
｢雫石高等学校は私たちが選択した進路｡今後も
自己責任の自覚をより強く持ち､自己目標に向か
って前進する覚悟です｡｣と力強く宣誓しました。

  将来、持続可能な社会を作り上げていく探究力を
  養うよう期待しています｡｣小原由紀校長式辞より

   ｢今､人類史上､経験のないグローバル社会を迎え､
  それに起因するコロナウィルス感染という未知の
  問題に直面しています｡ 解決法をさぐり、見究め､

新入学生代表宣誓 小林晶さん

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 　令和初となる雫石高校入学式
 　 規模を縮小して挙行しました

｢社会的距離｣を保ち粛々と行われた入学式 各分掌主任の紹介

　　　正担任 山本敦子 教諭　　　　　　退場する新入生を見守る保護者の皆さん　　　　学年主任 細越哲浩 教諭

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 年 5 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。



 5/25(月)　避難訓練

 6/ 1(月)　衣替え

 6/ 2(火)　あいさつ運動 一斉清掃①､緑化運動

雫石高校御所地区ＰＴＡより､地区会費繰越金としての

予算139,000円をご寄付いただきました。昨年度地区長

石田光代様より小原由紀校長へと手渡されました｡ PTA

入学式後のＰＴＡ入会式 始業式 校長講話

高校生活スタートに向けて 今年は｢未知｣の｢探究｣
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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

令和2年度 新任の先生方を紹介します

山本 夏美 舘田  優 田浦 貴子

沼田 美幸 荒屋敷 富夫

　山本　夏美　国語 非常勤講師
　舘田　　優　美術 沼宮内高校兼務講師

　田浦　貴子　非常勤教育支援員
　沼田　美幸　非常勤業務支援員

積立金会計に繰り入れ有効に活用させていただきます。

大変ありがとうございました。本校ＰＴＡは､生徒数減

少等の理由により今年度から地区制を廃止します。今後

お世話になった先生方

　(左より)　　国　語　科　田浦　　聡 先生

　荒屋敷富夫　郷土芸能委員会部活動指導員

3月17日　合格発表

は全地区一体となり活動していきますので今後ともよろ

しくお願いいたします。

3月24日　入学手続きの様子

　　　　　　　家　庭　科　佐々木実奈 先生

　　　　　　　教育支援員　平野　由紀 先生

　　　　　　　事務支援員　佐々木さおり さん

を会場に実施しました

身体測定の１コマ

今年はコロナ感染対策

として大空間の体育館

 6/ 3(水)　歯科検診(2､3年生)

 5/14(木)　眼科検診　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日

6/9(火)代休日は取消!
普通登校日になります

［今後の予定］

 5/12(火)　前期生徒総会

 5/13(水)　歯科検診(1年生)

 5/21(木)～22(金)　公務員模試②(3年希望者)



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。

総合的な探究の時間 『探究アワード』 始動! 自ら､自分らしく､学ぶ!

　 興味のあること､得意なことに向き合い､そこにある課題や疑問を自ら発見し､解決していく力をつけよう
　今年度､NPO法人いわてNETサポートの菊池広人先生の指導の下、国立岩手山青少年交流の家､雫石町政策推進課､

NPO法人まちサポ雫石の皆さんと連携し課題解決や目標達成能力の育成を目指したプロジェクトが動きだしました。

今後は地域をフィールドに学びを深め､キャリア教育の充実に向けて自分らしく学んでいきます。

中止とさせていただきます。総会にて審議予定であった議案を

学校ホームページに掲載しますので､ご意見等ありましたら、

事務局(692-3254千葉)までお願いします。

会計監査(5/19)

日頃のご支援に感謝申し上げます｡｢令和2年度同窓会総会｣に

つきましては､新型コロナウィルスに伴う諸般の事情を考慮し､

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 年 6 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。

コロナに負けない　手を洗おう
｢密｣を避けよう　マスクを着用しよう

「ドーナツを穴だけ残して食べるには？」

発想を自由に柔軟にすることの大切さを理解

互いに意見交換して｢面白い考え｣を共有しよう

  高橋公雄様

  米澤弥志夫様

  ありがとうござ

  いました。

  晴山晃悦様

椅子を机に！工夫して自分の興味や関心と向き合う 生徒にヒントを与える菊池広人先生

 ★ 同窓会事務局よりお知らせ ★



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
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5月12日に開催された前期生徒総会より　　議長を務める下田健太郎さん(2年)と長坂桜花さん(3年)

生徒会執行部によるあいさつ運動 交通安全委員による自転車点検

雫高歯みがきウィーク(6/1～5) 絶景の山脈(やまなみ)に見守られながら行われた避難訓練

歯科検診と併行して･･･ブラッシング指導 休日返上！大学入学共通テスト模擬試験(5/29～30)

1年生による緑化事業/中庭の花壇整備を行いました

雫高の日常･･･ 国語(3年)､英語(2年)の授業風景

7/2(木)～3(金)に予定されていた探究アワード
宿泊研修(1年生)は延期または中止を検討中です

　［今後の予定］

　6/10(水)～12(金) 前期中間考査

　6/15(月) 探究アワード④

　6/16(火) 志望理由書サポート講座(3年)

　6/18(木) 内科検診

　6/18(木) 公務員模試(3年希望者)

　6/19(金) 漢字検定(希望者)

　6/25(木)～26(金) 学年マッチ

　6/30(火) 第1回学校評議員会

　7/6(月)～8(水) 三者面談(午前授業)

　7/7(火) 生徒会役員選挙



【団結の象徴】クラス旗を制作中 シャトルに集中！

【密を回避】バレーボール､バドミントン等､接触プレーが少ない種目

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 年 7 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。

学年マッチ2020 全員気持ちをひとつに梅雨空をものともせず

【選手宣誓】開会式で各クラス力作のクラス旗に囲まれ、宣誓をする中川龍星さん(3年)

【デッドヒート】2年生と3年生のアンカー対決となった混合リレー 【スパイク】バレーボールの熱戦

【ぐるぐるバット】障害物リレーは見る人は面白い 【バトンタッチ】つなぐ喜び､大切さ､一体感！

【ケガ防止】｢雫高体操｣で準備ＯＫ！

【新種目】雫高キックベースと障害物リレー



8/11(火)～12(水) 全統ﾏｰｸ模試(3年希望者)

8/13(木)～16(日) 学校閉庁日

8/19(水)　始業式･課題テスト

｢新しい生活様式｣ でしっかり感染防止！

7/22(水)　終業式

7/26(日)～31(金) 進学･就職対策講座

7/28(火)～29(水) 探究ｱﾜｰﾄﾞ宿泊研修(1年生)

 雫石町が発信する動画サイトで観ることができます｡

7/30(木)　中学生一日体験入学

 ぜひご覧
 ください!

6月30日､第1回学校評議員会を開催しました

休日を返上し進路達成に向け模試を受験する3年生

盛岡峰南高等支援学校就業実習によるワックス塗布

【ボート部】雄大な岩手山を望む御所湖漕艇場での活動の様子

1年生､国語の授業風景 (広さのある演習室を使用しています)

[今後の予定]

7/ 6(月)～8(水)  三者面談(午前授業)

7/ 7(火)　生徒会役員選挙

7/11(土)　数学検定(希望者)

7/14(火)　御明神小竜川水生生物調査ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

7/17(金)　英語検定(希望者)

7/21(火)　保健講話(3年生)

 雫石高校｢探究アワード｣は雫石町｢虹色コンパス｣と連携｡

 教室を離れたり､校内で堂々とスマホを活用する自由な調

 べ活動など｢自分らしい学び｣を実践中です｡活動の様子は
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検索 雫高虹色コンパス

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

雫石町社会福祉協議会の皆さんと協働してマスク回収箱『無病息災アマビエ君』を制作／町内小学校へ届けました



生徒会長立候補者､沼崎柊さん(2年)をはじめ13名が立候補への思いを訴えました。演説会後には選挙･投票等に関わる

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。

主権者教育学習会も開催され｢投票所入場券｣を手にした｢有権者｣は雫石町より拝借した設備を用いて投票をしました。

御明神小学校(4年生)竜川水生生物調査に本校2年生がサポート参加

本校2年生8名がサポート役として参加。春木場橋たもとにて､こどもたちと一緒に様々な川の生物と触れあいました。

生徒会役員選挙が行われ、信任投票により、13名全員が当選しました

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 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。



部活動紹介 郷土芸能委員会の演舞

高等学校体験授業を開催 左から数学、英語、現代社会、理科　｢興味がわいた｣(88.2％)と回答いただきました

今年は希望者を対象に県立御所湖漕艇場にて｢水上スポーツ体験会｣を開催　5名の中学生が参加しました

生徒会役員認証式での新生徒会執行部　 終業式 講話する小原校長と菅原勇新支援員

[今後の予定]

 8/11(火)～12(水)　全統マーク模擬試験(3年)

 8/13(木)～16(日)　学校閉庁日(学校への緊急連絡 692-3249･3254)

開会行事 ｢虹色コンパス｣活動の様子を上映

3年生に激励される野球部

【 保護者の皆様へ 】
｢新しい生活様式｣の重要度がさらに高まりました。人との対面
対話の際には､必ずマスクを着用させるよう､協力願います。

←テレビ朝日のヒロド歩美アナより届けられたお手紙

 8/19(水)　始業式/休み明けテスト

 8/24(月)　探究アワード｢虹色コンパス｣⑧(1､2年)

 8/25(火)～26(水)　復興学習宿泊研修/山田高校海の運動会(8/26)

 8/28(金)～30(日)　ボート部新人戦(花巻市)

 8/31(月)　探究アワード｢虹色コンパス｣⑨(1､2年)

　　　　　 心の健康づくり講演会(1年)

 9/ 1(火)　耳鼻科検診(全学年)

 9/ 8(火)～10(木)　前期末考査　8/10町内事業所見学
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中学生一日体験入学を開催(7月30日)　ようこそ 一人ひとりが輝く雫石高校へ　



　海を体感しながら､震災や復興に思いをはせる･･･ 炎暑となった三陸での一日を満喫しました (関連記事裏面へ)

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 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。

 １学年､山田高校海の運動会参加 熱(暑)い復興交流継続

8月26日(水)カンカン照りの山田町浦の浜にて　今年も山田高校の皆さんと復興交流を楽しみました



【社会を知る】金融経済セミナーを聴講する１年生

　マスクを着用しましょう　手洗いや手指消毒をこまめに､自分と家族を守りましょう
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　8月25日(火) 宿泊研修１日目は震災遺構｢たろう観光ホテル｣を中心に東日本大震災津波について学習しました。

　各学年で夏季休業を活用し課外授業や講演会を開催しました。写真は３年生、進学･就職対策講座の様子。

8月31日(月)心の健康づくり講演会｢命の講話｣より　 体育用具庫ではありません　 　 集団居眠りではありません

 9/8(火)～10(木) 前期末考査

 9/10(木)　町内事業所見学①(盛岡セイコー工業)

 9/15(火)　保健講話③(薬物依存)

■今後の予定■

 9/15(火)～17(木)　インターンシップ(2年)

 9/18(金)　就職･進学校内選考会議

 9/18(金)～19(土)　ベネッセ模試･医療系模試(3年)

 9/23(水)　ふるさと発見!大交流会(1､2年)

 9/25(金)　職員厚生福利事業(生徒休校日)

 家庭科 安ケ平康子 先生 (紫波総合高校/兼務講師)

 8/25(火)より、佐々木実奈先生の後任として着任し

 ました。３年生のフードデザインを担当します。

10/ 8(木)　ＰＴＡ中間監査

10/ 9(金)　県高総文祭開会式(盛岡)

 9/28(月)　探究アワード⑪

 9/29(火)　後期生徒総会

10/ 1(木)　衣替え　あいさつ運動

10/ 1(木)～7(水)　学校へ行こう週間

10/ 8(木)　高総文祭/郷土芸能部門岩手県大会

雫高虹色コンパス 検索 ご覧ください！

10/13(火)　映画『ケアニン』鑑賞会

10/16(金)　高校生就職統一選考日



しずくいし観光協会 西山保育園 ハイランドホテル山荘 ホテル森の風鶯宿

田沢モータース 御所小学校 ふくろうカフェ盛岡店

ご協力いただき
ました各事業所
関係者の皆様、
大変ありがとう
ございました。

ビッグハウス雫石店 雫石保育園 休暇村岩手網張温泉 花ごころ

相沢木工所 雫石銀河ステーション 外村整骨院

町内外の事業所にて２学年インターンシップを実施
9/15～17に実施されたインターンシップ。今年度は｢雫高虹色コンパス｣でもひとつの目標とする主体的なキャリア

学習の実践として、生徒自らが企業への就業体験依頼を行うなど新たなステップを試みる取り組みがありました。

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 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。

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1回町内事業所見学：盛岡セイコー工業株式会社 匠の心と先進テクノロジーを感じて
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 1､2年生の希望生徒が訪問しました｡想像をはるかに超える精密機械製造の誇りと緊張感みなぎる空間がありました。

  11/12(木)　町内事業所見学会②

マスクを付け､ 密を避け､ 家族や大切な方々へ… ｢ 感謝と恩返しだ！｣

[芸術の秋]音楽選択者による職員室コンサート♪

 [後期生徒総会]質問､意見と対する答弁が活発に行われました。左は議長を務める下田健太郎さんと佐々木大喜さん。

[全力集中]前期末考査 [拒絶できる強い意志を]薬物乱用防止教室  [ロケ]雫石町ＣＭ撮影

  10/20(火)　歯科保健指導(2年)

  10/23(金)　思郷祭[校内発表]

  10/24(土)　思郷祭[保護者公開]

  11/ 3(火)～9(月)　雫高ノーゲームデー

  11/10(火)～12(木)　後期中間考査

 〔今後の予定〕

  10/13(火)　保健講話 映画｢ケアニン｣上映会

  10/15(木)　総合探究｢ゴルフ体験｣(1年)

  10/16(金)　高校生就職統一選考日

  10/19(月)　雫中3年生雫石高校見学

 【お知らせ】今年度の｢思郷祭｣は新型コロナウィルス感染
   防止のため、家族限定の公開といたします。ご理解の上
   ご了承いただきますよう､お願いいたします。



[授業見学] １年生｢現代社会｣ さらに､３年生の｢政治経済｣｢生物｣を見学しました

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。

郷土芸能委員会による歓迎アトラクション [開会行事] 積極的に質問する雫中３年生

[授業見学] ３年生｢古典Ｂ｣ [授業見学] ２年生｢コミュニケーション英語Ⅱ｣

　　雫石中学校の皆さん､見学ありがとうございました｡ コロナに負けず､進路達成に向けて頑張ってください。

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。

 10月19日､雫中3年生122名が来校し授業見学等を行いました。 右端は高校生活を語る本校生徒会長 沼﨑柊さん。

『雫石中学校３年生/雫高見学会』初開催！ 雫高で･･･
高等学校を知ろう！

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 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



☆ 学校HP穿石欄にて｢思郷祭｣の様子(写真)をアップする予定です

☆ 11/9(月)後期中間考査前日を｢雫高ノーゲームデー｣に設定します 雫高虹色コンパス 検索

この他にも､探究活動やインターンシップ報告､選択美術や茶華道部､コンピュータ部の活動など､充実した展示内容でした。

第2回あいさつ運動(10/1)

☆ 総合探究｢雫高虹色コンパス｣は雫石町公式youtubeにて発信中です

進路結団式 代表 押山玲於さん (10/14)

第1回中高授業研究会(10/1) 歯科保健指導(10/20)

[今後の予定]

11/ 9(月)　雫高ノーゲームデー

11/10(火)～12(木) 

　　　　　後期中間考査

11/12(木)　町内事業所見学②

11/19(木)　ＳＣ来校日

後輩の演技に､温かい声援を送る３年生 郷土芸能委員会 迫力の演舞

総合的な探究の時間(1学年)において｢ゴルフ体験｣を企画し､競技の楽しさや地域観光の意義について学びました(10/15)

軽トラ市に参加。友好都市である静岡県富士市特産の茶葉を販売(10/4) 第1回雫高将来ビジョン検討委員会(10/8)

R2.11

令和２年度『思 郷 祭』開催！ ～規模縮小ながら内容充実の２日間でした～

テーマ考案 新里さん オカリナステージ 妙技！けん玉ショー 単独！嵐ショー  生徒会企画！ビンゴ

11/26(木)～11/27(金)

　　２学年宿泊研修(三陸防災学習)

11/26(木)　救命講習会(1年)

11/27(金)　大学見学(1年/県立大他)

　　　　　 金融経済セミナー(3年)

ご覧
ください

12/ 1(火)　がんの教育講演会

12/ 5(土)　雫石町教育振興実践交流会

12/10(木)　学校保健委員会

　　　　　 雫石高校ＰＴＡ理事会

12/18(金)　終業式









三陸鉄道に乗車｡陸前高田市では｢東日本大震災津波伝承館｣そして｢奇跡の一本松｣を見学。大船渡市魚市場を見学後､

奥州市水沢にて宿泊。翌日は一関市で岩手サファリパークと猊鼻渓船下りを体験し､地域観光について研修しました｡

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 2 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

2学年防災学習宿泊研修 (震災を知り､岩手を知り､地域を想う)
中止となった修学旅行(関西方面)の代替行事として企画された宿泊研修が行われました｡(11/26､27)釜石鵜住居から

※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。



1/13(水)　始業式･休み明けテスト

　県より地域感染レベル｢ステージⅡ｣が示されました。これに伴い
　　□同居家族の風邪症状の場合も登校せず自宅待機
　などの感染防止対応をとることになります。ご了承願います。

☆
授
業
風
景

★
登
校
風
景

軽トラ市での富士市茶葉販売 岩手県木炭協会オンライン講義 金融経済セミナー

町内事業所見学 [いわてリハビリセンター] がん教育講演会 予防などを訴える岩手医大医学部 栁川先生

[今後の予定]

12/10(木)　ＰＴＡ理事会

12/14(月)　進路ガイダンス(3年)

12/15(火)　感染症学習会

12/18(金)　終業式

12/19(土)～1/12(火)　冬季休業

12/21(月)～12/23(水)　冬季進路講話･課外等

12/23(水)　探究アワード地方審査会

　※学校閉庁日 12/29(火)～1/3(日)

R2.12

第２回中高授業研究会(雫石中学校会場)を開催しました

本校教員が雫石中を訪問し授業研修を行いました｡写真は授業をする本校教員 羽上(左:数学)亀山､ジェシカ(右:英語)

１学年大学見学を実施　岩手県立大学を訪問しました

学生であるキャンパスアテンダントの皆さんの説明を受け､講義の様子や様々な施設､学生食堂などを見学できました。



本年もよろしくお願いいたします

入念な準備とリハーサルを積んで活動の発表を行う各グループ。(会場：国立岩手山青少年交流の家)

地域探究アワードグループ活動 全国ステージへ選出

　高校生による地域活動などの成果発表が行われる｢地域探究アワード｣(国立青少年教育振興機構主催)の東北地方

ステージが12月23日に開催されました。本校は1学年の4グループが参加し、しずくいし軽トラ市での富士市茶葉の

販売に関わる諸活動を発表。販売に際し手作り｢琥珀糖｣を一緒に配布する活動を実践した福田愛沙さん、高橋李恩

さん、袖林愛璃さん、坂下碧さんのグループが、2月14日東京にて開催される全国ステージの代表に選ばれました。

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 3 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。



 1/29(金)　学校評議員会②

 2/3(水)～5(金)　３年･学年末考査

 2/8(月)～10(水)　１､２年･学年末考査
今年も常時マスクで飛沫をSTOP！

春からはスーツの着こなしも大切！ 担任の説明を聞く３年生

【お知らせ】
今月下旬に開催予定でした
雫高雪上運動会は

新型コロナ感染防止を考慮し
中止といたします。

〔今後の予定〕

 1/13(水)　始業式･休み明けテスト

　　　　　 労働条件セミナー(３年)

 1/16(土)～17(日)　大学入学共通テスト

 1/21(木)　生活習慣病予防講座 ＳＣ来校日

 1/22(金)　英語検定③

 1/25(月)　普通登校(代休取消)

 1/27(水)　推薦入学者選抜

 1/28(木)　漢字検定

学校保健委員会 委員会活動を説明する上野さんと小林海梨さん｡ 終業式での賞状伝達式
  高文祭郷土芸能
  委員会　優良賞

ＰＴＡ理事会 ご出席の役員皆様､ありがとうございました 冬季大学進学講座より ３年生数学の様子

２学年冬季進路ガイダンス開催 ～自己の将来ビジョンを磨き上げる～

各企業や大学等の担当者が来校。生徒は自らの興味関心を掘り下げるため、熱心に説明を聞いていました。

    〔表彰者〕

  高文祭文芸部門

　 小松瑠海さん

　 髙橋良恵さん

　 浅沼果歩さん

　 村田美月さん

11月軽トラ市にて｡家庭科の佐々木実奈先生ご家族も来店｡

R3.1



※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

1/21(木)､中学校の皆さんとともに元気なあいさつで交通安全などを発信する本校生徒会執行部

本校教室棟３階からの眺望　壮大な景観に恵まれた環境で､今年も自己実現に向けて頑張ります ！

｢中高合同あいさつ運動｣を展開 ～寒波に負けず元気を提供～

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校

せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 3 年 2 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。



探究アワード2020発表会 開催

始業式　地域探究アワード表彰 雪んこ見守り隊オリエンテーションの様子 町内各地にて除雪活動

生活習慣病予防講座　貧血等の予防を目的とした講義と､からだに優しい献立の調理実習

労働基準セミナー ３学年を対象にタブレットを使用したオンライン講義 放課後の漢字検定試験

第2回学校評議員会　授業参観と年度を振り返る会議 ３年生から後輩へ 応援委員伝達会

R3.2

　←雫石町や岩手山青少年交流の家の皆さんをメンターに

[今後の予定] 

2/12(金)　臨時時間割(午前授業)開始

 　迎え、今年取り組んだ｢探究アワード/虹色コンパス｣の

 　自分の成果を発表する機会を設けました。生徒は各自

 　の興味や関心の掘り下げを、スマホやタブレットを活用

 　しながら説明し､今後の進路を見据えました。

 家族､２年生､職員のみ の参列において開催し

 ます。感染症対策の主旨をご理解いただき､ご

 了承お願いいたします。

2/14(日)　地域探究アワード全国ステージ

2/16(火)　ＶＲＴ検査(1､2年)

2/18(木)　職業適性検査(1､2年)

2/22(月)　3年生登校日

2/24(水)　上級学校見学(2年)

2/25(木)　地元企業を学ぶガイダンス

2/26(金)　卒業式準備

3/ 1(月)　卒業式

3/ 8(月)　高校入試会場準備

3/ 9(火)　高校入試(一般入学者選抜)

(お知らせ) 卒業式は規模を縮小し卒業生､同居



せ　　ん　　せ　　き

穿石
令和 3 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。

凛とした姿勢で式典に臨む卒業生 3学年の先生方

※穿石は､本校ホームページでもご覧いただけます。

令和3年3月1日　29名の卒業生と保護者､在校生(2年生)､教職員の参加により厳粛な卒業式が挙行されました。

小原由紀校長による式辞 　答辞を述べる卒業生代表 髙橋ノエルさん在校生代表 沼﨑柊さん

令和２年度 卒業式 挙行 ～ 探究の心 はばたけ雫高生 ～

あこがれの丘

岩手県立雫石高等学校

先輩方は､行事､部活動､ボラ
ンティア､進路･･･小さくても
輝ける学校をつくることの可
能性を存分に私たち後輩に示
してくれました。

｢幸福の便りは､待っているときには決して
来ない｣この太宰の言葉を意識してみる｡広
い視野を持ち変化の時代を生きる強い大人
に成長した姿を､いつの日かお互いに見せ
合いたいと思います。

コロナ禍の生活にも希望を見失わず前向
きにとらえ､学業や進路開拓に大きな成
果をあげた皆さんの｢振り返るといつも
以上にたくさんの人に支えられた一年｣
の言葉に､豊かな心の一端を感じます。



｢三陸みらい探究｣(大槌高)オンライン配信

中野　妃菜 (2年) 澁谷　悠希 (1年)

2020校内読書感想文コンクール優秀賞

※ 賞状と図書券(500円)が贈られました！

他校の探究活動も参考に学習します(1年)

高橋　采暉 (3年) 髙橋ノエル (3年)

髙橋　良恵 (3年) 森　　未来 (3年)

上和野麻衣夢(2年) 武田向日葵 (2年)

R3.3

地域探究プログラム(国立青少年教育振興機構主催)全国発表会出場  特別賞受賞

東京での開催予定がコロナ禍によるオンライン開催となった全国発表会でした。4人の代表は審査員からの様々な質問

にも堂々と受け答え､1年間の活動の根拠や学習事項を訴えました。特別賞を受賞し次年度への意欲も示しました。

年度末･･･実技科目の授業におじゃましてみました～芸術(音楽・美術)家庭(フードデザイン)の様子です

太子食品工業

ベアレン醸造所

地元企業を学ぶ！

ガイダンス(1､2年)

[参加企業]

小岩井農牧

休暇村網張温泉

[今後の予定]

3/11(木)　東日本大震災津波から10年

3/19(金)　雫石高校将来ビジョン検討会議

3/23(火)　高校入試合格者発表(15:00)

3/24(水)　終業式・離任式

　　　　　新2･3年生教科書購入

3/26(金)　合格者入学手続

3/27(土)　合格者制服採寸

4/ 8(木)　新任式・始業式

4/ 9(金)　入学式・ＰＴＡ入会式


