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秋田県立新屋高等学校

冬を迎えるにあたって 教頭 鎌田 勝

いよいよ本格的な冬がやってきた。秋田の冬はとにかく長い。とはいえ３年生にとっては１月１４

日・１５日の両日、人生を掛けたセンター試験が迫っている。本校でも８８名がチャレンジする。夢

の実現に向けて最後の最後まで全力を尽くして欲しい。

長い冬、私は高校時代好きであった。春・夏・秋は部活動が忙しく、毎日をこなすのが精一杯であ

った。しかし、冬は日暮れも早く帰宅時間も早い。今まで持てなかった自分の時間が持てた。そんな

中、高校２年の冬、人生で初めて自分と向き合った。「なぜ打球が遠くに飛ばないのか」、「このまま

の成績で自分の将来はどうなるのか」と悩んだ。今までの自分が情けなくなり、何とかしなければと

焦りがでてきた。そこで、冬の間（３月まで）に二つの目標を立てた。一つは「筋力を強くするため

に体重を５キロ増やすこと」と、もう一つは「必ず、学年末考査でクラスで

の順位を１０番上げること」であった。今まで好き嫌いのあった食事を反省

し、母親に感謝し、体づくりを意識してとにかく食べた。また、何のために

勉強するのかを真剣に考え、家庭学習に本気で取り組んだ。大変だったがや

ってみるものだ。春には成果が出た。嬉しかった。何よりも自分に自信が持

てるようになった。本気になった時にこそ成長するものだとつくづく思った。

長い冬は自分と真剣に向き合うよい機会だ。今までの自分を変えるチャン

スでもある。今まで成果の出なかった生徒は、これまでの自分を見つめ直し、

これからどうするかを本気で考えてみてはどうか。きっと希望の春がやってくる。

進路決定の概要 進路指導主事 茜谷 信也

【就職状況】 東日本大震災の影響で、本校生の受け入れ先となるサービス・販売の県内企業からの

求人は減少しました。内定者は 24 名（県内 22 名・県外 2 名）となりました。内定をもらっていな

い生徒も、企業見学、集団面接会などに参加して、採用試験の２度目、３度目に挑戦しています。就

職希望者は 9月には 30名でしたが、現在は 34名と増えました（進学希望者は減り 163名）。

【進学状況】 センター試験の出願者が 88 名と昨年度 78 名から 10 名増加しました。昨年度はいな

かったセンター試験を課さない国公立大の AO 入試、推薦Ⅰの合格者は 14 名となり、私大、短大、

専門学校の指定校推薦、公募推薦、一般入試などの合格者は 83 名となりました。進学志望 163 名の

59.5％が進学先を決定しました。

進路志望状況と決定状況（第２希望者を含む） 12 月 15 日現在

進路状況 合計 国公大 私 大 短 大 専門校 進学未定 民間 公務員 就職未定 全く未定

１年生 ９月志望 200 65 20 12 35 35 12 1 5 15

２年生 ９月志望 198 62 30 12 57 21 4 11 1 0

３年生 ９月志望 197 53 42 23 49 0 24 5 1 0

３３３３年生 決定状況年生 決定状況年生 決定状況年生 決定状況 １２１ １４ ３０ １７ ３６ ０ ２１ ３ ０ ０１２１ １４ ３０ １７ ３６ ０ ２１ ３ ０ ０１２１ １４ ３０ １７ ３６ ０ ２１ ３ ０ ０１２１ １４ ３０ １７ ３６ ０ ２１ ３ ０ ０

（（（（昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期）））） (83) ((83) ((83) ((83) (0) (16) (14) (42) () (16) (14) (42) () (16) (14) (42) () (16) (14) (42) (0) (11) () (11) () (11) () (11) (0) () () () (0) () () () (0))))

あなたもわたしも 「そば打ち迷人」？
１２月１０日（土）、本校調理室を会場に「Ｐ

ＴＡ研修：そば打ち体験」が行われました。今

年も講師とし

て、学校後援

会会長の武藤

真作氏をお迎

えし、楽しい

ひとときとな

りました。

武藤氏によるそば打ちの実演および丁寧なご

指導のあと、ＰＴＡ会員と生徒総勢２０余名に

よる「そば打ち体験」が始まりました。今年で

３度目という会員や、職人のように鮮やかな手

つきの生徒など、会場は終始和やかな雰囲気に

包まれました。

最後に手作りのそば

に舌鼓を打った参加者

は、「是非自宅でも気軽

に取り組んでほしい」

という武藤氏の言葉に

深く頷いていました。



華やかに～吹奏楽部定期演奏会
１１月１９日（土）秋田県民会館において、吹奏楽部第２６回定期演奏会が開催されました。

第Ⅰ部クラシックステージ、第２部アンサンブルステージ、第３部ポップスステージという構成で、

それぞれ趣向の異なる音楽を満喫できる楽しい演奏会でした。

第３部では、卒業生のご父兄提供による「３年生の歌～坂道のメロディ～」が、３年生の合唱とと

もに披露されました。今回の定期演奏会を最後に、

部活動を引退することになる３年生。その真剣な表

情と歌声には、達成感が満ち

溢れていました。これまで応

援してくださったたくさんの

皆さん、本当にありがとうご

ざいました。

インターンシップを体験して ２年Ａ組 古屋友里佳

私は、さくらデイサービスというお年寄りの介助を行っている職場で働かせていただきました。仕

事の内容は体温や血圧の測定、食事の補助など初めての経験ばかりで戸惑いの連続でしたが、実習担

当の方の指導やアドバイスにより、無事に３日間を終えることが出来ました。

実際に働いてみて、事前講習会で学んだ「あいさつの大切さ」を実感しました。今まで見逃してい

た大切なものに気付くことができ、有意義で貴重な時間となりました。

「憧れの京都」 ２年Ｄ組 清水 友子

二年生は、１１月７日から４泊５日の日程で京都・奈良・大阪へ修学旅行に行きました。特に印象

深かったのは京都で、土地全体に人や時間がゆっ

くり流れていくような古めいた風情を感じまし

た。班別研修で訪ねた祇

園では、格子戸の続く家

並みを見て、その場で生

活していた昔の人々の暮

らしに思いを馳せました。行く先々での多

くの方々との出会いやクラスメイトとの交

流も、よい思い出となりました。

各部の成績
女子テニス：県高校新人体育大会テニス競技

女子シングルス 第２位 能登千晴

サッカー：全国高等学校サッカー選手権大会

秋田大会 第３位

県高校新人体育大会 優勝

バドミントン：県高体連中央支部新人大会

女子学校対抗 第２位

女子１部シングルス第２位 佐藤結花

県高校新人体育大会

女子学校対抗 第３位

女子１部シングルス第２位 佐藤結花

弓道：市民スポーツ祭弓道大会

少年男子団体 第３位

少年男子個人 第５位 加藤佳史

男子バレー：県高体連中央支部新人大会 第３位

女子バスケ：県高体連中央支部新人大会 第２位

美術：県高文祭総合美術展

デザイン部門 推奨 今野郁美

絵画部門 推奨 木藤圭祐

映像部門 入選 菅原 創

絵画部門 入選 堀井真純 沖口優衣

佐藤真衣子 真坂 歩

宇佐美詩織

デザイン部門 入選 平良木萌子 伊藤麻利奈

写真：県高文祭総合美術展 写真部門

推奨 桐越しおり 伊藤槙希 斎藤早紀

桜庭美樹 藤井 明 畠山咲希

沼澤涼子 長山 遥 小林貴志

入選 水野明子

書道：県高文祭総合美術展 書道部門

推奨 能登千晴 漢字

入選 能登千晴 漢字仮名交じり書

植村野乃花 漢字

植村野乃花 漢字仮名交じり書

吹奏楽：第13回全日本高等学校吹奏楽大会ｉｎ横浜

スインギー賞 審査委員長賞

文芸：県高校文芸コンクール 俳句部門

佳作 佐藤菜奈美

聖霊女子短期大学学長杯手作りお菓子コンテスト

第２位 番場万里 古屋友里佳 佐々木純香

県高文祭 ポスター・プログラム部門

優秀賞 伊藤麻利奈

ファンファーレ部門 優秀賞 宮崎 彩香

テーマ部門 佳作 宮崎 彩香

秋田・南秋地区高校美術連盟展 連盟賞 堀井真純

真坂 歩


