
文化部の意地をかけた真剣勝負！！

今日の男子、かっこよく見
える…（体育祭マジック）
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当たった！！

普通科3年 石藤 望海（滝沢南中出身）
　以前からテレビなどで歌舞伎を見て、実際に観て
みたいと思っていたので、今回生で観ることができて
とても楽しかった。音楽や衣装、殺陣などの、歌舞伎
を構成している一つ一つが、本当に誇れる日本の文
化だと感じた。三味線で動物の鳴き声を表現してい
るところや、化粧の仕方や、色でその役柄を表してい
ることを初めて知り、面白いと感じた。また歌舞伎を
観てみたい。

家政科3年 櫻川 未来（黒石野中出身）
　初めて歌舞伎を見て、迫力がありすごかった。立
ち廻りや台詞、化粧それぞれをしっかりとやり歌舞伎
が出来あがる。そんな歌舞伎のことを少しでも知れ
て嬉しく感じた。
　私は牛若丸と弁慶の話がとても好きなので衣装
と化粧がないのは残念だったが、生で見ることがで
き、とても感動した。貴重な体験ができて、歌舞伎を
見る目が変わった。

1年 向田 雪乃（北陵中出身）
　歌舞伎の立ち廻りの体験は、足の動きと手の動きが難しいと
思った。歌舞伎の名台詞体験では、日常では使わないような言葉
ばかりで読むのが大変だったが、出演者の方は滑舌よく話してい
てさすがプロだと思った。歌舞伎の化粧体験ではただ白くするの
ではなく、最初に油をぬって、下地の役割をすると知った。演目「五
条橋」では牛若丸の余裕そうに刃を振るところがきれいだと思っ
た。三味線の効果音で、より観客が舞台に引き込まれる大事な役
割をしていると分かった。

・歌舞伎の立ち廻り（殺陣）の体験
・歌舞伎の名台詞体験
・演目「宗論」
・歌舞伎の化粧体験
・長唄三味線のお話と実演
・演目「五条橋」
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「はじめての歌舞伎教室」
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専攻科2年リーダー
及川 渚（越喜来中出身） 阿部 凛子（見前中出身）
　中学生に保育士専攻科での学びの楽しさが伝
わるよう、1・2年生合同でステージ発表と体験講
座に取り組みました。
　ステージ発表では手洗いの大切さを劇で表現
し、最後にミッキーマウスの曲に合わせた「手洗い
ダンス」を披露しました。練習のたびに各自が意
見を出し合い、本番は笑顔で最高のパフォーマン
スができたと思います。

バイキンをやっつけるぞ！

猛獣狩りに行こう～♪みんなで手遊び「サイダー」

  ステ
ージ発表『手洗いダンス♪』

専攻科菜園
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第１回オープンスクール7/10

大きく
育ってね♪

とれたて夏野
菜♥ 収穫！！

普通科 2年 田中 希歩（矢巾中出身）
　7月30日に福井県で行われたインターハイに女
子800mで出場しました。予選では、400mを4位
で通過しましたがラスト100mで先頭に立ち自己
ベストで準決勝に進みました。準決勝では、思うよ
うにレースができなくて、ラスト300mから全国レ
ベルと自分の力の差をとても感じました。対照的
なレースでしたが自分にとってはとても成長する
ことができました。来年は必ず決勝に進みます。応
援ありがとうございました。

普通科 3年 新井 姫來（紫波第一中出身）
　地区大会1位通過を果たし、県大会では
更なる高みを目標に完成度を高めてきた
私たち吹奏楽部は、創部以来二度目、そし
て五年ぶりとなる「東北大会出場」を決め
ることができました。東北制覇全国大会出
場を目標に、質の高い練習をしていきたい
と思います。東北大会では、開催への感謝
はもちろん、日頃から応援してくださって
いる保護者、関係者の皆様、共に技術を高
めあってきた仲間や顧問の先生方への感
謝を忘れず演奏したいと思います。
　また、9月19日（日）盛岡劇場メインホー
ルにて、第17回定期演奏会を行います。入
場無料の他、幅広い年齢層に楽しんでもら
えるような曲を用意しております。たくさ
んのご来場をお待ちしてます。

普通科 3年
岩泉 和奏（土淵中出身）

　インターハイを終えて、結果
は２回戦敗退となってしまいま
したが、コロナ禍の中全国大
会で試合ができたこと、全国の
レベルを肌で感じることがで
きたことがとても幸せでした。
全国大会まで６人で切磋琢磨
しながら思う存分テニスに打
ち込めるように毎日送迎して
いただいた親やコーチ、先生
に感謝したいです。一旦引退と
なってしまいますが、次は進路
に向けて頑張りたいです。応援
ありがとうございました。

普通科 3年
廣内 美七海

（見前中出身）
　今回の大会は、最後の
大会でした。今までずっ
と目標にしてきたイン
ターハイという舞台で、
いつもとは全く違う緊張
感の中での試合でした。
結果は負けてしまいまし
たが、楽しく試合をする
ことができてよかったで
す。部活動で学んだ沢山
のことを今後の普段の生
活に活かしていきたいと
思います。

普通科 3年
髙際 桃 （々中野中出身）

　今回の大会では自分の力を出
し切れず終わってしまいました
が、全国のレベルを肌で感じ、自
分にとって貴重な経験となりま
した。格上の相手に攻めの姿勢
で戦うことができなかったことが
悔しかったです。6人という少な
い部員で力を合わせ、インター
ハイの舞台に立てたのは、自分
達の努力だけでなく、沢山の支
えや良い環境があったからで
す。私はこの出会いや経験を大
切にしていきたいです。本当に
応援ありがとうございました。

普通科 3年
菊池 花凛（見前中出身）

　今回の大会は、初めての
全国の舞台で緊張感のある
試合でした。結果は負けてし
まいましたが、中身のある楽
しい試合にすることができま
した。
　インターハイの舞台に立
てたのは、支えてくれた親や
先生、コーチ、素晴らしい練
習環境のおかげです。本当
にありがとうございました。
二人の後輩には誠桜の伝統
を受けつぎ、良い結果を出せ
るように、応援しています。

キャプテン

部長

7/7 岩手県営野球場第１０3回
全国高校野球選手権 岩手大会

盛岡ニッタン株式会社 株式会社マイヤ

アポロ石油株式会社

エプロン姿で
はいチーズ！！作業服似合う？

パトカー
初めて触った！！

吹奏楽部
第５９回岩手県吹奏楽コンクール 金賞
東北大会出場！！

ぜひお越しください！

★ダンス同好会

★軽音学同好会

菊池
廣内髙際 岩泉
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令和3年度 全国高等学校総合体育大会
～ 輝け君の汗と涙 北信越総体 2021 ～
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食物調理科3年 体験実習氷彫刻

保育士
専攻科

体 験 講 座

子ども未来学科

陸上部

ソフトテニス部

たかまつ音楽祭 7/3 高松の池

商業科インターンシップ7/5～7/30


