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西和賀高等学校
校 章

蕁０１９７（ ）２８０９・２８１０
０１９７（ ）２８８４
尚

29

URL: http://www2.iwate-ed.jp/nwg-h/

http://m atsubokkuri.ftw .jp

校 長／鈴 木

岩手郡雫石町長山早坂70-48

教職員数＝二三

営業時間／10:00〜18:00（冬期は17:00まで）

生徒数＝九八（男子 、女子 ）

お風呂は24時間OK！
■料金はご相談に応じます。

普通科 一年 三六 二年 三八 三年 二四

合宿にも最適！

25

校章由来 昭和 年多田氏によって考案。当地方の気候、風土、
人情を象徴する。郷土大野ヶ原に降る清く真白な雪と、青々と
繁茂し栄えゆく県花、桐の花を図案化した。

雫石スキー場まで車で 10 分

19

作詞／中 條 惟 信
作曲／野 崎 哲 郎

ル出場（２回）
、スキー＝（７回出場）陸上競技＝
国体男子５千競歩５位、全日本ジュニアオリンピッ
ク女子３千競歩２位、全国高校選手権女子３千競歩
１位及び全日本ジュニア選抜女子５千競歩１位、イ
ンターハイ男子５千競歩出場、 年度インターハイ
女子５千競歩出場、軟式野球＝（２回出場）全国軟
式野球大会準決勝、国体２位、 年度インターハイ
５千競歩出場、全国高校総合文化祭弁論の部出場
■進学・就職状況（平成三一年三月卒業）
●主な進学先（人数）
国公立大（６）＝北海道教育大２、
青森県立保健大、岩手大２、岩手
県立大
私立大（７）＝岩手医科大、東北
学院大 等
短大（１）＝盛岡大短
各種専門学校（ ）＝岩手県立産業技術短期大学校、
岩手県立農業短期大学校、二戸高等技術専、千厩高等
技術専、岩手リハビリテーション学院 等
●主な就職先（ 名）
公務員＝自衛官、自衛官候補生・一般曹候補生２、
民間＝日本郵便東北支社、北上宝飾、東芝メモリ岩手、
竹沢工務店、社会福祉法人やすらぎ会、近藤設備、雄
勝セラミックス北上事業所 等
■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
一、沢内中学校 名
二、湯田中学校 名
三、和賀東中学校 名
三、江釣子中学校 名
五、上野中学校９名
六、北上中学校７名
七、北上南中学校６名
八、和賀西中学校５名
九、飯豊中学校３名
十、その他 中学校８名
■学校をとりまく環境 県の西部、奥羽山脈に囲まれ
た西和賀の美しい自然と厳しい豪雪の地にある。
■エポック
小規模校の良さを生かして個別指導の充実を図り、
多様な進路希望に対応している。地域に密着した福祉
教育、ボランティア活動などを展開している。平成５
年度から平成 年度まで生徒をデンマークへ派遣し、
社会福祉研修などを実施した。平成 年度から平成
年度まで海外派遣交流事業を実施し、生徒をアメリカ
合衆国ワイオミング州へ派遣した。平成 年度から海
外派遣研修事業を実施し、生徒をオーストラリア連邦
シドニー市へ派遣している。
部活動も盛んであり、ボート部は各種大会で活躍し、
世界ジュニア選手権に２回出場している。また、陸上
競技部では平成７年度全国高校選手権競歩優勝の照井
貴子選手（筑波大卒）が日本トップの実力を誇り、平
成 年秋のアジア大会に日本代表で出場して第４位に
入賞した。現在は岩手県公立高校教諭として熱心に指
導し、インターハイ選手・国体選手を育成している。

石荘

民宿雫

■校歌

沢内分室は沢内分校として設置認可
昭和 年 沢内分校独立校舎新築
昭和 年 本校分離により県立黒沢尻南高等学校川尻
分校、沢内分校と改称
昭和 年 沢内分校管理校舎新築落成
昭和 年 川尻分校、沢内分校募集停止
西和賀分校新設（全日制普通科）
昭和 年 県立西和賀高等学校として独立
校章、校歌制定
昭和 年 創立十周年、新校舎落成
平成４年 創立二十周年、校訓制定
平成６年 デンマーク社会福祉研修開始
平成７年 福祉・情報コース設置
平成 年 創立三十周年記念式典挙行
平成 年 第１回海外派遣交流事業生徒派遣（米国・
ワイオミング州・トーリントン）
平成 年 震災復興ボランティア（全校）
平成 年 創立四十周年記念式典挙行
平成 年 オーストラリア海外派遣事業開始
■学校概要
・教育目標
心身を鍛え、愛と智慧を磨き、たくましく生きる人間
を育成する。
・目指す学校像
○明るく活力のある学校 挨拶、端正な服装・頭髪、
規則正しい生活、清掃を率先垂範する人間を育成する
学校
○一人ひとりを大切にする学校 授業を大切にし、部
活動を奨励し、職員が一丸になりきめ細やかな指導を
行う成長を実感できる学校
○豊かな心を持つ有為な人間を輩出し、地方創生に寄
与する学校 心豊かで地方創生に貢献する有為な人間
を育成し、保護者や地域から信頼される学校
■施設
校地面積 三九、
二五七・〇〇裃
陸上競技場、野球場、テニスコート 他
建物面積
四、
九四八・一二裃
校舎、体育館、格技場 他
■行事 ６月体育祭、 月西高祭、 月修学旅行
■校訓 「自主独立の道行かん」
■部活動の状況
●運動部＝野球、陸上、卓球、ボート、バドミントン
●文化部＝美術、吹奏楽
、国体シ
●活躍状況 全[ 国大会 ボ] ート＝（ 回出場）
ングルスカル１位（２回）
、
２位（１回）
、
３位（１回）
、
クォドルプル７位（１回）
、インターハイナックル
フォア２位（１回）
、３位（３回）
、シングルスカル
準優勝（１回）
、世界ジュニア選手権シングルスカ

学生・団体のみなさん大歓迎！

収容人数60名
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TEL.019-691-5030 FAX.019-691-5031

岩手郡雫石町西根西篠崎33-1
蕁019-693-2739 FAX019-693-2105

山 村 久 男
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一、岩手の県和賀の西
青き山脈青雲に
つらなるところつどいきて
清き流れのささやきに
若きら鍛う身と心
我ら西和賀高校生
■沿革
昭和 年 定時制課程設立認可により県立黒沢尻第一
高等学校川尻分校として設立（４月１日）
並びに沢内分室設置（５月１日）
昭和 年 本校統合により県立黒沢尻高等学校川尻分
校と改称
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