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元日という特別な日を
迎えるにあたって

教頭 猪股 和子
日本には、「晴れ(ハレ)」と「褻(ケ)」とい

う考え方があります。晴れ着を着たり、お赤飯
を食べたりする日は、日常とは違った特別の日
で、そうした日を「晴れ」の日と呼びます。例
えば、卒業式では「晴れの門出」という言葉を
使います。卒業式は人生の中でも特別な一日な
のです。これに対して、普段どおりの生活を送
る日が「褻(ケ)」の日となります。現代では耳
慣れない言葉になってしまいました。

かつて、日本人にとってお正月は、特別な日
でした。私が子どもの頃は、大晦日には早めに
お風呂に入り、新しい肌着を身につけ、家族で
ご馳走を囲み、神聖な気持ちで新年を迎えるた
めの準備をしました。お節料理を作る母の姿も
懐かしく思い出されます。しかし、現代は物質
的に豊かになり、生活の中で「晴れ(ハレ)」と
「褻(ケ)」の区別がなくなってしまいました。
毎日おいしい食事ができますし、衣服も消耗品
としてあふれています。

まもなく新年を迎えますが、「晴れ(ハレ）」
の心を大切にしたいと思い、この文章を書いて
おります。人間は怠惰な存在です。だからこそ、
惰性に流されそうな日常の中に、「晴れ」の日
という特別な節目を作ることが大切になりま
す。心の切り替えをすることで、自分自身を変
えていくことができます。平成２６年という新
たな年を、日常の延長としてではなく、特別な
思いをもって迎えたいものです。「初日の出」
を拝んでみたり年賀状を手に取ったりすること
で、新年を意識しましょう。そして、新たな気
持ちで、次に続く日常の生活を精一杯営んでい
きたいものです。

進路決定の概要
【就職状況】 震災復興需要やアベノミクスに
よる円安で建設業や製造業の求人に明るさが見

えましたが、その他の業種では概ね昨年度並み
の求人状況です。内定者は民間企業 26 名（県内 21

名・県外 5 名）、公務員 3 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、２度目、３度目の採用試験

に挑戦しています。就職希望者は 9 月には 35 名
でしたが、現在は 31 名となっています。

吹奏楽部定期演奏会（11月23日）
秋田県民会館において、吹奏楽部第 28 回定期演奏
会が開催されました。第１部クラシックステージ、
第２部音楽劇「雪おんな」、第３部ポップスステー
ジと、 歌、劇、ダンスを交えたステージを展開し
ました。最後は心温まるフィナーレで幕を閉じまし
た。たくさんのご来場ありがとうございました。

ＰＴＡ研修会（12月12日）
本校調理室において学校後援会長の武藤真

作さんを講師に迎え、ＰＴＡ研修「そば打ち
体験」が開催されました。この「そば打ち体
験」は今年で５回目。保護者・職員等14名が
参加して、そば打ちを体験しました。

そば打ちには、本校 ALT のマイケル・オー
ブリー先生(アメリカ)と秋田工業高校 ALT の
キース・イコマ先生(カナダ)も参加し、終始和
やかに作業が行われました。

最後に、全員で打
ったそばを武藤さん
秘 伝 の つ ゆ で 試 食
し、参加者からは「手
打 ち そ ば の 味 は 格
別」などの感想が聞
かれ、盛況のうちに
終了しました。

進路指導主事 石井 啓之
【進学状況】 昨年度に比べて進学志望者が減
ったこともあり、センター試験の出願者は 87 名

と昨年度 102 名から 15 名減少しています。４年
制大学、短大、専門学校のＡＯ、推薦、一般入

試などの合格者は 104 名となり、現在の進学希
望者 165 名のうち 63.0 ％が進学先を決定しまし

た。これからの 61 名は、センター試験や各校一
般入試に向けて最後の追い込みの勉強に励んで

います。
進路志望状況と決定状況 12 月 17 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 58 30 20 44 24 12 7 3 2
２年生 ９月志望 198 72 30 16 42 18 2 6 11 1
３年生 ９月志望 197 38 50 31 42 1 28 7 0 0
３年生 決定状況 １３３ ９ ３０ ３０ ３５ ０ ２６ ３ ０ ０

（昨年同期） (124) (7) (48) (14) (44) (0) (７) (４) (0) (0)



２年修学旅行（11月11日～14日）
～旅の思い出を詠んでみました～

清水の紅々と咲く紅葉が心に残る京都の舞台
（Ｓ・Ｙ）

たこやきを本場は違うと食べ続け
後々気づく あ、ここ京都

（Ｉ・Ｒ）
稲荷の地 千も数なる朱の鳥居

狐飛び出す風吹く小径
（Ｓ・Ｙ）

抹茶飲み足がしびれて立てません
（Ｋ・Ｍ）

疲れても寝ること忘れ夜騒ぐ
（Ｓ・Ｒ）

奈良公園 鹿におそわれ逃げ回る
（Ｉ・Ａ）

龍安寺枯山水の美しさ欠けた日本の数え石かな
（Ｉ・Ｒ）

本能寺着いたと思えば本願寺
（Ｉ・Ｙ）

嵐電の過ぎ去る姿いとおかし
（Ａ・Ｒ）

各 部 の 成 績

【女子テニス】
秋田県高等学校全県新人大会

女子学校対抗 第3位
【サッカー】

第92回全国サッカー選手権大会秋田県大会
第3位

【弓道】
秋田県高等学校全県新人大会

女子個人 第3位 奥山ほのか
優秀選手 中野 佑香

市民スポーツ祭弓道大会
少年男子団体 準優勝
少年女子団体 準優勝
少年男子個人 第3位 甫木 崇洋

第4位 渡邊 雄真
少年女子個人 第1位 奥山ほのか

【剣道】
秋田県高等学校中央支部新人大会

男子個人 第3位 佐藤尊
秋田県高等学校全県新人大会

男子個人 第3位 菅原勇輔
【バドミントン】

秋田県中央支部新人大会
女子学校対抗 第2位
1部女子シングルス第2位 佐々木許妃恵
1部女子ダブルス第3位

佐々木許妃恵・渡部歩実
尾形茜・千葉朱莉

2部女子シングルス第3位 佐藤理沙
秋田県高等学校全県新人大会

女子学校対抗 第1位
1部女子シングルス第1位 佐々木許妃恵
1部女子ダブルス第1位

佐々木許妃恵・渡部歩実
2部女子シングルス 第3位 佐藤理沙

あかねさす木箱持ち上げ恋みくじ
君を想えば「吉」でも嬉し

（Ｋ・Ｒ）
大広間枕投げして夜寝れず

（Ｓ・Ｙ）
景色よりあなたを見ますガイドさん

（Ｍ・Ｙ）
力技 衣類や土産をつめ込むが

やっぱりはまらん キャリーバック
（Ｔ・Ｋ）

すき焼きの卵が二つ欲しかった
（Ｍ・Ｙ）

清水をしみずと読んだだれかさん
（Ｓ・Ｔ）

秋雨に負けずに光る金閣寺
（Ｋ・Ｊ）

寺社巡り最後は結局店巡り
紅葉見るより土産を探す

（Ｍ・Ｙ）
最終日気分はすでに関西人

（Ｓ・Ｗ）
ただいまと我がふるさとは極寒地

（Ｈ・Ｍ）

【理科研究】
秋田県児童・生徒理科研究発表大会
・サクラの樹勢回復の研究 齋藤憲三賞
・秋田市塩曳潟における

希少淡水魚の生態の研究 齋藤憲三賞
【文芸】

第31回県高校文芸作品コンクール
短歌部門 第二席 小松里紗
詩部門 佳作 佐々木理沙

【美術】
第46回秋田県高等学校総合美術展

絵画部門 推奨 奈良美咲・伊藤かな子
デザイン部門 入選 伊藤怜奈・佐藤楓子

山本小葵
【写真】

第46回秋田県高校総合美術展
写真部門

推奨 阿曾璃々子・栗林隼也・櫻田美穂
武藤陽介・小島直矢

入選 最上夏実・佐々木梓紗・竹田康輝
【書道】

魁秋田書道展覧会
条幅 一等 斉藤爾伽

二等 佐々木聖矢
第46回秋田県高等学校総合美術展

漢字部門 推奨 佐々木聖矢
漢字仮名部門 推奨 斉藤爾伽

入選 佐々木聖矢・佐藤里沙
加藤蘭奈

【吹奏楽】
秋田県高等学校総合文化祭

ファンファーレ部門 最優秀 榎春樹
第29回国民文化祭・あきた2014

開会式出演委嘱






