員会出張演舞(雫石中)

7/22 (月)

7/18

7/24

7/28

(月)～10(水) 三者面談

〃

(木)～31(水) 進学課外授業

(木)～8/9(金) 就職対策講座(3年)

7/ 9 (火) 生徒会役員選挙

7/11 (木) ベネッセ分析報告会

7/12 (金) 漢字能力検定(3年)
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連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

若草は 香に萌え出でぬ ひたすらに 精神(こころ)磨かん 雫石高校

6/6 中高授業研究会(英･数)　アクティブな授業風景 6/11 町役場･議会見学
中学校の先生方からは｢生徒の皆さんが生き生きしていた｣とお話をいただきました 社会人予備軍は真剣です

　6/19町内事業所見学 東北紙器 6/24 大学企業見学(1年) 盛岡グランドホテル 岩手県立大学

6/27～28 学年マッチ！令和初の栄冠を手にするチームは!? 　3年生による選手宣誓

2019岩手県高校総合体育大会奮闘雫石高校！

　◆バスケットボール部　雫石 29 - 140 大船渡東

　◆ソフトテニス部　　　雫石 １ - ２ 釜石

　◆ボート部　男子シングルスカル　予選敗退

　◆バレーボール部　　　雫石 （棄権） 専大北上

　　　　　　　男子舵手付クォドルプルＢ　第２位

今後の予定



せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年８月号   班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

上
西
根
公
民
館
前
に
て

町
長
へ
出
発
の
挨
拶

全
国
大
会
の
舞
台

郷土芸能委員会 全国高総文祭で堂々の演舞

さい｣と、優しくも熱い激励をいただきました。その後、町のバスで全国大会出場時恒例の雫石神社への参
拝、そして、上西根公民館前で多くの地域の皆さまの見守る中､演舞を奉納しました。多くの方々の支えと
応援があってこその全国大会であるとあらためて自覚することができました。
　7月27日にはＩＢＣ｢じゃじゃじゃＴＶ｣の『学園天国ＨＥＹ!』で､厳しい練習の一端がユーモアたっぷり
に紹介されました。笑顔を絶やさぬ委員たちのひたむきさがよく伝わる番組でした。

　7月31日､16時22分､佐賀県武雄市文化会館。本校郷土芸能委員会｢上駒木野さんさ｣の囃子が鳴り､六年越し
の夢の舞台が動き出しました。全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門での堂々の演舞を繰り広げました。

･････････････････････････････････････････････････････････････
　7月18日には雫石中学校を訪問。全校の皆さんの前で演舞し、生徒会長さんからの激励の言葉と全校生徒
のエールを受けました。7月23日には雫石町長を表敬訪問し､猿子町長より｢誇りを持って演舞してきてくだ
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 生徒会役員選挙 7/9
雫石町の本物の投票箱

で新リーダーを選出。

夏の野球応援 7/14
 金ケ崎町森山球場にて

8/26(月)
8/27(火)
8/30(金)
8/29(木)

 雫石･水農･翔南連合vs

 一関二。結果は 0-19

 でしたが、選手も応援

 も全力の2時間でした!

地
域
伝
統
学
習

仙
北
市
事
業
所
見
学

7/27は一日体験入学が行われ､32名の中
学生の皆さんが参加。数学､理科､英語､
社会の体験授業と､生徒会による部活動
の発表や紹介の見学。アンケートでは
多くの参加者の皆さんが､授業が楽しか
った、入学したい気持ちが高まったと
回答しました。

生
徒
会
役
員
認
証
式

9/5(木) ～10(火) 前期末考査(勉強は先手必勝!)

小雫の　 巌うがつ如　 たくましき　 力鍛えん　 雫石高校
連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

〔今後の予定〕

8/21(水) 始業式 夏休み明けテスト
～27(火) 山田高校海の運動会参加(1年)
～28(水) 就業体験(ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ/2年)

8/11(日) 雫石よしゃれ祭り参加(郷芸+有志)

～9/1(日) 新人戦(ﾎﾞｰﾄ部)
～28(水) 新人戦(ｿﾌﾄﾃﾆｽ部)

ＰＴＡ中間監査 　9/3(火) ＰＴＡ理事会

8/26(月)

タブレットＰＣを活用した体験授業



１学年は入学後初めてとなる宿泊を伴う体験学習を行いました。8/26(月)は山田町｢鯨と海の科学館｣を訪問
し復興学習。｢陸中海岸青少年の家｣を宿舎とし翌8/27(火)は山田高校の｢海の運動会｣に参加しました。昨年
に続く交流に両校生徒の笑顔がはじけました。１月には山田高校生徒を｢雪上運動会｣に招待する予定です。

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年９月号   班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

山田高校/海の運動会 & 復興学習へ 1学年総合探究



始
業
式

校
長
講
話

学の道　よし厳しくも　ひとすじに　真理極めん　雫石高校
連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　
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盛岡セイコー工業 雫石町学校用務員

２学年インターンシップ(8/27～29)　 ｢仕事｣｢働く｣を知る貴重な体験

日赤鶯鳴荘 猫カフェもりねこ

岩井建設 雫石町社会福祉協議会 しずくいし観光協会 ビッグハウス雫石店

2020ホストタウンショールーム(8/27) 東京港区｢八芳園｣にて取組を発表

昨年もホストタウンポスター製作等に携わった髙橋ノエルさん(2年)が､その取り組みについて説明しました。

9/17(火)

9/19(木)

高校生就職統一選考開始日

保健講話② 映画｢ケアニン｣上映

スクールカウンセラー来校日

学
校
薬
剤
師
照
度
測
定

9/25(水)

9/25(水)

9/27(金)

～9/27(金) 新人戦(バスケット)

～9/30(月) 面談週間②

進学結団式(3年)

9/20(金)

9/24(火)

9/25(水)

職員福利厚生事業(生徒休業日)

後期生徒総会

26(木)雫石町ブランドロゴワークショップ①

就職結団式(3年)

10/1(火) 学校へ行こう週間　衣替え　あいさつ運動

 〔今後の予定〕

9/5(木)

9/6(金)

9/10(火)

9/11(水)

～9/10(火) 前期末考査

～9/ 8(日) 新人戦(陸上競技)

町内事業所見学②(雫石プリンスホテル)

1学年ＰＴＡ

9/13(金)

9/16(月)

9/28(金) 医療系模試(2年)



でのアトラクション演舞。称賛や感動の拍手をいただきました。

9月7日､岩手県高校陸上新人戦で､陸上競技部

長坂桜花さん(2年)が3000ｍ第2位の成績！

10月1日､俳優の内谷正文さんによる薬物乱用防止講座を開催しました。説得力あふれる講演でした。
内谷さんは｢恥をかく｣｢逃げる｣｢夢をもつ｣３つの勇気について､実体験を踏まえて私たちに訴えました。

9月12日､雫石町野菊ホールで開催された岩手県退職校長会研修親睦会

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年１０月号  班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

第3回保健講話 内谷さん迫真の一人芝居から薬物依存の恐怖を学ぶ



11/26(火) ～29(金) 修学旅行(2年/関西方面)

10/30(水) 雫石町ブランドロゴ･ワークショップ(1年)

11/ 1(金) 修学旅行前健康診断(2年)

11/ 7(木) ～12(火) 後期中間考査

10/24(木) 第1回自動車学校通学許可

10/25(金) テクノメッセ企業見学会(2年)

10/28(月) 第2回中高授業見学会(雫石中学校)

10/12(土) 岩手県高総文祭郷土芸能発表会(北上さくらホール)

10/17(木) 岩手県高校女子駅伝大会(花巻)

10/19(土) 思郷祭(一般公開)

9月24日､後期生徒総会。議長の長坂さん(2年)と下田君(1年)   教育弘済会より郷土芸能委員会への大会助成金贈呈式

9月27日､高校陸上新人戦東北大会(青森市)に出場を果たした陸上競技部2年長坂桜花さん(5位につける長坂さん)

就職結団式で代表挨拶する浅利紬さん 進学結団式での校長講話 歯科保健指導(2年)

藤村敏男様よりテレビ寄贈 県教委訪問による研究授業(2年数学) 保健講話～映画｢ケアニン｣上映会

 雫石町ブランドロゴ作成に向けてのワーク

 ショップに参加する生徒会執行部
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連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

かすみたつ　山脈の裾　若草は　香に萌え出でぬ　雫石高校



せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年１１月号  班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

茶華道部のお茶会 軽音楽部(＋助っ人)によるバンド演奏 3-2お休み処 美味でした

主役(？)であるメイン看板づくり！ ステージ発表では大勢の方々に拍手をいただきました

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

令和元年度 『 思 郷 祭 』 開催！ 雨の中のご来場に感謝します！

茶華道部による琴の演奏

盛り上がった生徒会企画｢イントロクイズ！｣ 楽器の素晴らしさに｢和｣も｢洋｣もありません

玄関のお出迎え看板 郷土芸能委員会「長者よしゃれ」
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秋田大学､秋田県立大学を訪問し､学生からも大学について貴重なお話を聞きました。(2学年/大学見学)

(株)シモムラ、(有)川井林業雫石工場を見学。(2学年/企業見学)

連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

『 点滴穿石 』 目的を持って　たゆまぬ努力をする　雫石高校

高校女子駅伝(4番手が長坂さん(2年)) 岩手県高総文祭(郷土芸能委員会) テクノメッセ企業見学(2学年)

デザイナー田中淳一氏を迎えての雫石町ブランドロゴ･ワークショップ(1学年) 自動車学校通学説明会

学校へ行こう週間 自動車学校通学許可式

｢英語表現｣の授業でのパンプキン作成！ 全部英語で指示!?

雫石町からの支援を

活用し、これからも

大学訪問や企業見学

体験学習や校外学習

など多くの充実した学

習活動を実施してい

きます。

 11/26(火)  イーハトーブ火山局訪問(1年)

 12/2(月)､5(木) 保育実習(1年/御明神保育所)

 12/18(水)  終業式

 10月28日(月)､｢第2回中高授業研究会｣が開催されまし

 た。今回は雫石中学校を会場とし、初の試みとして高

 校の山本敦子教諭が数学、猪股晃教諭が英語の授業を

 中学校3年生のクラスにて行いました。中学生も集中

 を切らさず、充実した授業研究会となりました。

［今後の予定］

 11/7(木)～12(火) 後期中間考査

 11/8(金)  進路ガイダンス(2年/大学､医療系)

 11/26(火)～29(金) 修学旅行(2年)

※修学旅行期間の雫高ランチはありません(1､3年)



せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和元年12月号  班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

　紅葉見頃の関西地方３泊４日の旅でした。金閣寺､清水寺､嵐山､市内自主研修～薬師寺､奈良公園～
　ユニバーサルスタジオジャパン､海遊館･･･天気にも恵まれ、楽しい思い出ができました。

２学年修学旅行[11/26～29] 京都～奈良～大阪 学＆楽！



 12/18(水)　終業式

 12/20(金)～25(水)　進学･就職対策講座(1､2年)

 12/28(土)～1/5(日)　学校閉庁日

 12/ 9(月)～13(金)　互見授業週間

 12/ 9(月)　２学年進路ガイダンス

 12/10(火)　ＰＴＡ雪上運動会準備会

 12/16(月)　１学年進路ガイダンス

 12/17(火)　自動車学校通学許可式②

第3回町内事業所見学会 鶯宿温泉病院にて医療､看護､介護について研修 笛の講習会(花巻)に参加

修学旅行結団式にて代表挨拶 村田愛華さん 3年生による駐輪場塗装作業 雨の中お疲れ様でした

いわて公務員医療ビジネス専門学校訪問(1年生) 調理師､歯科助手といった職業を体験学習

R1.12

連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

かすみたつ　 山脈の裾　 あこがれの丘　 雫石高校

イーハトーブ火山局(1年生/八幡平市) 岩手県立博物館見学(3年生)古代から始まる郷土の進化を学習

 第5演習室と保健室に
 エアコンが新設されま
 した。夏の課外授業が
 楽しみ!?  1/10(金)　始業式､課題テスト

 12/19(木)～1/9(木)　冬季休業 皆さま よいお年を
県立博物館にて。
太古との接触を通して
現代に生きることへの
感謝を実感。

 [今後の予定]

 12/ 5(木)　裁判所見学･マナー研修(3年)

 　　　　　 保育体験学習(1年1組/御明神保育所)

 12/ 7(土)　民俗芸能まつり(郷土芸能委員会/県民会館)



12月2日､5日､御明神保育所と雫石町の協力をいただき、1年生の保育体験学習(家庭科)を実施しました。

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

郷土芸能委員会 岩手県民俗芸能フェスティバル出演

　12月7日､岩手県民会館大ホールで開催された民俗芸能フェスティバルに､今年度岩手県高総文祭郷土芸能
　部門優秀校として特別出演しました。県内各地域や学校での活躍が認められた８団体が出演しました。

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 年 1 月号  班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。



 1/24(金) 英語検定(一次) 運動会準備

 2/3(月)～7(金) 学年末考査(3年)

 2/7(金)～13(木) 学年末考査(1､2年)

 12月12日の学校保健委員会で、学校歯科医の土樋先生
 より本校の歯科治療率の低さについて指摘がありまし
 た。卒業目前の短期間では治療が終わらないことも多
 く、早期通院開始により社会に出る前に口腔内の健康
 を整えましょう。町内生徒の治療費は全額補助です。

 [今後の予定]

家庭科｢赤ちゃんバッジ｣贈呈 体育科ダンス発表

 1/25(土) 第42回雪上運動会

 1/27(月) 代休日(雪上運動会)

 1/28(火) 推薦入学者選抜 小論文模試(2年)

 1/29(水) 第2回学校評議委員会

 1/31(金) 漢字検定(1､2年)

 1/10(金) 始業式･整容点検･課題テスト

 1/14(火) 第3回校内一斉清掃

 1/19(日) いわて芸術祭in北三陸(郷土芸能委員会)

 1/21(火) 生活習慣病予防講座

連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

われら強く大地を踏みて　ひたすらに精神磨かん　雫石高校

雫石高校 雪上運動会
輝け! ～銀雪の世界にあふれる笑顔～

1月25日(土) 9:00～13:20 雫高グランド
ご来校おまちしております

企業経営者や専門学校教員等､外部講師を多数招き､職業

選択や採用試験等について参加型の講座が開かれました。

各種職業について体験型の学習も行われました。

冬季休業前 賞状伝達式 終業式での校長講話

R2.1

進学･就職対策冬季講習を行いました(1･2学年)
新年明けましておめでとうございます
本年もご指導ご声援よろしくお願いします

[マナー学習/3学年] サンセール盛岡にてテーブルマナー

学習を行いました。社会人を目前に貴重な常識を習得。

[裁判所見学/3学年] 盛岡地方裁判所を訪問し裁判につい

て説明を受け法廷内を見学しました｡午後には実際に裁判

(森林法違反/山林放火)を傍聴し､社会体験を積みました。



の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

1月25日､快晴のベストコンディション。本校グランドで2年ぶりとなる雪上運動会を開催しました。当日は
山田高校生徒会の皆さんも参加。ＰＴＡや職員も奮闘し､最後は熱い!とん汁の食べ放題に大満足でした。

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 年 2 月号  班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

第42回雪上運動会　　青空の下､２年ぶりの開催！



貧血予防食の調理実習が行われました｡食材選びや味付け

の大切さを認識し､今後の生活に役立てていきます。

雪んこ見守り隊 活動中
今冬も雫石町雪んこ見守り隊の活動に参加しています。

本校では33名の登録隊員が毎週土曜日に地域の除雪や

一人暮らし世帯の声かけ活動を展開しています。

ＰＲ｣といった進路実現のためのポイントについて指導を

受けました。生徒一人ひとりが一歩ずつ前進しています。

生活習慣病予防講座
雫石町健康推進課渡辺ひとみ先生と食生活改善推進員6名

の方々のご指導により､生活習慣病予防についての講義と

出場権を獲得しました。新潟県妙高市で開催されます。

1､2年生での国体出場の経験を生かした健闘を祈ります。

１学年進路ガイダンス
(株)さんぽうより土倉伸次先生を招き｢志望理由｣や｢自己

全国高総体(新潟インターハイ)出場!
佐藤大翔君(3年)が県高校スキー大会にてジャイアントス

ラローム2位､スラローム4位の成績。ともにインターハイ

連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

新雪に 輝き誇る 学の道 よし厳しくも 真理極めん 雫石高校

R2.2

突然､職員室が演奏会場に!?
1/31(金)午後､1年生音楽選択の皆さんが職員室へ!? 練習

してきたオカリナで ｢ローズ｣｢もののけ姫｣の発表でした。

令和2年始動! 始業式での校長講話

　山田高校生徒会の皆さん､また会いましょう!
１面で紹介した雪上運動会では山田高校生徒会執行部の

皆さん12名の参加をいただき、雪上での元気な交流が実

現しました。引率の安部先生､佐々木先生､そして宮校長

先生にも来校いただきました。次は８月、山田高校海の

　2/21(金)　３年生登校日

　2/25(火)　進路ガイダンス(2年)

　2/29(土)　卒業式予行・同窓会入会式

　3/ 1(日)　卒業式　　　　　[3/2(月) 代休日]

運動会に私たち雫石高校がお邪魔いたします！

　 [今後の予定]

　2/7(金)～13(木) 学年末考査(1､2年)

　2/14(金)　ＶＲＴ(興味検査)

　2/18(火)　職業適性検査

　2/20(木)　スクールカウンセラー来校日



あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校 ※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

小原由紀 校長 式辞 卒業生代表 石田 渉さん　答辞

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 年 3 月号  班回覧

校訓｢点滴穿石｣:小さな水滴でも長い年月

の間には､硬い石に穴をあけることができ

る。これは､努力の継続が夢や目標の実現

を可能にする教えを示すものです。

三カ年精勤代表 細川華蓮さん 卒業生､保護者､職員による規模縮小の卒業式となりました 担任の先生方

 令和元年度 卒業式 厳粛に挙行
　新型コロナウィルス
　感染拡大防止のため
　規模を縮小して開催

24名の卒業生 一人ひとりに授与された卒業証書 三カ年皆勤代表 伊藤遥希さん

人と接する時は暖かい春の心　仕事をする時は燃える夏の心

 考える時は澄んだ秋の心　自分に向かう時は厳しい冬の心

 広い視野を持ち､自らの中に作った思い込みの殻を

 破り､変化の時代を生きる強い大人の姿を見せたい



　4月 9日(木) 入学式

　4月10日(金) 対面式･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ･身体測定

　趣旨を理解して規則正しい生活と自学自習に努めてく

　ださい｡また自宅待機を原則とし､ご家庭の方とともに

　健康状態のチェック(検温等)を継続するようお願いし

　ます。当面の予定を示しますが今後の状況による変更

　もあり得ますので、学校一斉メールやホームページの

　受信の用意をお願いします。

　3月17日(火) 高校入試合格者発表

　3月23日(月) 終業式･離任式･新年度教科書購入

　4月 8日(水) 新任式･始業式

1､2年生全員参加で行われ興味関心をもつ業種をあらかじ

め希望選択し事前のモチベーションを高めて参加しました

［今後の予定］

　現在､本校は､新型コロナウィルス感染拡大防止のため

　3月5日より臨時休校となっています。生徒の皆さんは

雫石高校発 未来パスポート 開催

今年度も雫石町観光商工課の協力により｢雫石高校発未来

パスポート｣を開催できました｡警察､介護､医療､農業など

各業界より7名の方が来場し､仕事の楽しさ､難しさ､ やり

がいなど､大変参考になる話を聞くことができました。

若い俳優の皆さんによる

進路活動紹介劇の実演が

ありました。ユーモアと

説得力にあふれた面白い

研修会になりました。

連絡先：019-692-3249(TEL)/3264(FAX)　　URL：http://www2.iwate-ed.jp　　

１年間ありがとうございました 来年度もよろしくお願いします

新潟スキーインターハイ､回転､大回転競技に佐藤大翔さん

(３年)が岩手代表として出場しました。

1､2年生が一堂に会して行われた職業適性検査

校舎への感謝を込めてワックス塗布作業

今年度4回目となる町内事業所見学会は､中村建設様､伊藤

建設様のご協力を得て､大変有意義に開催されました。

1学年進路ガイダンスにて

R2.3


