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---------- 

-- 20090423TH -- 

 

時刻は 12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

4月 23 日 木曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡です。 

まず、このあとの委員会集会についてです。 

 

このあと、選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)と、編集委員会があります。 

・選挙管理委員は、3階の、工業基礎実習室(こうぎょうきそじっしゅうしつ)に、 

・編集委員は、1階の、会議室に、 

   それぞれ 1時 10 分に集まってください。 

 

くりかえします。 

・選挙管理委員は、工業基礎実習室に、 

・編集委員は、会議室に、それぞれ 1時 10 分に集まってください。 

 

次に、耳鼻科検診(じびかけんしん)についてです。 

1年生で、耳鼻科検診をまだ受けていない生徒は、 

  1 時 25 分に、1階の、小会議室(しょうかいぎしつ)に集まってください。 

1年生で、まだ耳鼻科検診を受けていない生徒は、 

  小会議室に、1時 25 分に集まってください。 

なお、3年生は、5時間めから耳鼻科検診です。 

3年生は、検診票(けんしんひょう)をもって、午後の授業に出席してください。 

 

連絡の三つめは、生徒会執行部への連絡です。 

生徒会執行部のメンバーは、 

  放課後、3時 50 分に、2階の、視聴覚室に集まってください。 

生徒会執行部は、 

  3 時 50 分に、視聴覚室に集まってください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

きのうで、応援歌練習が終わり、 

  きょうから、普通の時間で毎日の授業がおこなわれています。 

放送委員会でも、きょうから、今年のお昼の放送を始めます。 

まだ全然なれていないので けっこうミスすると思いますが 

  どうぞよろしくお願いします。 

 

では、きょうは、今週の後半の予定を、お伝えします。 
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あすから、高総体(こうそうたい)の地区予選が始まります。 

高総体地区予選の競技と会場は、次のとおりです。 

 

まず、きょうの 4時間めから一部の部員が公欠になっているのが 陸上競技です。 

陸上競技の地区予選は、あすとあさってで、会場は、北上の陸上競技場です。 

 

ソフトテニスは、あすから日曜日まで、 

  北上の、和賀川(わががわ)グリーンパークでおこなわれます。 

 

サッカーは、北上の総合運動公園で、 

  あすとあさって、地区予選です。 

 

・バドミントンの地区予選は、北上の総合体育館、 

・弓道は、北上の弓道場、 

・卓球は、水沢体育館で、いずれも あすとあさっておこなわれます。 

ということで、あすは、全校で 214 人が、公欠です。 

先生方も、13人が出張ですので、 

  あすの授業は午前中だけになります。 

あすの午後は、大掃除と奉仕活動をおこない、2時過ぎに、放課となります。 

 

あさっての土曜日からは、ソフトボールと剣道の地区予選も始まります。 

・ソフトボールは、専大北上のグラウンドで、 

・剣道は、北上の勤労者(きんろうしゃ)体育センターで、土日に地区予選です。 

 

高総体の地区予選は、インターハイへの第一歩にあたります。 

3年の皆さんにとっては、 後の大会になるかもしれません。 

悔いの残らないように、思い切り活躍してきてください。 

 

高総体以外の部活の予定です。 

岩高でいちばん人数の多い吹奏楽部も、土日に行事があります。 

吹奏楽部は、土曜日に、課題曲講習会(かだいきょくこうしゅうかい)に参加します。 

場所は、水沢高校です。 

日曜日には、 

  吹奏楽部は甚句祭り(じんくまつり)のパレードの合同練習に加わります。 

 

野球部は、土曜日は高田(たかた)、日曜日は一関工業で練習試合です。 

弓道部は、地区予選の次の日、日曜日に、宮城県でひらかれる大会に参加します。 

各部のみなさん、 

  交通安全と、試合でのけがに気をつけて、がんばってください。 

 

以上、週末の予定でした。 
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では、天気予報です。 

 

きょう 午後の天気は、くもりで、時々 晴れ。 

 ・雨の確率は、10パーセント、 

 ・日中の 高気温は、11度、 

 ・あす朝の 低気温は、3度の見込みです。 

 

外国為替です。 

現在、1ドルは 97 円 78 銭、1ユーロ 126 円 98 銭です。 

 

今日の担当は、菊池真美(きくちまみ)・堀江葉月(ほりえはづき)・ 

  伊藤ちひろ・佐々木ナナと菅原拓(すがわらたく)でした。 

 

あすは、午前授業のため、お昼の放送はお休みします。 

次の放送は、来週の月曜日です。 

ではまた～♪ 

(音楽 FO) 

 

---------- 

-- 20090427M -- 

 

では、4月第 5週・5月第 1週の、今週の予定です。 

今週は、あさっての水曜日が昭和の日でお休みですので、登校日は、4日間です。 

 

あすは、眼科検診があります。 

眼科検診は、あしたの 2時間めです。 

前髪が目にかからないように、あすはヘアスタイルを工夫してきてください。 

 

あさっては昭和の日でお休みです。 

弓道部は、あさっては釜石に遠征します。 

きのうまでの高総体地区予選で、 

  弓道の女子個人で、3の 6の及川由佳(おいかわゆか)さんと 

           2 の 4の髙橋茉莉奈(たかはしまりな)さんが 

                           県大会通過を決めました。 

このうち、及川さんは、地区予選 2位で勢いに乗っています。 

あさっての釜石での大会でもどうぞいい結果を出してください。 

 

30 日の木曜日には、1年の産業社会と人間の授業で、農場の見学をします。 

岩高の農場では、あすあたりに仔牛(こうし)が生まれる予定です。 

うまくいけば、木曜日の授業で、1年生は産まれたばかりの仔牛もみられるでしょう。 

 

金曜日から、5月です。 

金曜日には、生徒会リーダー研修会があります。 

また、ウエイトリフティングの強化合宿が、岩高の欅館(けやきかん)で始まります。 
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土曜日から 5連休です。 

連休中の予定などについては、今週の後半の放送でお伝えします。 

以上、今週の予定でした。 

 

 

さて、きのうまでの高総体地区予選で、予選に参加したすべての部活が 

                         県大会への進出を決めました。 

おめでとうございます。 

 

高総体では、団体戦はすべて県大会からということになりますので、 

  地区予選の個人戦で敗退した部活も、県大会には出られます。 

個人戦で県大会に通過したのは、 

 ・さきほどお伝えした弓道部の女子のほか、 

 ・陸上競技は男子 14人、女子 8人の、あわせて 22人が県大会に進みます。 

 

柔道部では、1の 6の安部佳輝(あべよしき)くんが 60キロ級で 1位、 

  90 キロ級では 2 の 4の小川原諒(おがわらりょう)くんが 1位、 

        3 の 7の安部真(あんべまこと)くんが 5位、 

  100 キロ超級(ちょうきゅう)で 2 の 3の宍戸大也(ししどだいや)くんが、 

    それぞれ県大会に進出です。 

このほかの各部も、団体で男女いずれかは県大会に進みますので、 

  いまのところ、すべての部活が予選を通過したということになります。 

 

高総体は、5月 20 日(はつか)が開会式です。 

あと 3週間、どうぞ、がんばってください。 

 

---------- 

-- 20090430TH -- 

 

きょうは、生徒会のリーダー研修会が、欅館(けやきかん)でおこなわれています。 

リーダー研修会には生徒会の執行部と委員長が参加し、 

  午前中は、校長先生や生徒指導課の小田島(こだしま)先生の講話、 

  それに、新しい岩高の伝統を築くための研修がおこなわれました。 

午後には、生徒総会の準備などをおこなう予定です。 

 

では、きょうは、高総体よりも一足早く県大会の優勝を決めた 1年生を紹介します。 

ちょうど一週間前、先週の木曜日におこなわれたゴルフの大会で、 

  1 年 2組の佐藤瑠海(さとうるりか)さんが、見事に優勝しました。 

おめでとうございます。 

佐藤さんは、23日の木曜日に盛岡カントリークラブでおこなわれた 

  岩手県ジュニアゴルフ大会の女子の部に参加し、優勝しました。 
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佐藤さんは、水沢南中学校出身で、茶華道部(さかどうぶ)に所属しています。 

岩高にはゴルフの部活はありませんが、 

  中学校までの実績が認められて、 

  岩谷堂高校の選手として、ゴルフの大会に出場しています。 

 

岩手県ジュニアゴルフ大会は、中学生と高校生の出場する大会で、 

  国民体育大会の 1次予選を兼ねています。 

佐藤さんは、中学 3年生だった去年もこの大会に参加していて、 

  去年は、準優勝して、大分県(おおいたけん)でひらかれた国体にも出場しました。 

 

佐藤さんがゴルフを始めたのは、小学 4年生のときです。 

お父さん・お母さんがゴルフを始めたのにあわせて、 

  るりかさんも取り組むようになり、 

    家族の中でいちばん上達してしまいました。 

今回の大会では、パー72のコースで、90というスコアを出し、 

  同じくスコア 90の中学 1年生の選手とプレーオフをたたかって、優勝しました。 

 

佐藤さんは、 

 「プレーオフでの優勝は始めてで、緊張しました。 

  出場を認めてくれた先生方に感謝していますと話していました。 

 

佐藤さんは、7月 14 日にはじまる 2次予選に出場し、 

  9 月の新潟国体(にいがたこくたい)を目指すことになります。 

県内ではトップ選手の佐藤さんですが、 

  女子の国体ゴルフ競技は、成年女子の部しかありません。 

どうぞ、より高い目標を持って、これからも活躍してください。 

 

以上、きょうは、ゴルフの大会で優勝した 

  1 の 2の佐藤瑠海(さとうるりか)さんを紹介しました。 

 

---------- 

-- 20090501F -- 

 

あすから、5連休です。 

来週にかけての予定を、お伝えします。 

 

まず、きょうは、 

  県の農業クラブの集まりが盛岡農業高校でおこなわれています。 

農業クラブの会議には、 

  3 年 A組の髙橋葉月(たかはしはづき)さんと後藤由加利(ごとうゆかり)さんが 

    学校代表として出席しています。 
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きょうから 4日まで、 

  ウエイトリフティングの強化合宿と記録会が、岩高でひらかれます。 

会場は、ウエイトリフティング場と、欅館(けやきかん)で、 

  岩高ウエイト部からは、2年と 3年の部員 4人が参加します。 

 

あすから遠征の部もたくさんあります。 

ソフトボール部は、あすから 4日まで、 

  秋田県の由利本荘市(ゆりほんじょう)に遠征して大会に参加してきます。 

 

柔道部は、あすとあさって、 

  気仙沼で開かれる若獅子杯(わかじしはい)という大会に参加します。 

 

サッカー部はあすから 4日まで、 

  水沢工業(みずさわこうぎょう)、千厩(せんまや)、 

  不来方(こずかた)と練習試合を予定しています。 

サッカー部は、高総体地区予選で、 

 ・水沢農業に 9対 0(れい)、 

 ・水沢商業に 2対 1で勝ち、リーグ 1位で県大会に進むことになっています。 

また、アイ・ユースリーグでも 

 ・水沢一高を 6対 2で破り、 

 ・水沢工業には 1対 1の引き分けでしたが、 

    これまでのところ、勝ちが先行しているかたちです。 

連休中の練習試合でも、いい結果を期待しましょう。 

 

バスケットボール部も、三日間、館山(たてやま)の体育館で練習試合を組んでいます。 

バスケットボールは、男女とも、地区予選はありませんでした。 

試合の経験を積んで、高総体に備えてください。 

 

卓球部は、あす、黒沢尻北高で練習試合です。 

卓球部は、高総体には男子団体が出場します。 

 

野球部は 2日に盛岡三高と、4日には水沢一高と練習試合です。 

野球は、連休明けの 8日(ようか)から、春季大会の地区予選に臨みます。 

大会本番に備えた遠征が続きますが、 

  どうぞけがをしないように気をつけてがんばってください。 

 

 

文化部も、甚句祭りなどで活躍します。 

まず、茶華道(さかどう)部は、 

  あさって、えさし藤原の郷(ふじわらのさと)で、お茶会を開きます。 

藤原の郷の入場券がほしい人は、 

  茶華道(さかどう)部顧問の佐藤千恵子(さとうちえこ)先生へ、どうぞ。 
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甚句祭りに参加するのは、吹奏楽部と、鹿踊部(ししおどりぶ)、それに 1年生です。 

吹奏楽部は、あさって、甚句祭りのパレードで演奏を披露(ひろう)します。 

鹿踊部(ししおどりぶ)は、 

  4 日に、JA岩谷堂支所(じぇいえいいわやどうししょ)前で、 

    今年初めての公演(こうえん)をおこないます。 

ということで、これらの各部は、連休は、ありません。 

全部、練習です。 

活躍を期待しましょう。 

 

5 連休のあと、来週の登校日は、木曜日と金曜日の二日間となります。 

木曜日には、3年の全統マーク模試(ぜんとうまーくもし)、 

  金曜日には、全部の年次で、模擬試験(もぎしけん)などがおこなれます。 

連休中も、勉強を忘れないようにしましょう。 

 

以上、来週にかけての予定でした。 

 

---------- 

-- 20090507TH -- 

 

では、天気予報です。 

 

きょう 午後の天気は、晴れで、夕方から くもり。 

    ところにより、夜、雨でしょう。 

 ・降水確率は、午後 6時までが 10 パーセント、6時以降は 20 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、24度、 

 ・あす朝の 低気温は、12度の見込みです。 

 

きのう、農場で、仔牛が生まれました。 

予定より 8日遅れての出産でした。 

また、農場では、いま、リンゴの真っ白な花が満開です。 

リンゴの花は、このあと、おいしいリンゴをつくるために、 

  5 分の 1以下にまで つみとられます。 

リンゴの花見と、仔牛をみたい人は、 

  今週のうちに、ぜひ、農場に足を運んでみてください。 

 

---------- 

-- 20090508F -- 

 

このところの暖かさで、山にも、春が、やってきました。 

 

お昼休みの窓の外、焼石岳(やけいしだけ)をみてください。 

教室の窓から、右の方の山です。 
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山頂がとがっているのが、駒ヶ岳(こまがたけ)で、 

  その駒ヶ岳(こまがたけ)の左どなりが、焼石岳(やけいしだけ)です。 

 

焼石岳(やけいしだけ)の山頂は、あまりはっきりしていませんが、 

  いちばん高いところのすぐ下に、春が、やってきました。 

 

みなさん、よく見てください。 

山頂(さんちょう)のあたりに、 

  カタカナで、 

    ハ 

    ル  の文字が、浮かび上がっていませんか? 

 

春になって雪がとけると、 

  とけたところの黒い形や、残雪の白いところが何かの形に見えることがあります。 

このような雪どけのかたちのことを、 

  雪の形(かたち)と書いて 

   「雪形(ゆきがた)」とか、 

  雪で占う、と書いて「雪占(ゆきうら)」といいます。 

 

焼石岳(やけいしだけ)は、 

  山頂付近の雪が、ちょうどカタカナの「ハ」と「ル」の形に残るというわけです。 

焼石(やけいし)の「ハル」の文字は、 

  焼石岳のふもとの胆沢区(いさわく)では、あまりよく見えません。 

やや離れた水沢や、江刺からだと、ちょうど、いま見えるように、 

  はっきりとわかります。 

 

まだ見つけられない人のために、もう一度、場所をいいます。 

教室の窓から、右の方の山です。 

 

山頂がとがっているのが、駒ヶ岳(こまがたけ)で、 

  その駒ヶ岳(こまがたけ)の左どなりが、焼石岳(やけいしだけ)です。 

 

焼石岳(やけいしだけ)の山頂は、あまりはっきりしていませんが、 

  いちばん高いところのすぐ下に、 

    カタカナで、 

      ハ 

      ル  の文字が、浮かび上がっていますね。 

 

ちなみに、焼石岳(やけいしだけ)の右どなりの駒ヶ岳(こまがたけ)は、 

  馬のかたちの雪形(ゆきがた)に由来する地名です。 

とがった山頂のすぐ下に、 

  左を向いて走っている馬のような形をした雪形(ゆきがた)がみえます。 

 

ということで、山にも、春が、やってきました。 
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---------- 

-- 20090511M -- 

 

こんどの日曜日は、岩谷堂高校の開校記念日です。 

いまから 91年前の大正 7年の 5月 17 日に、 

  岩谷堂町立岩谷堂実科女学校 

  (いわやどうちょうりついわやどうじっかじょがっこう)の設立(せつりつ)が 

                           認可(にんか)されました。 

そのことを記念して、5月 17 日が、岩谷堂高校の開校記念日とされています。 

 

じつは、実科女学校(じっかじょがっこう)よりも 9年はやく、 

  いまからちょうど 100 年前の明治 42年に、 

   ・女子職業補習学校と 

   ・郡立江刺養蚕学校(ぐんりつえさしようさんがっこう)ができていて、 

  これらを岩谷堂高校の歴史に加えると、 

    今年が、創立 100 周年ということになります。 

 

岩谷堂農林高校は、66年前の昭和 18年に岩谷堂農林学校として創立し、 

  昭和 24 年に岩谷堂高校と統合しました。 

昭和 33年には、いま歌われている校歌が 制定されています。 

 

その後、昭和 38年に岩谷堂高校と岩谷堂農林高校は分離し、 

  今年、ふたたび統合したというわけです。 

2・3年の皆さんには、 

  先週、統合を記念してつくられた 手ぬぐいが配られました。 

手ぬぐいの色は、スクールカラーのひとつの、えんじです。 

 

こんどの日曜日の開校記念日は、新しい岩谷堂高校の出発の日でもあります。 

学校の歴史を、ちょっと振り返ってみました。 

 

---------- 

-- 20090513W -- 

 

校舎の北側でおこなわれている工事のうち、 

  旧校舎の地上部分の解体工事がきのうで終わりました。 

これにともなって、 

  きょうから、生徒玄関から西へ向かう外の通路が通れるようになりました。 

きょうからは、お掃除のゴミ捨てや、 

  第二体育館、格技場(かくぎじょう)へ向かうときは、 

    生徒玄関を出て、左に向かってとおることになります。 

 

事務室によると、このあと、旧校舎の地下の部分の解体工事がはじまるそうです。 

旧校舎の跡地(あとち)に広場ができるのは、 

  夏休み明けになる見込みです。 
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では、きょうは、陸上競技部の活躍をお伝えします。  (取材: 夏美) 

 

陸上競技部は、 

  3 年生 11 人、2年生 13人、1年生 9人(くにん)の、合計 33人で活動しています。 

先月の高総体地区予選では、男子 14人、女子 8人が予選を通過して、 

  来週開かれる高総体に進むことになっています。 

 

その陸上競技部は、先週の土日(どにち)に、春季大会に出場しました。 

春季大会は、高校生だけでなく、一般の選手や中学生も参加する、 

  県内ではもっとも規模の大きい大会です。 

岩高陸上競技部は、この大会に、 

 ・男子 16人、女子 7人、 

 ・それに、顧問の加藤修一(かとうしゅういち)先生が参加し、 

   二つの入賞がありました。 

 

入賞したのは、 

 ・3年 A組の後藤由加利(ごとうゆかり)さんと、 

 ・顧問の加藤修一先生です。 

・後藤さんは、38人が参加した女子やり投げ競技で、5位に入賞、 

・加藤先生は、一般円盤投げで、見事に優勝しました。 

 

やり投げ競技で入賞が出たのは、岩高としては、史上初(しじょうはつ)です。 

31 メートル 42の記録は、 

  後藤さんにとっても、自己ベストを大幅に更新するものでした。 

後藤さん、おめでとうございます。 

 

春季陸上競技大会のエントリーは、次のとおりです。 

男子は、 

  100 メートル競技に、 

      3 の 3 渡辺晃磁(わたなべこうじ)くん 

      3 の 6 菅野真生(かんのまさなり)くん 

      3 のアイ 佐藤駿平(さとうしゅんぺい)くん 

      2 の 5 菅原元樹(すがわらげんき)くん 

      1 の 1 菊池光一(きくちこういち)くんの 5人が出場し、 

    菅原くんの 11秒 93 が 高でした。 

200 メートル競技と 400 メートル競技には、 

  3 のアイの昆野雄大(こんのゆうだい)くんと 

  2 の 5の菊池裕輔(きくちゆうすけ)くんが出場しました。 

1500 メートル競技には 

  3 の 6 管野彰(かんのあきら)くんと 

  2 の 3 菊地勇也(きくちゆうや)くんが、 

3000 メートル障害(しょうがい)には 

  3 の 4の後藤悠(ごとうゆう)くんが、それぞれ参加しました。 
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トラック競技の花形、400 メートルリレーのメンバーは、 

  菊池くん、菅原くん、渡辺くん、昆野くんの 4人で、 

    45 秒 68(ろくはち)で、16位でした。 

 

男子のフィールド競技では、 

  3 のアイの神田孝太(かんだこうた)くんと 

       2 の 1の千田浩貴(ちだひろき)くんが走り幅跳び(はしりはばとび)に、 

  三段跳び(さんだんとび)に 3のアイの菊池泰揮(きくちたいき)くんが出場しました。 

 

女子は、 

  さきほどもお伝えしたとおり、 

    3 年 A組の後藤由加利(ごとうゆかり)さんがやり投げで 5位に入賞したほか、 

 2 の 1 今野恵理加(こんのえりか)さんが、 

   400 メートル競技に、 

 1500 メートル競技には、2の Aの小野暖奈(おのはるな)さん、 

 100 メートルハードルには、2の 4の菊地夏美(きくちなつみ)さんが出場し、 

   ハードルの菊地さんは、14位でした。 

 

フィールド競技では、 

  1 の 1の森岡京美(もりおかあつみ)さんが走り幅跳びに、 

  2 の Aの伊藤史織(いとうしおり)さんと 1の 1の岩崎碧(いわさきみどり)さんが 

                      円盤投げに、それぞれ出場しました。 

 

来週の高総体で、東北大会への期待がかかるのは、 

  やはり、やり投げの後藤さんです。 

後藤さんは、 

 「自己ベストで入賞して、自分でも驚きました。 

  東北大会を目指してがんばります」と話していました。 

 

後藤さんの今回の記録は、 

  東北大会を十分にねらえる結果でした。 

あとは、ケガとのたたかいです。 

試合の当日にベストを出せるように、気をつけて練習をしてください。 

 

以上、きょうは、陸上競技部の皆さんの活躍をお伝えしました。 

 

---------- 

-- 20090518M -- 

 

時刻は 12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

5月 18 日 月曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡が、3つ、あります。 
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まず、3年の、英検受験者に連絡です。 

3年生の英検受験者は、筆記用具を持って、 

  1 時 5分に、2階の、第 2語学実習室に集まってください。 

3年生の英検受験者は、筆記用具を持って、 

  1 時 5分に、第 2語学実習室に集まってください。 

 

次に、1年の国語学習係に連絡です。 

1年各クラスの国語学習係は、1時に、職員室に来てください。 

1年の国語学習係は、1時に、職員室に来てください。 

 

連絡の三つめ、全校生徒に、午後の日程について、連絡です。 

午後は、第一体育館で、生徒総会などがおこなわれます。 

全校生徒は、1時 20 分には体育館に移動をはじめてください。 

 

整列の方式は、全校集会の隊形で、 

  ステージに向かって左から 

    3 年 1組、3年 2組の順で、右はじが 1年 6組です。 

全校生徒は、筆記用具と議案書を持って、1時 20 分に、移動をはじめてください。 

なお、一体へのきょうの移動に限って、外履きに履き替えなくて結構です。 

一体へは、職員玄関経由で、1時 20 分に、移動してください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

生活委員会に引き続き、先週から、バドミントン部も朝の挨拶運動をしています。 

きちんと声を出して挨拶することは、すべての部活の基本です。 

バドミントン部に続く部活は、どこでしょうか。 

 

では、5月第 4週の、今週の予定です。 

 

きょうの午後は、一体での全校集会となります。 

さきほども連絡したとおり、 

  筆記用具と議案書を持って、1時 20 分に、一体への移動を始めてください。 

 

一体では、まず、交通安全マナーアップモデル校の指定がおこなわれます。 

交通安全マナーアップモデル校の指定書は、 

  江刺警察署の署長さんから 

  交通安全委員長、3の 7の及川政人(おいかわまさと)くんに手渡されます。 

このマナーアップモデル校指定書交付式(こうふしき)には、 

  マスコミもたくさん取材に来るとのことです。 

いつもどおり、りっぱに写るように心がけましょう。 

 

マナーアップモデル校指定書交付式につづいて、 

  高総体などの壮行式がおこなわれます。 
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きょう、壮行されるのは、 

  陸上競技、弓道、柔道、剣道、卓球、バドミントン、 

  ソフトテニス、ウエイトリフティング、サッカー、 

  バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、 

  硬式野球の各部と、放送委員会です。 

 

高総体に進む 12の運動部と、 

  春季大会に出場する野球部、それに放送コンテストに参加する放送委員会の代表は、 

    指定書交付式のあと、一体の外に出て、選手入場に備えてください。 

なお、選手入場は、制服のまま、おこないます。 

 

壮行式では、校長先生と生徒会長の挨拶のあと、 

  エールと精神歌、それに校歌を歌って、代表を激励します。 

各部の挨拶にも、期待しましょう。 

 

壮行式のあとは、生徒総会です。 

生徒総会では、整列のしかたが変わります。 

ホームルーム委員は、自分のクラスの整列をよろしくお願いします。 

生徒の皆さんも、教室の掲示をよくみて、自分のクラスの場所を確認しておいてください。 

生徒総会は、きょうの 7時間めまでの予定です。 

 

あすと木曜日には、3年のバイク実技講習会が江刺自動車学校でおこなわれます。 

先週は、2年生の講習会でしたが、木曜日には、雨の中、きびしい講習でした。 

今週は、天気は、大丈夫でしょう。 

 

あさっての水曜日は、高総体総合開会式です。 

高総体総合開会式には、1年全員が参加するほか、 

  応援委員、入場行進をする陸上競技部 20人、記録係の写真部 3人に、 

    引率の先生方 19人が加わって、総勢 273 人が、バス 6台で向かいます。 

会場は、盛岡の運動公園で、出発は、あさっての朝 8時半に、市役所の支所前です。 

 

また、水曜日の 2・3年は、午前授業となります。 

なお、雨の場合も、1年生は、盛岡に向かいます。 

今のところ、水曜日の降水確率は、10パーセントです。 

 

木曜日には、1年の「産業社会と人間」の授業に、 

  この 3月に岩高を卒業した先輩を招いて、講演会をおこないます。 

来校するのは、岩手大学、産業技術短期大学校などに進学した先輩と、 

  関東シート、水沢信用金庫に就職した先輩です。 

また、木曜日には、PTA 総会があります。 

ということで、お客さんの多い木曜日になります。 
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週末の大会の予定です。 

野球部は、水曜日から、春季大会です。 

春季大会は、水曜日が開会式で、 

  岩高野球部の試合は、22日の金曜日、10時から、 

    水沢高校と大船渡高校の勝者との対戦と決まりました。 

場所は、岩泉(いわいずみ)です。 

 

キャプテン 3の 3の千田浩貴(ちだひろき)くんが対戦したいと話していた花巻東とは、 

  3 試合めに当たる組み合わせになっています。 

野球の春季大会は、水曜日の開会式にはじまって、決勝戦は、来週月曜日です。 

 

高総体の陸上競技は、金曜日から、会場は、北上です。 

陸上競技は、自分との戦いです。 

試合当日に自己ベストが出せるよう、体調管理をしっかりやってください。 

陸上競技の高総体は、金曜日から、来週月曜日までです。 

以上、今週の予定をお伝えしました。 

 

けさ、西の空、駒ヶ岳(こまがたけ)の方向に、 

  うっすらと、虹がかかっていました。 

虹の色は、地面に近い方が 紫、上が 赤ですが、 

  虹がダブルで出ると、外側の虹の色が逆転して、 

    内側が赤、外側が紫になります。 

なんでダブルの虹の色が違うのか知っている人は、放送室にお知らせください。 

 

では、天気予報です。 

きょう 午後の天気は、晴れで、時々 くもり。 

 ・雨の確率は、10パーセント、 

 ・日中の 高気温は、19度、 

 ・あす朝の 低気温は、9度の見込みです。 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

一週間前と比べて、ドルは 3円近く、ユーロは 7円近く円高になっていて、 

  現在、1ドルは 94 円 76 銭、1ユーロ 127 円 33 銭です。 

今日の担当は、及川拓也(おいかわたくや)・菅原拓(すがわらたく)・ 

  菊地夏美(きくちなつみ)と山路愛里(やまじあいり)でした。 

では、またあした♪ 

(音楽 FO) 

 

---------- 

-- 20090519TU -- 

 

きょうは、3時間めから、岩高の田んぼで、田植えがおこなわれています。 

この田植えは、生産技術科の実習としておこなわれるもので、 

  午前中には、 

    3 の Aの皆さんが、田植機(たうえき)を使って、ひとめぼれを植えました。 
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岩高の田んぼは、農林坂の下のローソンから、 

  さらに南に 300 メートルぐらいのところにあります。 

広さは、およそ 1ヘクタール、  野球場と同じぐらいです。 

お米は、10アールで 10俵(ぴょう) およそ 600 キロとれますので、 

  きょう植えたお米は、秋には、6トン、   14 万円ぐらいになります。 

 

田植えの授業は、3時間めに始まりましたが、 

  その前に、田植えの下見にいったクラスがあります。 

2時間めの「日本文化史」の授業の皆さんです。 

 

学校から歩いて 15分ぐらいの田んぼに行った日本文化史選択の皆さんは、 

  農業の先生方から説明を聞いて、 

    田植えの準備を見学しました。 

3の 3の渡辺晃磁(わたなべこうじ)くんは、 

  クラスを代表して田植機に乗り、6列分、田植えをしました。 

渡辺くんは、陸上競技部で、100 メートル競技に取り組んでいますが、 

  きょうは、100 メートルを、およそ 5分かけて、まっすぐ、植えました。 

ちなみに、渡辺くんが運転したヰセキの田植機は、1台 300 万円だそうです。 

渡辺くんの植えたひとめぼれは、秋には、2000 円ぐらいのお米になるはずです。 

 

きょうの田植え、午後も、3年 A組の皆さんが仕上げます。 

岩高でしか受けられない授業を、どうぞ楽しんできてください。 

 

---------- 

-- 20090521TH -- 

 

きょうの 1年の「産業社会と人間」の授業に、 

  この 3月に岩高を卒業した先輩、5人がいらっしゃいました。 

高橋明(たかはしあきら)さん、新田雄司(にったゆうじ)さん、 

  及川和磨(おいかわかずま)さん、 

    菅野舞(かんのまい)さんと、小野千鶴(おのちづる)さんです。 

高橋さんは、岩手大学工学部、 

  新田さんは産業技術短期大学校、 

    及川さんは、北日本ハイテクニカルクッキングカレッジに 

                            それぞれ進学しました。 

菅野さんは、関東シート北上の江刺工場、 

  小野さんは、水沢信用金庫におつとめです。 

1年生は、5人の先輩の高校生活などを聞いて、 

  自分の進路について、考えました。 

3年後に同じように後輩に話をするのは、誰でしょうか。 

 

また、きょうの夕方には、PTA 総会があり、およそ 50人の方がみえます。 

ということで、お客さんの多い木曜日、 

  暑さにまけないさわやかな挨拶を心がけましょう。 
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さて、きょうから、野球部と陸上競技部の大会がはじまりました。 

野球部は、きのう、宮古市でおこなわれた春季大会の開会式に参加し、 

  あすの試合に臨みます。 

岩高の試合は、あすの 10時からで、 

  きょうは、対戦相手となる水沢と大船渡の試合を見ているはずです。 

あすの試合の結果については、 

  あしたのお昼の放送で紹介できる見込みです。 

 

陸上競技部は、あすからの高総体に備えて、 

  県大会メンバーが、きょう、北上にはいりました。 

陸上高総体は、あすから月曜日までの 4日間の日程です。 

 

きのうの高総体開会式には、 

  岩高から、1年生 215 人、陸上競技部 20 人、応援委員 21人、写真部 3人と、 

    引率の先生方 19人の、あわせて 278 人が参加しました。 

朝 8時半に江刺総合支所を出発した岩高応援団は、 

  11 時すぎには盛岡の運動公園の応援席につきました。 

運動公園には、県内 88の高校、およそ 1万 5千人があつまって、 

  それぞれの学校の校歌や応援歌で気勢をあげていました。 

岩高の隣は盛岡一高で、 

  伝統のバンカラ応援をしていました。 

岩高は、生徒の半分以上を占める女子の甲高い(かんだかい)声で、 

  たいへん目立っていました。 

 

開会式は、予定どおり 12時 40 分にはじまり、 

  岩高は、3の 4の後藤悠(ごとうゆう)くんを先頭に、 

    陸上競技部の 20人で、堂々の入場行進をしました。 

 

開会式のあと、ふたたび応援の時間になり、 

  岩高は、黄色い歓声(かんせい)の中、 

    応援委員が、伝統の「岩高音頭」をフィールドで繰り広げました。 

 

この高総体開会式の様子は、 

  きのうのテレビや、きょうの新聞でも大きく取り上げられています。 

きのうの気合いが、きょうからはじまった競技につづいていることでしょう。 

 

ところで、きのうの応援活動で活躍した 2の 5の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんは、 

  高総体に先立って、馬術の大会に出場しました。 

この、瀬戸くんの話題です。      (取材: 夏美) 

 

2 の 5の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんは、 

  茶華道部(さかどうぶ)に所属していますが、 

    個人で、馬術にも取り組んでいます。 
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瀬戸くんは、先週の金曜日から日曜日までの三日間、 

  (ふくしまけいばじょう じょうちょうはい ばじゅつたいかい) 

  福島競馬場場長杯馬術大会という大会に参加してきました。 

 

大会は、12の競技からなり、 

  このうち、瀬戸くんは、 

   ・2段階障害飛越競技(にだんかいしょうがいひえつきょうぎ)で 13 位、 

   ・障害飛越競技(しょうがいひえつきょうぎ)で 9 位に入りました。 

おめでとうございます。 

 

馬術は、 

 ・馬に乗り、 

 ・手綱(たづな)を使って馬とコンタクトを取りながら 

 ・障害を飛んだり規定の行動をさせる競技です。 

 

瀬戸くんの家族は、以前から馬術に取り組んでいて、 

  瀬戸くんも、小さい頃から自然に馬術をやっていました。 

本格的に大会に参加するようになったのは、高校に入ってからだそうです。 

 

瀬戸くんは、 

 「今回は、障害競技だけに参加しました。 

  ほかの県の高校生や一般選手のレベルの高さに驚きました」と話していました。 

 

馬術は、高体連にもちゃんと部門があります。 

ただし、馬術部がある学校は、県内では、水沢農業高校だけです。 

水沢農業には、馬術をやりたくて、福島県から入学した生徒もいるそうです。 

 

馬術の全国大会は、 

  インターハイとは別に、全日本高校馬術競技大会として、団体戦がおこなわれます。 

瀬戸くんは、岩高ではたった一人の馬術選手ですので、 

  この大会を目指すことはできません。 

それでも、自分で選んだ馬術競技への思いは、ほかの選手とかわりはありません。 

どうぞ、自分の目標に向かって、これからもがんばってください。 

 

 

---------- 

-- 20090528TH -- 

 

きのうおこなわれた「全日本田植え選手権大会」で、 

  3 年アイ組のメンバーで参加した岩高チームが、見事、優勝しました。 

おめでとうございます。      (取材: 拓也) 

 

全日本田植え選手権大会は、水沢農業高校の農業クラブが主催する大会で、 

  今年で、56回めとなる、伝統ある競技会です。 
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今年は、岩高 3年アイ組や水沢農業高校の 9 チームのほか、 

  県内からは、花巻農業、千厩(せんまや)高校、 

  宮城県の、小牛田農林(こごたのうりん)、柴田農林(しばたのうりん)など、 

    高校生 16チーム、一般 8チームの、あわせて 24チームが参加しました。 

 

岩高からは、3年アイ組の 

  伊東眞也(いとうしんや)くん、 

  上野晃寛(うえのあきひろ)くん、 

  遠藤涼太(えんどうりょうた)くん、 

  及川和紀(おいかわかずき)くん、 

  小原康宏(おばらやすひろ)くん、 

  神田孝太(かんだこうた)くん、 

  菊池泰揮(きくちたいき)くん、 

  佐藤駿平(さとうしゅんぺい)くんと、 

  菅原清貴(すがわらきよたか)くんの 9人でチームを組んで出場しました。 

 

競技は、3株ずつ、3列に、一人 8メートルずつ手で苗を植え、 

  それを 11人でリレーする方式です。 

8メートルかける 11人の 88メートルのコースで、 

  この 88 メートルという距離は、漢字の「米」を分解した八十八にちなんでいます。 

レースは、スピードと、田植えの正確さを、競います。 

 

きのうの大会は、田植えのリレーが終わった段階で、 

  岩高が水農に次いで、暫定(ざんてい)2位でした。 

3のアイのメンバーは、 

  きのうの 7時間めに大講義室での農業クラブの発表を控えていたため、 

    閉会式の成績発表には出ないで、岩高に戻ってきました。 

ところが、リレーのあとに審判員がおこなった技術チェックの結果、 

  岩高チームが水農チームを逆転し、 

    終成績で、高校の部の 1位になりました。 

岩高のメンバーに結果が届いたのは 7時間めの意見発表会のときで、 

  全国優勝に驚いた様子でした。 

 

選手として参加した小原康宏(おばらやすひろ)くんは、 

 「アウェーでの戦いだったが、うまくできました」と 

    テレビや新聞の取材にこたえていました。 

大会を引率した小野先生は、 

 「ほかの学校の生徒との交流を深めて 

    楽しく農業を学ぶことを目標に参加しました。 

  いい思い出になったと思います」と話していました。 

 

きのうの大会の様子は、NHK の全国ニュースでも放送されました。 

岩手日報や岩手日日新聞にも取り上げられていますので、 

  図書室で、ぜひ、読んでみてください。 
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全国優勝のトロフィーと賞状は、あとから送られてくるそうです。 

3のアイの皆さん、おつかれさまでした。 

 

以上、きのうの全日本田植え選手権大会で優勝した 

  3 年アイ組の話題でした。 

 

---------- 

-- 20090602TU -- 

 

先週の金曜日から日曜日にかけて、盛岡の県営武道館で、弓道の高総体がおこなわれ、 

  3 年 2組の関口ゆりか(せきぐちゆりか)さんが、個人戦で 5位に入賞しました。 

おめでとうございます。      (取材: 拓) 

 

弓道の高総体に、岩高弓道部からは、男女それぞれ 8人が出場し、 

  団体戦と個人戦に臨みました。 

男子の団体は、 

男子は、3の 6菅原拓(すがわらたく)くん、3の 5菊地紘幸(きくちひろゆき)くん、 

  2 の 4佐藤輝徳(さとうてるのり)くんと木村航(きむらこう)くん、 

  3 の 6村口拓也(むらぐちたくや)くんの 5人で予選のひと立ちめを戦い、 

    20 射 7中でした。 

ふた立ちめは、3の4の髙橋雄平(たかはしゆうへい)くんが入って20射8中としましたが、 

  合計 40 射 15 中で、準決勝には進めませんでした。 

男子部長の 3の 6 後藤優紀(ごとうゆうき)くんは、 

 「精一杯戦ったので悔いはない。 高の 3 年間でした」と話していました。 

 

女子の団体は、 

  ひと立ちめが 20射 8中、ふた立ちめは 20射 13 中で予選を通過し、 

    ベスト 16による準決勝に進みました。 

女子団体のメンバーは、 

  3 の 6の及川由佳(おいかわゆか)さん、3の 4宮舘亜希(みやだてあき)さん、 

  3 の 1菊池真美(きくちまみ)さん、3の 2関口ゆりか(せきぐちゆりか)さんと、 

  3 の 6の石田美華(いしだみか)さんでした。 

しかし、女子団体も、ベスト 16からベストエイトを選ぶ競射(きょうしゃ)で敗れ、 

  団体での入賞はなりませんでした。 

 

弓道の個人戦は、団体戦での各選手の個人成績が予選を兼ねています。 

関口さんは、予選を 8射 8中で通過しました。 

弓道では、放った矢がすべて当たることを、皆中(かいちゅう)といいます。 

皆中(かいちゅう)だった関口さんは、もちろん、予選トップでした。 

また、及川さんも、予選 8射 6中で、ベスト 16の準決勝に進みました。 
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この二人のうち、関口さんは、7人が出場する決勝に進出しました。 

ところが、関口さんは、 

  決勝の直前に、それまで使っていた弓の弦(つる)が切れてしまい、 

    いつもとは違う弓で決勝を戦わなくてはならなくなりました。 

そのせいもあって、 後にベストを尽くすことができず、 

  惜しくも、個人戦 5位に終わりました。 

5位だった関口さんは、インターハイには進めませんが、 

  6 月 27 日に宮城県でおこなわれる東北大会に、出場します。 

 

今回の経験をいかして、次の東北大会では、さらにいい結果を出してください。 

弓道部の皆さん、おつかれさまでした。 

 

---------- 

-- 20090603W -- 

 

きょうは、岩谷堂小学校のおともだち、98人が、 

  農場の野菜畑にやってきて、サツマイモを植えました。 

9時にバス 2台でやってきた岩谷堂小学校の 1年生は、 

  2・3年の A組・I組のボランティア委員、農業クラブ委員と、 

    2 年 A組の果樹専攻班(かじゅせんこうはん)の皆さんに手伝ってもらって、 

  上手に、サツマイモを植えました。 

この行事は、20年以上前からおこなわれていますので、 

  皆さんの中にも、小学生の時に岩農の農場に来た人もいると思います。 

 

あさっての金曜日にも、金ヶ崎小学校の皆さんが遠足に来ます。 

小学生は、将来の岩高生です。 

協力した A組・I組の皆さん、おつかれさまでした。 

 

---------- 

-- 20090604TH -- 

 

きょうは、バレーボール部、剣道部などが公欠です。 

高総体の各種目、どのように展開しているでしょうか。 

 

いま、岩高で、もっともインターハイに近いのが、ウエイトリフティング部です。 

ウエイトリフティングの高総体は、あさっての土曜日に、 

  地元、江刺の中央体育館で開かれます。 

きょうは、インターハイへの期待を込めて、 

  ウエイトリフティング部を、紹介します。   (取材: 拓也) 

 

岩高のウエイトリフティング部は、1964 年、東京オリンピックの年にできた、 

  県内でもっとも歴史のある部です。 

これまで、何度もインターハイや国体で入賞していて、 

  昭和 61 年と平成 18年には、全国優勝した選手も出ています。 
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いま、ウエイトリフティング部には、 

  1 年生ふたり、2年生 5人、3年生ふたりの、あわせて 9人の部員がいて、 

    毎日、自分の限界に挑戦しています。 

顧問の小野先生も、 

  高校時代からウエイトリフティングに取り組んでいて、 

    インターハイや国体に出場してきました。 

ずっとウエイトリフティングに関わってきた小野先生は、 

  今年の岩高の選手に、たいへん期待をしています。 

 

ウエイトリフティング競技は、スナッチとジャークの 2種目の合計で、順位を競います。 

バーベルを一気に上げるのが、スナッチ、 

  一度肩に乗せてから上げるのが、ジャークです。 

 

選手は、体重別に、9つの階級に分かれて、スナッチとジャークの合計を競います。 

練習は、自分の限界との戦いです。 

一人一人が目標をもって、自分の限界を上げる努力を、毎日重ねています。 

たとえば、1年後に 60キロ上乗せするために、 

  一か月に 5キロずつ、一週間に 1キロずつ、というように考えて、 

    地道に、毎日の活動をしています。 

 

たったひとりの孤独なスポーツのように思われがちなウエイトリフティングですが、 

  岩高のウエイト部は、ちょっと、違います。 

岩高では、練習で自己新記録に挑戦するとき、部員全員で応援します。 

みんなの激励で、がんばる気持ちがわいてくるのだそうです。 

 

放送委員会では、いろいろな部活におじゃまして、取材をしてきました。 

でも、毎日お互いにほめあう部活は、ウエイトリフティング部以外に、ありません。 

ほめられ、たたえられて、力を伸ばしている、 

  それが、岩高のウエイトリフティング部です。 

きっと、来週の放送では、吉報をお伝えできると思います。 

 

以上、ウエイトリフティング部の紹介でした。 

 

---------- 

-- 20090608M -- 

 

高総体、おつかれさまでした。 

きのうで高総体の各種目が終わり、 

  岩高からは、ウエイトリフティング部の3人がインターハイに進むことになりました。 

奈良県橿原市(かしはらし)で 7月 28 日からおこなわれるインターハイ進出を決めたのは、 

 ・62 キロ級 1位、3年 A組の及川研司(おいかわけんじ)くん、 

 ・94 キロ級 1位、2年 I組 後藤清隆(ごとうきよたか)くん、 

 ・85 キロ級 2位、2年 A組 佐藤椋一(さとうけいいち)くんの 3人です。 

おめでとうございます。 
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また、わたしたち、放送委員会も、全国大会に進みます。 

先週金曜日に県民会館でおこなわれた放送コンテストの県大会で、 

  ラジオドキュメント部門で 3位にあたる優良賞を受賞し、 

    7 月 21 日から東京の NHK ホールなどでおこなわれる 

                      全国大会に進むことになりました。 

入賞したのは、先週木曜日のお昼の放送でお聞きいただいた、 

  鹿踊部(ししおどりぶ)を紹介する番組でした。 

皆さんの応援、ありがとうございました。 

 

---------- 

-- 20090609TU -- 

 

前期中間考査まで、あと、1週間となりました。 

きょうから、職員室は、入室が制限されています。 

先生方に用事があるときは、職員室の入口で先生の名前を呼んでください。 

職員室の先生方の席は、 

 ・1年次の先生方は、入って左の北側、 

 ・2年次の先生方は、正面、 

 ・3年次の先生方は、右側です。 

 

部活動は禁止です。 

大会直前ということで、特別に、放課後 1時間程度の活動が認められているのは、 

  ウエイトリフティング・弓道・陸上競技・鹿踊の各部と放送の、選手だけです。 

そのほかの皆さんは、思い切り勉強しましょう。 

放課後の補習や自習には、真剣に取り組みましょう。 

このお昼休みも、英検に備えた特別講座がおこなわれています。 

教室や廊下で騒いだりせず、テスト前ぐらいは、お昼休みも、予習と復習にあてましょう。 

 

では、先週の高総体の種目から、 

  インターハイ進出を決めたウエイトリフティング部などの活躍をお伝えします。 

 

ウエイトリフティングの高総体は、先週の土曜日に、江刺中央体育館で開かれました。 

岩高からは、6人の選手が出場し、 

  全員が 3位以内に入り、3人が、インターハイと東北大会に進むことになりました。 

おめでとうございます。      (取材: 拓也) 

 

ウエイトリフティング高総体の結果は、次のとおりです。 

・53 キロ級、1の 4の艾幸太(よもぎこうた)くんが、3位、 

・62 キロ級、3年 A組の及川研司(おいかわけんじ)くんが 1位で、インターハイ進出、 

・85 キロ級、2年 A組 佐藤椋一(さとうけいいち)くんが 2位で、インターハイ進出、 

・94 キロ級、2年アイ組 後藤清隆(ごとうきよたか)くんが 1位で、インターハイ進出、 

・同じく 94キロ級、2年アイ組 菊地拓也(きくちたくや)くんは、2位、 

・105 キロ級 2年アイ組 菅野和正(かんのかずまさ)くんは、3位で、 

  それぞれの選手の成績の合計で競う学校対抗は、3位でした。 
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62 キロ級でスナッチ 73キロ・ジャーク 95キロの 162 キロをあげて 1位になった 

                                 及川くんは、 

 「全力を出せるように全力でやった。 

  インターハイでは今回以上の結果を残したい」と話していました。 

 

85 キロ級でスナッチ 84キロ・ジャーク 108 キロの 192 キロをあげて 2位になった 

                                 佐藤くんは、 

 「絶対にインターハイに行くと思ってがんばった。 

  県の代表として悔いのない戦いをしてきたい」と話していました。 

 

94 キロ級の後藤くんは、スナッチ 100 キロ・ジャーク 125 キロの 225 キロで、 

  自己新記録での、優勝でした。 

後藤くんは、 

 「一本を確実にとろうと思って試技(しぎ)に臨(のぞ)んだ。 

  自分の課題を直して、さらにいい結果を出せるようにしたい」と話していました。 

 

ウエイトリフティング部は、6月 26 日から、東北大会を控えています。 

そして、インターハイは、7月 28 日から、 

  奈良県の橿原市(かしはらし)でひらかれます。 

 

奈良の夏は、夜中までずーっと、暑いです。 

厳しい暑さに負けないからだをつくって、全国大会でも活躍してください。 

 

---------- 

-- 20090610W -- 

 

皆さんもご存じのとおり、きのう、盛岡市で、 

  新型インフルエンザに感染した人が出ました。 

 

岩手県は、きのう、盛岡市の 36歳の女性が、 

  新型インフルエンザに感染しているのを確認したと発表しました。 

東北地方では、初めての感染確認です。 

 

岩手県によりますと、この女性は、盛岡市の飲食店で働いていて、 

  先週金曜日にこのお店をおとずれた人から感染したものとみられます。 

金曜日にお店を訪れたのは、 

  千葉県船橋市(ちばけんふなばしし)の中学生たちで、 

    修学旅行先の盛岡市で、1時間半ほど昼食をとったとのことです。 

感染した女性は、生徒の出迎えや見送りをしていました。 

 

感染源となった可能性が高い千葉県の修学旅行生は、 

  先週の水曜日から金曜日にかけて岩手県内に滞在しました。 

千葉に戻ったあと、新型インフルエンザに感染していることがわかりました。 
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盛岡市の女性は、日曜日ごろから頭痛と のどの痛みなどがあり、 

  きのう、病院で検査を受けたところ、新型インフルエンザの感染がわかりました。 

いまは、盛岡市内の病院に入院していて、容体(ようだい)は安定しています。 

 

県内で千葉県の修学旅行生と接触した人は、400 人以上いて、 

  保健所で調査をしています。 

 

岩手県は、きのうの夜に対策本部会議を開きました。 

現時点(げんじてん)では、感染拡大の恐れは小さいとして、 

  学校などの臨時休校などはせず、様子を見守るとしています。 

 

県では、 

 ・38 度以上の熱やせき、それに のどの痛みなど、 

    インフルエンザを疑わせる症状が出たときには、 

 ・発熱相談センターに相談するよう呼びかけています。 

奥州市の発熱相談センターは、水沢区の、奥州保健所です。 

 

また、みなさんも、手洗い・うがいと、十分な睡眠で、 

  体調をくずさないように心がけてください。 

テストまで、あと 6日ということで、 

  夜遅くまで勉強していると思いますが、 

    睡眠時間は、きちんと確保しましょう。 

 

以上、県内で初めて感染者が出た、新型インフルエンザの情報でした。 

 

 

きのう、九州から東海地方が梅雨入り(つゆいり)しました。 

きょうのうちに、関東や東北南部まで梅雨入りするかもしれません。 

 

岩手県の梅雨入りの平年日(へいねんび)は、6月 12 日で、 

  去年は 6月 23 日、おととしは 6月 29 日でした。 

 

では、きょう、このあとの天気です。 

 

きょう 午後の天気は、晴れ のち くもりで、夜遅く 雨。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 30 パーセント、6時以降は 60 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、23度、 

 ・あす朝の 低気温は、16度の見込みです。 

あすは、一日、雨の予報です。 

交通事故にあわないよう、早めの行動を心がけましょう。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 97 円 50 銭、1ユーロ 137 円 12 銭です。 
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今日の担当は、菅原拓(すがわらたく)・及川拓也(おいかわたくや)・ 

  菊地夏美(きくちなつみ)・千葉咲枝(ちばさきえ)・萩原千尋(はぎわらちひろ)と 

                        山路愛里(やまじあいり)でした。 

では、またあした♪ 

(音楽 FO) 

 

---------- 

-- 20090611TH -- 

 

時刻は 12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

6月 11 日 木曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、保健委員に、古紙回収(こしかいしゅう)の連絡です。 

保健委員は、1時 5分に、1階の、会議室に集まってください。 

 

古紙回収(こしかいしゅう)をおこないますので、 

  保健委員は、1時 5分に、会議室に集まってください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

きょうは、先週の高総体の種目から、剣道、ソフトテニス、バドミントンと 

  ソフトボールの各部の活躍をお伝えします。 

 

まず、剣道です。       (取材: 拓也) 

 

剣道の高総体は、先週の金曜日から、二戸でおこなわれました。 

岩高からは、男女の団体と個人にエントリーしました。 

 

男子団体のメンバーは、 

 先鋒(せんぽう)が 2 のアイ 重松大海(しげまつひろうみ)くん、 

 次鋒(じほう)が 3 の 1 門脇龍也(かどわきりゅうや)くん、 

 中堅(ちゅうけん)は 3 の 4 及川玲於奈(おいかわれおな)くん、 

 副将(ふくしょう) 3 の 2 横塚拓哉(よこづかたくや)くん、 

 大将(たいしょう)3の 7 川端一輝(かわばたかずき)くんの 5人です。 

試合は、江南義塾(こうなんぎじゅく)に 2 対 3、釜石高校に 1対 4で、 

  残念ながら 1勝はなりませんでした。 
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女子は、1・2年生のチームです。 

団体メンバーは、 

 先鋒(せんぽう)が 1 の 1 遠藤幸(えんどうさち)さん、 

 次鋒(じほう)は 1 の 2 藤原めぐみ(ふじわらめぐみ)さん、 

 中堅(ちゅうけん) 2 の 1 柏崎沙織(かしわざきさおり)さん、 

 副将(ふくしょう) 2 の 5 菅原有麻(すがわらゆま)さん、 

 大将(たいしょう) 2 の 1 及川志穂(おいかわしほ)さんの 5人で、 

   こちらは、 

     盛岡商業に 2対 2で引き分け、 

     福岡に 0対 5で敗れたあと、ベスト 16決定戦に進みました。 

しかし、花巻東に惜しくも 1対 2でやぶれ、3試合で高総体を終えました。 

 

個人戦には、男女それぞれ二人ずつ出場しました。 

・川端一輝(かわばたかずき)くん、横塚拓哉(よこづかたくや)くん、 

・及川志穂(おいかわしほ)さん、菅原有麻(すがわらゆま)さんの 4人で、 

   このうち、横塚(よこづか)くんと菅原さんは、2回戦まで進みました。 

 

部長、3の 4の及川玲於奈(おいかわれおな)くんは、 

 「今までの集大成と思って臨んだ。 

  3 年間、このメンバーでやれたことを誇りに思います」と話していました。 

 

次は、ソフトテニスです。     (取材: 綾菜・由梨佳) 

ソフトテニスの高総体は、先週の土曜日に、 

  北上の和賀川グリーンパークでおこなわれ、 

    岩高からは、女子の団体に出場しました。 

 

岩高のメンバーは、3つのペアとも、3年生と 2年生の組み合わせでした。 

  第 1ペアが 

    3 の 1佐藤智美(さとうともみ)さんと 2の 4菅原智春(すがわらちはる)さん、 

  第 2ペアは 

    3 の 4菅野夏美(かんのなつみ)さんと 2の 3佐藤美鈴(さとうみすず)さん、 

  第 3ペアが 

    3 の 4中村恵理(なかむらえり)さんと 2の 5平奈々(たいらなな)さんでした。 

 

試合は、住田(すみた)高校と対戦し、 

  第 1ペアが 4対 1で、まず、先に、一つとりましたが、 

    第 2ペアと第 3ペアは、逆に 1 対 4 でとられてしまい、 

      結局、1対 2で、初戦突破はなりませんでした。 

 

3 年生は、高総体で引退です。 

練習の成果を出し切ったことを胸に、次の目標に向かって進んでいってください。 
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次は、バドミントンです。      (取材: 拓) 

 

バドミントンの高総体は、先週の金曜日から、北上総合体育館でおこなわれました。 

岩高からは、男子と女子の団体戦に出場しました。 

 

結果は、 

  男子が、1回戦の一関学院に 3対 0で勝ち、 

    2 回戦で 花巻北と対戦し、0対 3でやぶれました。 

女子は、2回戦からの出場で、 

  初戦の盛岡女子を 3対 0でやぶりましたが、 

    次の専大北上との 3回戦は、1 対 3 で敗退しました。 

 

男子部長、3の 6の佐々木浩紀(ささきひろき)くんは、 

 「目標のベストエイトに入れなかったのが残念です。 

  1・2年生は、この悔しさを忘れないでほしい」と話していました。 

 

 

次は、ソフトボールです。      (取材: 愛里) 

 

ソフトボールの高総体は、7日の日曜日に、石鳥谷(いしどりや)でおこなわれました。 

岩高ソフトボール部は、初戦で、福岡高校と対戦しました。 

 

岩高のピッチャーは、2の 2の菊池郁美(きくちいくみ)さんでした。 

また、攻撃も、 

 ・2番、3の 2の及川未来(おいかわみく)さんは、すべての打席で出塁、 

 ・3の 7の佐々木美幸(ささきみゆき)さんは、2打点を上げるなど 

    打線もうまくつながって、5対 5 で 7回まで進みました。 

 

試合は、延長戦にあたる「タイブレーク」に入り、 

  8 回に福岡が 1点を入れ、残念ながら、5対 6で、敗れました。 

 

今年からソフトボール部の指揮を執っている顧問の黄川田先生は、 

 「いい試合だった。 

  今後の課題は、技術面以外の部分です」と話していました。 

 

 

7 日のソフトボールで、岩高の高総体は、すべての種目が、終わりました。 

これで引退となる 3年生の皆さん、おつかれさまでした。 

1・2年の皆さんは、 

  競った試合をものにできるように、 

    心の面、精神面をきたえていきましょう。 

精神面を鍛えるには、何事にも真剣に取り組むことが必要です。 

まずは、来週の考査に向けて、真剣に、勉強しましょう。 

以上、高総体での各部の活躍を、お伝えしました。 
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---------- 

-- 20090612F -- 

 

きょうは、高総体の 中におこなわれた、 

  二つの個人競技の大会での岩高生の活躍をお伝えします。 

二つの大会とは、馬術と、ゴルフです。 

どちらも上位大会への進出など、すばらしい結果が出ています。 

 

では、まず、1年 2組の佐藤瑠海(さとうるりか)さんが出場した、 

  ゴルフの大会の模様を、どうぞ。    (取材: 咲枝・千尋) 

 

先週の木曜日と金曜日に、 

  全国高校ゴルフ選手権大会の東北大会が、秋田市でおこなわれ、 

  1 の 2の佐藤瑠海(さとうるりか)さんが出場しました。 

 

佐藤さんは、4月の岩手県ジュニアゴルフ大会で優勝していて、 

  今回は、東北大会への挑戦です。 

秋田カントリークラブで二日間にわたっておこなわれた試合の結果は、 

 ・初日の木曜日が、スコア 84、 

 ・二日めは、スコア 89で、総合成績は、19位でした。 

 

県内では敵無しの佐藤さんですが、 

  県大会よりいいスコアで、自分でも納得のいくプレーができたにもかかわらず、 

    強敵ぞろいの東北大会では、上位に入ることはできませんでした。 

 

佐藤さんは、 

 「上位の選手は、自分よりもっともっと練習しているんだと思います。 

  より真剣に練習しなくてはならないと感じました」と話していました。 

 

岩高でただ一人ゴルフに取り組んでいる佐藤さんの目標は、国体での活躍です。 

国体出場は、5回の大会の総合成績で決まるとのことです。 

勉強との両立をはかりながら、国体出場も勝ち取ってください。 

 

 

次は、2年 5組の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんが取り組んでいる馬術競技です。 

         (取材: 夏美) 

先週の土曜日と日曜日に、 

  県民体育大会の馬術競技大会が水沢競馬場の馬術馬場(ばじゅつばば)でおこなわれ 

  2 の 5の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんが、1位と 2位を獲得して、 

    東北大会への進出を決めました。 

おめでとうございます。 

 

県民体育大会は、一般の選手向けとしては、県内 大の大会で、 

  競技によっては、国体の予選を兼ねています。 
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先週の土曜日に、この県民体の 初の競技、馬術の大会がおこなわれました。 

大会には、水沢農業高校や岩手大学の馬術部なども出場しました。 

2の 5の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんは、 

  少年の部の、スピード アンド ハンディネス競技に出場し、 

   ・ガーデンフラワー号という馬に乗って、1位、 

   ・マルスヴェリタ号という馬に乗って、2位になり、 

      トップの成績で、東北総体(とうほくそうたい)進出を決めました。 

瀬戸くんは、 

 「強い気持ちで競技に臨むことができ、充実した大会だった」と話していました。 

 

馬術の国体に出場するには、 

  東北総体で上位に入らなくてはなりません。 

瀬戸くんは、テスト明けにおこなわれる八丸大会というローカル大会で経験を積み、 

  8 月の東北総体に備えるとのことです。 

 

ということで、来月には、また、瀬戸くんの活躍をお伝えしたいと思います。 

これからも、がんばってください。 

 

以上、きょうは、ゴルフと馬術の大会での岩高生の活躍を、紹介しました。 

 

 

このところ、岩高や同窓会の名をかたって、 

  皆さんや卒業生の住所や電話番号を聞き出そうとする不審電話が相次いでいます。 

岩高や同窓会では、電話で皆さんの住所や電話番号を聞くことは、ありません。 

そのような電話があっても応対しないように、 

  きょう、おうちの人につたえてください。 

住所や電話番号などを聞く電話には、応対しないように、伝えてください。 

 

では、天気予報です。 

 

きょう 午後の天気は、晴れ 時々 くもりで、 

    ところにより、夜、雨になるでしょう。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 10 パーセント、6時以降は 20 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、26度、 

 ・あす朝の 低気温は、13度の見込みです。 

 

気象台は、きのう、東北地方北部も梅雨(つゆ)に入ったとみられると発表しました。 

入梅(にゅうばい)の日に梅雨入りしたわけですが、 

  6 月 11 日の梅雨入りは、 

    平年より 1日早く、 

    去年よりは 12 日早かったことになります。 

といっても、きょうは、このとおり、からっとした天気になっています。 

次の雨は、テストの初日の、来週火曜日ごろの見込みです。 
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外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 97 円 71 銭、1ユーロ 137 円 84 銭です。 

 

今日の担当は、菅原拓(すがわらたく)・及川拓也(おいかわたくや)・ 

  菊地夏美(きくちなつみ)・千葉咲枝(ちばさきえ)・萩原千尋(はぎわらちひろ)・ 

  勝山綾菜(かつやまあやな)・矢吹由梨佳(やぶきゆりか)と 

                        山路愛里(やまじあいり)でした。 

 

週末です。 

貴重品の管理と、自転車の二重ロックを心がけましょう。 

バイクの鍵のつけっぱなしは、ぜったいにやめましょう。 

 

では、また来週～♪ 

(音楽 FO) 

 

---------- 

-- 20090615M -- 

 

先週の木曜日に、保健委員会が、古紙の回収をおこないました。 

これは、各クラスにおいていた古紙回収箱に集まった紙をまとめたもので、 

  21 のクラスから集まった古紙は、全部で、47.8 キロになりました。 

これは、A4のざら紙だと、7966 枚分にあたります。 

 

古紙回収は、旧農林高校ではじめたもので、 

  今回も、3年 A組が 8.5 キロ、3年アイ組が 6.3 キロと、 

    とびぬけて多くなりました。 

3A の 8.45 キロは、1年次 6クラスの合計よりも多い量でした。 

 

リサイクル量がもっとも少なかったのは、1年 1組ですが、 

  1 の 1には、裏が使える紙を再利用するボックスがあって、 

    裏紙を、計算用紙などにリユースしているそうです。 

 

また、保健委員会では、資源ゴミの分別回収にも取り組んでいます。 

水飲み場においた分別ゴミ箱にあつまった資源ゴミをリサイクル業者におくって、 

  車いすを購入する費用にあてる計画です。 

 

リサイクルとリユースは、みなさんの協力で、すすみます。 

特に、資源ゴミの分別には、協力を、お願いします。 

 

---------- 

-- 20090701W -- 

 

きょうから、7月になりました。 

梅雨時で、午前中、弱い雨が続きましたが、西日本では、大雨になっています。 
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さて、先週の土日を中心に、各部の大会がありましたので、 

  その結果を、きょうは、お伝えします。 

まず、東北大会でも優勝したウエイトリフティング部です。  (取材: 綾菜) 

 

ウエイトリフティングの東北大会は、先週の土曜日と日曜日に、 

  宮城県の柴田高校でおこなわれました。 

高総体でも活躍した岩高ウエイトリフティング部は、この東北大会でも大活躍し、 

  中でも、94キロ級、2年アイ組 後藤清隆(ごとうきよたか)くんは、 

    高総体を 5キロ上回る、スナッチ 100 キロ・ジャーク 130 キロの 230 キロで、 

      今回も自己新記録をだし、堂々の優勝を果たしました。 

 

後藤くんは、 

 「東北でも 1位を取れてうれしかった。 

  インターハイでも入賞を目指してがんばります」と話していました。 

 

ウエイトリフティングのインターハイは、 

  7 月 28 日から、奈良県の橿原市(かしはらし)でひらかれます。 

活躍を期待しましょう。 

 

 

日曜日には、        (取材: 千尋) 

  吹奏楽コンクールの県南地区大会が、水沢の Zホールでおこなわれました。 

岩高吹奏楽部は、課題曲、コミカルパレードと、 

        自由曲、foojin-雷神(ふうじんらいじん)の 2曲を演奏し、 

  5 位にあたる、銀賞を受賞しました。 

自由曲の foojin-雷神(ふうじんらいじん)では、 

  ウインドマシーンという、風の音を出す楽器や、 

  応援団の和太鼓など、打楽器が大活躍しました。 

 

今回のコンクールで県大会に進むのは、金賞の 4つの学校だけでした。 

岩高は、あと一歩のところで、県大会出場を逃してしまいました。 

 

部長、3の 4の大平健二(おおだいらけんじ)くんは、 

 「練習の成果を出せたので、後悔はしてません。 

  次は野球応援と、定期演奏会に向けて頑張ります」と話していました。 

 

今回のコンクールで演奏した曲は、 

  26 日にささらホールでおこなわれる、吹奏楽部の定期演奏会でも披露されます。 

吹奏楽部の定期演奏会のチケットは、前売り 300 円です。 

当日券よりも 100 円お得ですので、 

  クラスの吹奏楽部の部員から、お早めに、どうぞ。 
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次は、陸上競技です。       (取材: 夏美) 

 

先週の金曜日から日曜日にかけて、 

  盛岡の運動公園で、陸上競技の岩手県選手権大会がひらかれました。 

この大会は、中学生から一般の選手まで参加する、 

  岩手県の 1位を決める大会です。 

岩高陸上競技部からは、 

  部員 22 人と、顧問の加藤修一(かとうしゅういち)先生が出場しました。 

 

このうち、一部男子円盤投げに出場した加藤先生は、 

  40 メートル 28の記録で 準優勝し、 

    8 月におこなわれる東北総合体育大会に進むことになりました。 

おめでとうございます。 

 

加藤先生につづけ、と、陸上競技部の部員も、自分の限界に挑戦しました。 

おもな結果は、次のとおりです。 

 

男子は、 

 ・3年アイ組の菊池泰揮(きくちたいき)くんが、三段跳びで、入賞、 

女子は、 

 ・1年 1組の岩崎碧(いわさきみどり)さんが、円盤投げと砲丸投げに出場し、 

    円盤投げで、2位、砲丸投げで、5 位に入賞しました。また、 

 ・2年 4組の菊地夏美(きくちなつみさん)が、100 メートルハードルで、3位、 

 ・1年 5組の菊地美咲(きくちみさき)さんが、円盤投げで、7位でした。 

 

女子のエース、3年 A組の後藤由加利(ごとうゆかり)さんは、 

  一般の選手の出る 1部女子の やり投げに出場しましたが、 

    東北大会に進む 3位には、一歩及びませんでした。 

後藤さんは、次の、県民体育大会で、国体を目指します。 

 

今回の大会で引退する 3年生のみなさん、おつかれさまでした。 

 

 

以上、きょうは、ウエイトリフティング、吹奏楽と、 

  陸上競技の大会の模様をお伝えしました。 

 

---------- 

-- 20090713M -- 

 

三者面談のため、先週は、お昼の放送をお休みしました。 

きょうからまた再開しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

きょうは、きのうの野球応援のため、3年生は代休です。 
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きのうの野球部は、久慈山形を 6回コールドの 14対 0(れい)でやぶりました。 

      (取材: 伊藤ちひろ・佐々木ナナ・菅原拓) 

岩高野球部は、きのう、雫石球場の第 1試合で、久慈高校山形校と対戦しました。 

試合は岩谷堂の先攻ではじまり、 

  初回に相手のミスと強力打線で一気に 5 点を先取(せんしゅ)、 

  その後も 2回に 1点、3回に 2点、4回に 1点、6回に 5点をあげ、 

    14 対 0でコールド勝ちしました。 

 

きのうの先発メンバーは、 

  1 番が、ショート、3の 2の阿部浩也(あべこうや)くん、 

  2 番、サード、3の 7 菅野文也(かんのふみや)くん、 

  3 番、センター、3の 7の及川政人(おいかわまさと)くん、 

  4 番、キャチャーでキャプテンの、3の 3、千田浩貴(ちだひろき)くん、 

  5 番、ファースト、3の 2の佐藤伸樹(さとうしんき)くん、 

  6 番、ピッチャー、3の 1 加藤優正(かとうゆうせい)くん、 

  7 番、セカンド、2の 2 阿部元樹(あべもとき)くん、 

  8 番、レフト、3の 1 伊藤優(いとうゆう)くん、 

  9 番、ライト、3の 2の伊藤達也(いとうたつや)くんでした。 

 

途中から出場したのは、3の 3 大久保卓哉(おおくぼたくや)くん、 

  3 の 1 梅田一成(うめだかずなり)くん、 

  3 の 6 後藤靖史(ごとうやすふみ)くんの三人で、 

    このうち、大久保くんは、6回に三塁打を打って、試合を決めました。 

 

投手陣は、 

  先発の加藤くんが 3回までを投げ、 

  そのあと、4回からは梅田かずなりくん、 

  終回となった 6回には、 

    それまでセンターを守っていたエースの及川くんがマウンドに立ち、 

  3 人のリレーで、山形校を 0点に抑えました。 

 

岩高は、3年生全員と、応援委員、それに吹奏楽部の応援で盛り上げました。 

応援団長、3の 3の鈴木優希(すずきゆうき)くんたちは、 

  水をかぶって、気合いを入れていました。 

 

野球部の次の試合は、いまのところ、あさっての予定です。 

対戦相手は、花巻東です。 

花巻東も、きのう、久慈にコールド勝ちしています。 

選抜準優勝チームに岩高がどこまで立ち向かうことができるか、 

  全校応援で、盛り上げましょう。 

 

 

では、7月第 3週の、今週の予定です。 
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あすは、普通通りの授業日です。 

あすから、朝の登校指導が始まります。 

交通事故にあわないよう、安全に注意して登校しましょう。 

 

あさっての水曜日は、いまのところ、野球応援の予定です。 

ただ、水曜日も、降水確率が 70 パーセントと 高めですので、 

  今週は、毎日、普通の授業日と思って登校してください。 

野球応援の日は、1時間めを早く初めて、さらに短縮し、 

  バスで花巻球場に向かうことになっています。 

いまのところ、野球応援は、あさっての予定ですが、 

  天気によっては、木曜日以降にずれ込む可能性もあります。 

 

 

あすは、漢字検定の申込み締め切りです。 

申込みは、年次の国語の先生に、どうぞ。 

 

 

野球以外の大会関係の予定です。 

17 日の金曜日には、農業クラブの校内農業鑑定競技会がおこなわれます。 

土曜日からの 3連休には、 

  ソフトテニス男子の合宿、 

  ソフトボールの地区予選や、各部の練習試合などが組まれています。 

週明けの 21日からは、 

  放送委員会も、放送コンテスト全国大会に向かいます。 

 

ということで、来週は、火曜日から金曜日までの 4日間、 

来週金曜日の午後は、終業式です。 

 

以上、今週の予定でした。 

 

 

岩手朝日テレビの野球部紹介番組、「純情応援歌」には、 

  放送委員会が制作した番組で、岩高も参加しました。 

純情応援歌の放送は、先週の金曜日で終わりましたが、 

  終日に発表された純情応援歌大賞で、 

    岩高が、3番目の賞にあたる、特別賞を、受賞しました。 

野球部をはじめ、皆さんのご協力、ありがとうございました。 

 

特別賞の副賞として、スポンサーの全農いわてから、 

  ひとめぼれ 5キロが、放送委員会に贈られることになっています。 

ひとめぼれ 5キロが届きましたら、 

  皆さんに紹介したあと、野球部に寄付したいと思います。 

 

応援、ありがとうございました。 
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---------- 

-- 20090714TU -- 

 

きょうは、3年生も揃いました。 

きのうのお昼の放送でもお伝えしたとおり、 

  日曜日の野球部は、3年生の強力な応援のおかげもあって、 

    コールドで大勝しました。 

 

きょうの高校野球の試合は、各球場とも、順調に日程をこなしているようです。 

このまま天気がもてば、花巻東との 3回戦は、あすおこなわれ、 

  1 時間めのあと、全校応援に出発することになっています。 

 

ただ、天気予報によると、岩手県の内陸地方は、今夜遅くから雨になり、 

  あすの午前 9時ぐらいまで降り続く見込みです。 

あすの試合がおこなわれるかどうかは、あすの朝 7時に決まります。 

この分だと、あすの試合はあさってに延期になる可能性が高いとみられます。 

 

では、きょうは、陸上競技の県民体育大会の結果をお伝えします。 

         (取材: 夏美) 

陸上競技の県民体は、先週の金曜日から日曜日にかけて、 

  盛岡の運動公園陸上競技場でおこなわれました。 

この大会は、国体、国民体育大会の代表を決める予選で、 

  それぞれの種目で 1位になった人だけが、国体に出場できます。 

 

岩高陸上競技部からは、 

  部員のほか、顧問の加藤修一(かとうしゅういち)先生も出場し、 

自己新記録を更新したり、 

  上位入賞を果たした人も多く出ました。 

ただ、残念ながら、国体に進む選手は、出ませんでした。 

 

おもな入賞は、次のみなさんです。 

 

まず、男子は、 

 ・400 メートルリレーは、45秒 73 で、5位に入賞しました。 

  400 メートルリレーのメンバーは、 

    2 の 5の菅原元樹(すがわらげんき)くんと菊池裕輔(きくちゆうすけ)くん、 

    2 の 1 千田浩貴(ちだひろき)くん、 

    1 の 1 菊池光一(きくちこういち)くんの 4人で、 

  このうち、菅原元樹(すがわらげんき)くんは、 

 ・100 メートル競技でも準決勝に進みました。 

期待の加藤修一先生は、円盤投げに出場しましたが、 

  残念ながら 2位で、国体には、あと一歩でした。 
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女子は、 

 ・400 メートルリレーで、55秒 60(ろくれい)のチームベストタイムを出しました。 

  400 メートルリレーのメンバーは、 

    2 の 1の今野恵理加(こんのえりか)さん、 

    2 の 4の菊地夏美(きくちなつみ)さん、 

    1 の 5の菊地美咲(きくちみさき)さん、 

    1 の 1の岩崎碧(いわさきみどり)さんの 4人です。 

・菊地夏美さんは、100 メートルハードルで自己新記録の 17秒 43 で、7位に入賞、 

・岩崎碧さんは、砲丸投げで、7メートル 04 の、これも自己新記録で、8位入賞、 

・菊地美咲さんは、円盤投げで、21メートル 38の自己新記録をだしたほか、 

   砲丸投げも初出場ながら 9位に入りました。 

 

この大会に 3年生としてただ一人参加したのは、 

  やり投げ競技、3のアイの後藤由加利(ごとうゆかり)さんでした。 

後藤さんは、高校 後のやり投げ競技で、8位に入賞しました。 

 

後の大会に出場した後藤さんは、 

 「自分を支えてくれた人たちの大切さを改めて実感しました。 

  感謝してもしきれないくらいです」と話していました。 

 

陸上競技部は、この県民体で、3年生が全員引退し、 

  次は、9月の新人大会に臨むことになります。 

夏休み中に、さらに力をつけて、秋に、活躍してください。 

 

以上、陸上競技の県民体の結果でした。 

 

---------- 

-- 20090716TH -- 

 

きのうの野球応援、おつかれさまでした。 

試合にはやぶれたものの、岩高野球部からはホームランも出て、 

  花巻東と、堂々と戦いきりました。 

 

皆さんの応援にも、迫力がありました。 

放送委員会では、全校応援の様子をビデオに撮るため、 

  向かい側の花巻東の応援席や、バックネット裏からも撮影をしましたが、 

    応援の声の大きさでは、岩高が花巻東を上回っていました。 

もうちょっと早く球場に着いていれば、 

  1 回の表の花巻東の 3点は、なかったんじゃないかと思いました。 

 

野球部の皆さんは、きょうは、補助員として、大会を支えています。 

野球部が学校に帰ってきたら、 

  みんなで活躍をねぎらいましょう。 
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では、きょうは、国体出場を決めたウエイトリフティング部の話題をお届けします。 

         (取材: 綾菜) 

先週の土日に、岩谷堂高校のウエイトリフティング場で、 

  第 61 回岩手県民体育大会のウエイトリフティング競技 兼、 

  第 9回赤坂杯争奪(あかさかはいそうだつ)ウエイトリフティング競技大会が 

                             おこなわれました。 

この大会は、新潟で開かれる国民体育大会と、 

      青森でおこなわれる東北総合体育大会の予選を兼ねていて、 

  岩高ウエイトリフティング部からは、 

   ・1年生が、赤坂杯争奪大会に、 

   ・2・3年生は、県民体の少年の部に、そして、 

   ・顧問の小野悟(おのさとる)先生と、菊地利昭(きくちとしあき)先生が 

      県民体の一般の部に、それぞれ出場しました。 

 

このうち、少年の部 94キロ級で、2年アイ組 後藤清隆(ごとうきよたか)くんが 優勝し、 

  東北総体と国体出場を決めました。 

おめでとうございます。 

 

大会の結果は、次のとおりです。 

 

2・3年生の出場した少年の部では、 

 ・56 キロ級で、3の Aの高橋一貫(たかはしかずたか)くんが 132 キロで、2位、 

 ・62 キロ級、2の 4の伊藤京介(いとうきょうすけ)くんが、130 キロで、5位、 

 ・69 キロ級、3の A 及川研司(おいかわけんじ)くんが 172 キロで、2位、 

 ・85 キロ級、2の A 佐藤椋一(さとうけいいち)くんが 197 キロで、3位、 

 ・94 キロ級、2のアイの後藤清隆(ごとうきよたか)くんが、232 キロで、優勝、 

 ・同じく 94キロ級で 2のアイ 菊地拓也(きくちたくや)くんが、2位、 

 ・105 キロでは、2のアイ 菅野和正(かんのかずまさ)くんが 3位でした。 

 

赤坂杯の 1年生は、ふたりが 53キロ級に出場し、 

 ・1の 4艾幸太(よもぎこうた)くんが 117 キロで、1位、 

 ・1の 1及川慈(おいかわしげる)くんが 113 キロで 2位でした。 

 

顧問の先生お二人は、県民体の一般の部に出場し、 

 ・77 キロ級で、菊地利昭(きくちとしあき)先生が、4位、 

 ・85 キロ級で、小野悟(おのさとる)先生が、190 キロで、2位でした。 

 

94 キロ級で優勝した後藤くんは、 

  今回、先月の東北大会より 3キロ上回る 

    スナッチ 100 キロ・ジャーク 132 キロの 232 キロの自己新記録をだしました。 

6月はじめの高総体は、225 キロ、 

  一ヶ月後の東北大会は 230 キロ、 

    そして今回は、232 キロと、毎回記録を更新しています。 
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ひと月で 7キロ記録を更新していますから、 

  この調子だと、 

    あと一年半で、日本 高記録の 350 キロを超えちゃうかもしれません。 

 

次の大会は、夏休み明けに青森でおこなわれる東北総合体育大会です。 

後藤くんは、 

 「練習の成果を出しきれるようにしたい。 

  入賞目指してがんばります」と話していました。 

 

以上、きょうは、ウエイトリフティング部の活躍をお伝えしました。 

 

---------- 

-- 20090717F -- 

 

では、週末から来週にかけての予定をお伝えします。 

 

きょうは、校内で、農業クラブの農業鑑定競技会(のうぎょうかんていきょうぎかい)と 

  ウエイトリフティングの強化合宿がおこなわれています。 

 

あすからの三連休には、3年生の土曜講座、 

  ソフトテニス男子の合宿、 

  ソフトボールの高校女子大会の地区予選などが予定されています。 

 

来週は、火曜日から、放送委員会が、NHK 杯全国高校放送コンテストに向かいます。 

全国高校放送コンテストは、東京の、NHK ホールなどが会場で、 

  期間は、火曜日から金曜日までの四日間です。 

がんばります。 

 

来週水曜日には、生徒会の役員選挙があります。 

新しい生徒会をつくる、大事な選挙です。 

ちなみに、衆議院の解散は、その前日、21日の見込みです。 

 

24 日の金曜日は、午前中に授業をしたあと、 

  午後は、終業式と、ジェイソン先生の離任式となります。 

 

夏休みは、来週土曜日から、8月 16 日までです。 

 

以上、来週にかけての予定でした。 

 

 

おととい、花巻東との熱戦を繰り広げた野球部も、 

  きょうから、学校に戻ってきました。 

きょうは、放送室のスタジオに、 

  野球部キャプテン、キャチャー、3の 3 の千田浩貴(ちだひろき)くんが来ています。 
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千田くんから、大会の報告を話してもらいます。 

では、千田くん、どうぞ。 

 

(千田浩貴 生出演) 

 

ありがとうございました。千田浩貴くんでした。 

 

野球部は、きのうから、すでに新しいチーム作りに入っているとのことです。 

次の大会は、秋の、選抜大会予選です。 

今年のチームが学んだことを引き継いで、 

  より高いレベルで戦うチームになっていってください。 

 

---------- 

-- 20090819W -- 

 

きょうは、インターハイに出場した、ウエイトリフティング部の話題をお送りします。 

         (取材: 由梨佳) 

今年のインターハイは、 

  7 月 28 日から、あす、8月 20 日までの一ヶ月近く、奈良県などで開かれています。 

このうち、ウエイトリフティング競技は、奈良県の橿原市(かしはらし)を会場に、 

  8 月 9日から 12日までの 4日間、おこなわれました。 

 

岩高ウエイトリフティング部からは、 

  3 の Aの及川研司(おいかわけんじ)くん、 

  2 の A 佐藤椋一(さとうけいいち)くん、 

  2 のアイの後藤清隆(ごとうきよたか)くんの 3人が 岩手県代表として出場しました。 

 

競技は、体重の軽い級から順におこなわれ、 

  スナッチとジャークの合計を競いました。 

初日の 9日に出場したのが、62キロ級の及川研司(おいかわけんじ)くんです。 

及川くんは、7月の県民体には 69キロ級で出場していましたが、 

  インターハイには、減量して 62キロ級で臨みました。 

及川くんの成績は、 

  スナッチが 76キロ、ジャークは 93キロで、トータル 169 キロを上げました。 

高総体と比べると 7キロ上乗せすることができましたが、 

  順位は、43位でした。 

 

11 日には、85キロ級に佐藤椋一(さとうけいいち)くんが出ました。 

佐藤くんは、スナッチ 87キロ、ジャーク 110 キロのトータル 197 キロで、38位でした。 

佐藤くんの 197 キロは、7月の県民体での記録と同じでした。 
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終日の 12日には、94キロ級に後藤清隆(ごとうきよたか)くんが出場しました。 

後藤くんは、 

  高総体で 225 キロ、東北大会で 230 キロ、県民体では 232 キロをあげています。 

インターハイでは、 

  スナッチ 100 キロ、ジャーク 134 キロのトータル 234 キロの自己ベストを出し、 

    11 位に入りました。 

後藤くんの記録は、2年生の選手としては、全国 2位にあたる結果だったそうです。 

 

ちなみに、後藤くんの 94キロ級での優勝記録は、トータル 270 キロとのことで、 

  これまでのペースですと、あと 10か月で達成できるとみられます。 

応援にかけつけた校長先生も、 

  岩高ウエイトリフティング部の活躍に、たいへん感激したと、 

    始業式でお話しになっていました。 

 

後藤くんは、 

 「落ち着いて競技にのぞめた。 

  ジャークでは自己新記録をだすことができてよかったです。 

  これからはインターハイ優勝と、 

    県団体戦での優勝を目指して頑張りたい」と話していました。 

 

また、今回で引退となる及川くんは、 

 「3年間の成果をインターハイに出せてよかったです。 

  皆さん今まで応援ありがとうございました」と 

    ウエイト部の 3年間を振り返っていました。 

 

85 キロ級に出た佐藤くんは、 

 「先輩のおかげで楽にできました。 

  これからはインターハイ入賞目指して頑張りたいです」と 

    次に向けた決意を話していました。 

 

ウエイトリフティング部のうち、後藤くんは、 

  あす、青森県でおこなわれる東北総体に向かいます。 

来週も後藤くんのニュースを伝えられると思います。 

ケガとインフルエンザに注意して、今週もがんばってください。 

 

 

ところで、わたしたち放送委員会も、この夏に、全国大会に出場してきました。 

7月 21 日から 24日にかけて東京で開かれた 

  NHK 杯全国高校放送コンテストです。 

わたしたちのラジオ番組は、22日の準々決勝審査でおわってしまい、 

  準決勝審査と決勝審査では、全国の優秀作品をじっくり見てきました。 

 

このうち、テレビ番組の部門で全国 3位になったのが、 

  沖縄県の那覇高校(なはこうこう)でした。 
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沖縄の那覇高校も、岩高と同じようにウエイトリフティング部が強い学校です。 

那覇高校の番組は、その、那覇高校ウエイト部をとりあげたものでした。 

ちなみに、那覇高校でいちばん強い選手は、 

  ことしのインターハイ 85キロ級で、トータル 275 キロをあげて優勝しています。 

 

でも、番組の主人公は、その選手ではありませんでした。 

主人公は、女子ウエイト部だったのです。 

 

那覇高校のウエイトリフティング部には、女子の選手もたくさんいます。 

彼女たちのふだんの練習や、大会に取り組む様子を描いた 

 「青春アゲアゲ中」という番組が、全国 3 位になりました。 

 

岩高ウエイトリフティング部顧問の小野悟(おのさとる)先生によると、 

  ウエイトリフティングの女子の大会は、 

    選抜大会と、高校女子大会の二つだけだそうです。 

男子と違って、インターハイや国体は、ありません。 

それでも、岩高でも、 

  近は女子バスケ部などがウエイト場でトレーニングをしています。 

岩高からも、女子のウエイトリフティング選手が出る日が来るかもしれませんね。 

 

以上、きょうは、インターハイに出場したウエイトリフティング部の話題を 

                               お伝えしました。 

 

---------- 

-- 20090820TH -- 

 

きょうは、国体出場を決めた、1年 2組の佐藤瑠海(さとうるりか)さんの話題です。 

         (取材: 綾菜) 

1 の 2の佐藤瑠海(さとうるりか)さんは、 

 ・4月の岩手県ジュニアゴルフ大会で優勝、 

 ・6月に高校ゴルフ選手権大会の東北大会にも出場しています。 

県内の高校生では向かうところ敵無しの選手ですが、 

  ほかのスポーツ競技とは違って、インターハイがありません。 

佐藤さんが目標にしてきたのは、国民体育大会です。 

 

国体のゴルフ女子の競技は、成人の部しかありません。 

その国体ゴルフ女子成人の部の予選が、 

  7 月 14 日から 31日にかけて、5回にわたっておこなわれ、 

    総合成績によって、佐藤さんの国体出場が決まりました。 

おめでとうございます。 

 

国体の予選は、5日間にわたって、5つのゴルフ場でおこなわれました。 

第 1戦は、7 月 14 日に八幡平カントリークラブでおこなわれ、 

  佐藤さんは、スコア 89で 5 位でした。 
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第 2戦は、7 月 18 日に栗駒ゴルフクラブでひらかれ、84のスコアで 5位、 

  7 月 21 日の北上カントリークラブでの第 3戦は、スコア 89で 5 位、 

  7 月 26 日の安比高原ゴルフクラブでの第 4戦は、スコア 91で 7 位、 

    終戦、7月 31 日の南部富士カントリークラブでは、スコア 91で 5 位でした。 

 

ゴルフ女子の国体選手は、この 5回の予選の上位 3人が選ばれます。 

ただし、3人のうち一人は、少年女子を含むという規定があるため、 

  予選に参加した中学生・高校生の中で、 も成績のよかった佐藤さんが、 

    国体メンバーに選ばれたというわけです。 

予選に参加した中高生は、佐藤さんのほか、 

  中学生が一人、高校 2年生が一人だったそうです 

 

佐藤さんは、 

 「5回もやってつかれたけど国体出場が決まって良かったです。 

  学校にも色々お世話になりました。ありがとうございました」と話していました。 

 

国体のゴルフ競技は、 

  9 月 25 日から、新潟県の新発田市(しばたし)でおこなわれます。 

都道府県対抗の団体戦ということで、 

  県代表の 3人の総合成績で競うことになります。 

どうぞ、堂々と戦ってきてください。 

 

以上、きょうは、国体出場を決めた佐藤瑠海(さとうるりか)さんを紹介しました。 

 

---------- 

-- 20090826W -- 

 

馬術の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんが、国体への出場を決めました。 

きょうは、まず、この話題からお伝えします。   (取材: 千尋・夏美) 

 

馬術の東北総体は、 

  22 日と 23 日の土日に、青森県の十和田市でおこなわれました。 

大会には、2の 5の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんが少年の部に出場し、 

 ・標準障害飛越(ひえつ)競技で 1位、 

 ・スピードアンドハンディネス競技でも、1位、 

 ・団体の障害飛越(ひえつ)競技で 2位になって、 

    新潟県でひらかれる国体への出場が決まりました。 

おめでとうございます。 

 

瀬戸くんが出場した東北総体馬術競技の個人種目には、 

  参加者が各県 2～3人、あわせて 11人ぐらいいました。 

瀬戸くんは「ガーデンフラワー号」という馬に乗って出場しました。 
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標準障害飛越(ひえつ)競技には、 

  大きなハードルのような障害がいくつかあって、 

    ここでミスをすると減点されるしくみです。 

スピードアンドハンディネス競技は、 

  コースをとおるスピードが優先され、 

    タイムから障害でのミスを減点する方式で順位を競います。 

これまでの大会では、 

  馬のコントロールがきかなくてミスをすることがあったそうですが、 

  今回は、落ち着いて馬と一緒の走りができて、優勝につながったとのことです。 

 

瀬戸くんは、 

 「団体戦では宮城県に負けて悔しかったが、 

    はじめて他の県の高校生のレベルを見ることができてよかった。 

  馬も落ち着いていて、自分の競技ができたと思う」と話していました。 

 

馬術の国体は、新潟県の三条市(さんじょうし)で、 

  10 月 2日から、おこなわれます。 

瀬戸くんは、それまでに仙台でひらかれる八丸(はちまる)大会で調整し、 

  スピードアンドハンディネス競技と 

  二段階障害飛越競技で、国体上位を目指します。 

インフルエンザに気をつけて、これからもがんばってください。 

 

 

さて、けさのホームルームで、 

  インフルエンザについてのプリントが配られました。 

いま、全国で、インフルエンザが流行しています。 

岩手県でも、インフルエンザによる学級閉鎖や、 

  文化祭を中止した学校も出ました。 

インフルエンザにかからないよう、予防につとめましょう。 

 

予防のポイントは、次の二つです。 

ひとつは、手洗いとうがいを心がけることです。 

学校でも、家でも、外から帰ったらまず手洗いとうがいをしましょう。 

 

二つめは、できるだけ人込みに入らないことです。 

人込みへ出かけたときは、手洗いとうがいを念入りにしましょう。 

また、やむをえず人の多いところに行くときには、マスクを使いましょう。 

予防用のマスクは、いつでもかばんに 2～3 枚入れておいてください。 

 

次に、インフルエンザにかかったときの対応です。 

 

急に熱やせきが出たり、のどや頭・関節などが痛むときは、 

 ・まず、学校を休んで、 

 ・次に、かかりつけのお医者さんに、電話で、相談してください。 
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診察の結果、インフルエンザと診断されたときは、 

  お医者さんの指示にしたがって、治るまで、登校しないでください。 

インフルエンザによる欠席は、欠席扱いには、なりません。 

手続きに必要な書類も、けさ、配られていますので、 

  病院に行くときに、必ずもっていってください。 

 

インフルエンザにかからないよう心がけて、安心して過ごせるようにしましょう。 

 

---------- 

-- 20090828F -- 

 

火曜日におこなわれた、フラワーアレンジメントコンテストで、 

  3 年 A組の及川春奈(おいかわはるな)さんが、2年連続で優勝し、 

    全国大会に進むことになりました。 

おめでとうございます。 

         (取材: 夏美) 

フラワーアレンジメントとは、洋風の生け花のことです。 

花屋さんにいくと、 

  天井からつるされたカゴに、花がきれいに飾られているのをよく見かけます。 

こういった、飾り付けられたお花が、フラワーアレンジメントです。 

 

8 月 25 日に、この、フラワーアレンジメントの技を競う大会が 

  水沢農業高校でおこなわれました。 

 

フラワーアレンジメントコンテストは、 

  農業高校など、専門学科の生徒が出場する大会で、 

    上位のふたりが、11月に、横浜でひらかれる全国大会に進みます。 

 

火曜日の大会には、県内 7つの高校から、あわせて 14人の生徒が参加しました。 

岩高からは、 

  3 の Aの及川春奈(おいかわはるな)さんと佐藤真紀(さとうまき)さん)さんが出場し、 

    このうち、及川さんが、1位にあたる金賞を受賞して、 

      全国大会出場を決めました。 

おめでとうございます。 

 

大会では、花とうつわが用意され、 

  選手は、その飾り付けを考えて、実際に花を飾ります。 

審査は、技術・構成・色彩・全体の印象の、4つの項目でおこなわれました。 

及川さんは、去年もこの大会で優勝して、全国大会に出場しました。 

 

及川さんは、 

 「本番では練習よりもいいかたちがつくれました。 

  自分でも納得できるアレンジができて良かったです」と話していました。 
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全国大会は、11月 14 日、横浜です。 

横浜の全国大会は、産業教育フェアの一環としておこなわれます。 

 

産業教育フェアとは、全国の専門高校の専門教育の発表をおこなう、 

  いわば、専門高校のインターハイです。 

フラワーアレンジメントコンテストのほかにも、 

  ものづくりコンテストや、ロボット競技大会の全国大会もあわせておこなわれ、 

    その様子は、全国ニュースでも放送されるはずです。 

及川さん、 

  岩高の代表、そして岩手県の代表として、頑張ってきてください。 

 

以上、フラワーアレンジメントの大会で優勝した、及川さんの話題でした。 

 

 

次に、ウエイトリフティングの東北総体です。 

         (取材: 咲枝) 

ウエイトリフティングの東北総体は、 

  先週の土日に、青森県の八戸でおこなわれました。 

岩高ウエイトリフティング部からは、2のアイの後藤清隆(ごとうきよたか)くんが 

  岩手県チームのメンバーとして参加しました。 

後藤くんは、94キロ級で、 

  インターハイを 1キロ上回る 233 キロを上げ、 

    少年の部としては、1位、 

    すべての選手の中では、2位となりました。 

おめでとうございます。 

 

新潟での国体には、岩手県チームの中から 3 人が選手として出場します。 

いまのところ後藤くんは その 3人には入っていませんが、 

  大会では、岩手県の総合成績を少しでも上げるようにがんばったそうです。 

 

後藤くんに、感想を、漢字ひと文字で表してもらったところ、 

 「楽(らく)」という字をこたえてくれました。 

後藤くんは、 

 「大会は、緊張感の中に、楽しさがありました。 

  楽しい、という字の、楽(らく)です」と話していました。 

 

今回も自己ベストを更新した後藤くんには、 

  これからも、期待したいですね。 

 

以上、東北総体でも活躍したウエイトリフティング部の話題でした。 
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---------- 

-- 20090831M -- 

 

けさ、登校するときに皆さん気がついたと思いますが、 

  この土日に、校舎の工事が、進みました。 

 

学校の入り口にある門が、10メートルほど北側に移って、 

  自転車置き場の近くになりました。 

また、校舎の北側の舗装(ほそう)がおこなわれました。 

校舎の北側の東半分は、道路から生徒玄関までの通路が、 

  西半分は、北側全体の舗装が完成しました。 

このうち、全面的に舗装された西半分には、 

  文化祭のときに、屋外(おくがい)ステージを設ける計画もあります。 

 

さらに、旧校舎の特別教室棟(とくべつきょうしつとう)の整備も進んでいます。 

3の 6 や 3 の 7の外にある 3階建ての特別教室棟は、吹奏楽部などの部室になる予定で、 

  来月下旬には、使えるようになる見込みです。 

 

特別教室棟に向かう渡り廊下は、来週から使えるようになります。 

新しい渡り廊下は、第一体育館への通路の一部になり、 

  来週の月曜日からは、上履きのまま、一体に移動できるようになります。 

 

10 月の文化祭に向けて、岩高の工事も、着々と進んでいます。 

 

---------- 

-- 20090902W -- 

 

きょうは、農業クラブ東北大会で優秀賞を受賞した、 

  2 年アイ組の及川由稀(おいかわゆうき)くんを紹介します。 (取材: 愛里) 

 

及川くんは、先月 20日と 21日に福島県でおこなわれた 

  日本学校農業クラブ東北大会に出場し、 

    農業情報処理競技で、東北 2位にあたる、優秀賞を受賞しました。 

おめでとうございます。 

 

農業クラブとは、農業の専門学科のある高校が加盟している全国組織で、 

  毎年、全国大会がおこなわれています。 

今年は、60回の記念大会が 

  来月、茨城県(いばらきけん)で開かれることになっていて、 

    その 終予選の東北大会が、先月、福島県でひらかれました。 

 

農業クラブの大会では、6つの競技会がおこなわれます。 

このうち、2のアイの及川くんは、農業情報処理競技会に出場しました。 
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農業情報処理競技では、 

 ・10 分間の筆記試験のあと、 

 ・表計算ソフトを使ってデータを処理し、表とグラフをつくり、 

    考察をワープロで作成します。 

  この実技試験の制限時間は、1時間です。 

 

及川くんは、県大会で 2位にあたる優秀賞に選ばれ、東北大会に進みました。 

2年生の中では も優秀な成績で県大会を通過し、 

  東北大会でも 3年生の選手に混じって、より難しい問題に挑戦しました。 

その結果、参加した 19人の選手のうち、第 2位にあたる、優秀賞に選ばれました。 

 

全国大会には、 優秀の選手ひとりだけが進むとのことで、 

  2 年生の及川くんには、来年の全国大会出場を、期待したいですね。 

 

以上、農業クラブの東北大会で優秀賞を受賞した、 

  2 のアイの及川由稀(おいかわゆうき)くんの話題でした。 

 

 

きのうは、テレビ岩手の「5きげんテレビ」に、鹿踊部が出ました。 

 

きょうは、奥州エフエムに、フラワーアレンジメントコンテストで優勝した 

  3 年 A組の及川春奈(おいかわはるな)さんが出演します。 

及川さんの出演は、午後 4時すぎで、あいにく 7時間めと重なっています。 

奥州エフエムの放送は、放送委員会で録音に挑戦します。 

うまくいきましたら、お昼の放送で紹介したいと思います。 

どうぞ、お楽しみに。 

 

---------- 

-- 20090903TH -- 

 

わたしたち、放送委員会から、皆さんにお知らせと、お願いです。 

いま、放送委員会では、交通安全についてのテレビ CMをつくっています。 

これは、岩手県やテレビ岩手などが主催する、 

  高校生交通安全テレビ CMコンテストに応募する 15秒の番組です。 

 

このテレビ CMの撮影を、あさっての土曜日の朝に、 

  えさし藤原の郷をお借りして、おこないます。 

この撮影のために、たくさんの出演者が必要です。 

そこで、皆さんに協力をお願いしたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

高校生交通安全テレビ CMコンテストには、 

  岩高は 4年前から参加して、毎年、入賞を果たしてきました。 

入賞した番組は、それぞれの年の 12月に、2 回、テレビ岩手で放送されました。 



- 48/112 - 

また、 優秀賞に選ばれると、一ヶ月間、テレビ岩手の CMワクで、 

  テレビ CMとして流れることになっています。 

でも、まだ、岩高が優勝したことは、ありません。 

今年こそ、 優秀賞を受賞して、たくさん放送してもらいたいと思っています。 

 

えさし藤原の郷でのロケについては、すでに許可をいただいています。 

もちろん、校長先生の許可もいただきました。 

ロケの時間は、土曜日の朝、8時です。 

  藤原の郷のオープン前の時間をお借りしました。 

撮影は、遅くとも、午前 9時には、終わります。 

テストの直前ですが、勉強前のウオーミングアップになると思います。 

 

土曜日には、平安時代の街並みの中を自転車で走る高校生、という場面を撮影します。 

ソフトバンクの CMで次々とファッションモデルが歩いてくる場面のイメージです。 

江刺の高校でなければつくれない番組を制作して、今年こそ 優秀賞を受賞し、 

  皆さんの姿をテレビ CMで流したいと考えています。 

 

くわしいことは、あしたのお昼休みに、説明会をおこないますので、 

  協力できる皆さん、ぜひ、お集まりください。 

 

テレビ CMロケの説明会は、 

  あしたのお昼休みに、大講義室でおこないます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

さて、けさのホームルームでも話があったとおり、 

  岩高での傘の盗難が、問題になっています。 

今週の 1年次 PTA で、保護者の方から、傘の盗難が続いていて困っていると指摘され、 

  全校で調査をした結果、 

  ・4分の 1以上の生徒が、 

  ・生徒玄関の傘立てから傘がなくなったことがあることがわかりました。 

中には、今までに 5本以上なくなった生徒もいました。 

さらに、1年次 PTA にやってきた保護者の方の傘まで、なくなりました。 

 

そこで、緊急対策として、 

  しばらくのあいだ、生徒玄関の傘立てを使わないことにしました。 

生徒玄関の傘は、お昼休みのうちに、教室に移してください。 

 

これからは、傘は、生徒玄関でビニール袋に入れて、教室に持ち込むことになります。 

また、傘には、必ず目立つように、自分の名前を書いてください。 

雨が降りそうな日は、できれば折りたたみの傘を持ってきて、 

  かばんやロッカーに入れて、自分で管理するようにしてください。 
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これから当分のあいだ、 

  生徒玄関の傘立てには、傘をおかないことになりました。 

生徒玄関の傘は、お昼休みのうちに、教室に移してください。 

みんなが不便になりますが、 

  傘の盗難がたくさん起きているための、やむを得ない措置(そち)です。 

また、間違って持ち帰った傘があるときは、必ず傘立てに戻しておいてください。 

皆さんの協力を、お願いします。 

 

---------- 

-- 20090904F -- 

 

時刻は 12時 55 分になりました。 

皆さんこんにちは。 

9月 4日 金曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡が、ふたつ、あります。 

まず、放送委員会から、あすの、ロケについて、連絡です。 

 

あすの、えさし藤原の郷でのロケに協力してもらえる人は、 

  1 時 10 分に、筆記用具を持って、5階の、大講義室に集まってください。 

あすの、えさし藤原の郷のロケに協力してくれる人は、 

  1 時 10 分に、筆記用具を持って、大講義室に集まってください。 

よろしくお願いします。 

 

次に、各クラスの文化祭実行委員に連絡です。 

きょうは、クラス展示の「ちぎり絵」の下絵の提出日です。 

各クラスの文化祭実行委員は、「ちぎり絵」の下絵を、 

  生徒会室に提出してください。 

各クラスの文化祭実行委員は、「ちぎり絵」の下絵を、 

  生徒会室に提出してください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

前期末考査まで、あと、3日となりました。 

来週は、月曜日から木曜日まで、全部、期末テストです。 

お昼の放送も、テスト期間中は、お休みします。 

 

期末考査は、来週の月曜日から木曜日までの 4日間で、 

  年次によって、その日の試験科目数が違います。 

特に、1年次の皆さんは、テストのあと、騒がないように心がけてください。 

また、テスト期間中に欠席や遅刻をすると、成績が低くつきます。 

体調の管理にも十分に気をつけて、 

  来週の期末考査に臨みましょう。 
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テスト以外の予定です。 

 

きょうから、3年生の就職面接練習が始まります。 

3年生の就職応募書類は、予定通り、きのう、発送されました。 

就職の統一選考日は、16日の水曜日です。 

就職希望の 3年生は、 

  きょうから 16日まで、就職試験直前の面接練習に取り組みます。 

面接練習の会場は、おもに 1階から 3階の特別教室です。 

 

放課後は、ほとんどの特別教室で、真剣勝負の面接練習がおこなわれます。 

期末考査と就職試験が重なって、 

  3 年間でもっとも厳しい時期になります。 

1・2年の皆さんも、放課後は、3年生の面接練習に協力してください。 

 

 

来週の月曜日から、校舎から第一体育館への通路が、新しいものに切り替わります。 

生徒玄関の左側につくっている通路は、この土日で完成します。 

これまでの通路は撤去され、 

  後期の授業からは、上履きのまま、第一体育館に移動できるようになります。 

 

 

英語検定の 2回めの申込みが、はじまりました。 

けさ、ホームルームで連絡があったとおり、 

  10 月におこなわれる今年 2回めの英語検定の申込みを、受け付けています。 

申込みの締切は、再来週の金曜日、18日です。 

英検を受験したい人は、担当の、武藤(ぶとう)先生まで、どうぞ。 

 

以上、来週にかけての予定をお伝えしました。 

 

 

さて、おとといの水曜日、 

  野球の秋季大会地区予選の敗者復活戦がおこなわれました。 

 

岩高野球部は、土日の試合で 1勝 1敗となり、 

  県大会出場をかけて、敗者復活戦にまわっていました。 

水曜日に、その敗者復活の第 1戦が江釣子球場でおこなわれ、 

  前沢高校と対戦しました。 

 

地区予選では、毎試合、継投策(けいとうさく)をたてて戦いました。 

 ・2の 5の石川真吾(いしかわしんご)くんか、 

  2 の 2の阿部元樹(あべもとき)くんが先発し、 

 ・後半の 6回からは、1 の 5の髙橋勇人(たかはしはやと)くんが 

    リリーフをするというパターンです。 
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水曜日も、石川・髙橋とつないで前沢高校とたたかいましたが、 

  残念ながら、0対 7でやぶれてしまい、 

    春の選抜につながる県大会へは、すすむことができませんでした。 

 

それでも、野球部は、きのうの木曜日に大会の補助員をしっかりつとめて、 

  きょうから、学校に戻ってきました。 

テスト直前の大会でしたが、 

  短い時間でも集中して、勉強も、試合も、がんばってきたことでしょう。 

 

わたしも、テストの次の日から新人大会の陸上競技部のメンバーです。 

野球部の皆さんを手本に、わたしも、がんばります。 

 

---------- 

-- 20090911F -- 

 

時刻は、12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

9月 11 日 金曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡が、ふたつ、あります。 

 

まず、中夜祭についてです。 

文化祭の中夜祭に出たい人は、 

  1 時 5分に、2階の、視聴覚室に集まってください。 

中夜祭に出たい人は、1時 5分に、視聴覚室に集まってください。 

 

次に、文化祭実行委員に連絡です。 

各クラスの文化祭実行委員は、放課後、4時に、4階の、生徒会室に集まってください。 

文化祭実行委員は、4時に、生徒会室に集まってください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

前期末考査、おつかれさまでした。 

きょうから、年度の後半に入りました。 

文化祭と新人大会の秋です。 

 

では、まず、週末の予定などを、お伝えします。 

 

きょうから、新人大会のトップを切って、陸上競技の新人大会が始まりました。 

陸上競技部は、きのうの午後に、会場となる盛岡市の運動公園に入って、 

  きょうから来週月曜日までの大会に臨んでいます。 

東北新人大会に、一人でも多く進もうと、競技に取り組んでいるはずです。 
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あすは、ソフトボール部が、新人大会の地区予選です。 

ソフトボールの地区予選は、水沢商業のグラウンドが会場で、 

  岩高ソフト部の初戦の相手は金ヶ崎高校で、 

    試合は、あすの 10時半からです。 

ソフトボールの地区予選には、7つの高校が参加し、 

  すべてのチームが県大会に進みます。 

地区で 1位になると、県大会でシードされるとのことです。 

がんばってください。 

 

土日には、愛宕(おだき)の産直、「江刺ふるさと市場」でイベントがあり、 

  吹奏楽部と鹿踊部が出演します。 

これは、「江刺ふるさと市場オープン 8周年記念イベント」というものです。 

愛宕(おだき)の産直で吹奏楽部が演奏するのは、あす、土曜日の、11時すぎです。 

また、鹿踊部の公演は、あさって、日曜日の、午後 3時頃の予定です。 

 

さらに、鹿踊部は、あすも、公演があります。 

江刺区梁川(やながわ)の、松尾神社の例大祭(れいたいさい)です。 

鹿踊部が取り組んでいる鹿踊は、 

  正式には、「梁川金津流鹿踊(やながわかなつりゅうししおどり)」といいます。 

梁川金津流鹿踊は、松尾神社の芸能ですので、 

  あすは、鹿踊部にとって、 も大事な公演になります。 

あすの鹿踊部は、 

  午後 2時から、大名行列を先頭に梁川地区をパレードしたあと、 

  夕方 5時頃に、松尾神社で、奉納(ほうのう)の踊りを披露することになっています。 

どうぞ、しっかり踊ってきてください。 

 

このほかにも、新人大会に向けた練習試合を組んでいる部活も多いと思いますが、 

  ケガやインフルエンザに気をつけて、取り組んでください。 

 

週があけると、来週は、就職試験の本番です。 

来週水曜日の統一選考日に向けて、3年生のみなさん、がんばってください。 

以上、週末の予定でした。 

 

 

さて、テストの間に、校舎のまわりの工事が進みました。 

まず、第一体育館への通路が新しくなって、 

  さっそく午前中の授業からつかわれています。 

学校の入り口の校門にも、金属製の新しいプレートがとりつけられました。 

 

校舎の北側の広場は、来週から、使えます。 

生徒玄関からみて左側は、舗装した駐車場に、 

  右側は、砂利をしいた駐車場になります。 
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なお、砂利をしいている場所は、新しい第一体育館の建設予定地です。 

将来の体育館工事をにらんで、舗装をしないでいるとのことです。 

来月の文化祭では、この広場でのイベントも予定されています。 

新しい入れ物に、新しい中身を注いでいきたいですね。 

 

 

では、天気予報です。 

きょう 午後の天気は、くもりで、昼過ぎから、晴れ。 

 ・雨の確率は、夕方 6時までが 10 パーセント、6時以降は、0パーセント、 

 ・日中の 高気温は、22度、 

 ・あす朝の 低気温は、13度の見込みです。 

あすの午後から日曜日いっぱいは、雨の確率が高く、気温も低めです。 

土日に外で活動する人は、健康管理と、交通安全を、特に心がけましょう。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 91 円 38 銭、1ユーロ 133 円 35 銭です。 

 

岩高の敷地にある、栗の木が、実をつけています。 

3年生のバイク置き場の隣や、 

  学校の北側のリンゴ園の方にある栗の木から、 

    イガのついた栗の実が落ち始めています。 

ほかにも、栗の木が岩高の中で、ひっそりと実をつけているかもしれません。 

どうぞ、探して、拾ってみてください。 

 

週末です。 

貴重品の管理と、自転車の二重ロックを心がけましょう。 

バイクの鍵のつけっぱなしは、ぜったいにやめましょう。 

ではまた～♪ 

(音楽 FO) 

 

---------- 

-- 20090916W -- 

 

きょうは、先週おこなわれた二つの大会の結果を、お伝えします。 

まず、陸上競技の新人大会です。     (取材: 碧・夏美) 

 

陸上競技の新人大会は、先週の金曜日から今週の月曜日までの 4日間、 

  盛岡の県営運動公園でおこなわれました。 

この大会で、岩高陸上競技部からは、7つの種目で、8位以内の入賞が出ました。 

なかでも、2年 5組の菅原元樹(すがわらげんき)くんは、 

  男子 100 メートル競技で、2位になり、 

    東北新人大会に進むことになりました。 

菅原くんのタイムは、11秒 28 でした。 

おめでとうございます。 
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岩高陸上競技部の入賞は、次のとおりです。 

 

まず、男子は、400 メートルリレーで、8位に入賞しました。 

男子 400 メートルリレーの決勝メンバーは、 

  2 の 5の菊池裕輔(きくちゆうすけ)くんと菅原元樹くん、 

  2 の 1の千田浩貴(ちだひろき)くんと髙野浩幹(たかのひろき)くんです。 

予選では、 

  髙野くんにかわって 1の 1の菊池光一(きくちこういち)くんが出場しました。 

8位入賞を決めた決勝のタイムは、45秒 65 でした。 

 

男子の個人種目では、 

 ・菅原元樹くんが 100 メートルで 2位になったほか、 

  200 メートル競技でも、23秒 54 で 8 位に入賞しました。 

なお、菅原くんの 100 メートル競技の順位は、 

  予選では 1位、準決勝が 3位、決勝で 2 位でした。 

 

 

女子は、4種目で入賞しました。 

フィールド競技では、 

 ・やり投げで、1の 1の森岡京美(もりおかあつみ)さんが 28 メートル 16で 6 位、 

 ・円盤投げで、1の 1の岩崎碧(いわさきみどり)さんが 27 メートル 60 で 5位、 

 ・同じく円盤投げで、1の 5の菊地美咲(きくちみさき)さんが 8位に入賞しました。 

 

女子のトラック競技では、 

  2 の 4の菊地夏美(きくちなつみ)さんが、100 メートルハードルで 8位でした。 

 

 

今回、東北新人大会に進むのは、菅原くんひとりでしたが、 

  入賞の数は、これまでにないぐらいでした。 

入賞したみなさんは、県の強化選手に指定され、 

  高総体とインターハイを目指すことになります。 

 

また、菅原くんは、来週に、東北新人大会に臨みます。 

東北新人大会は、来週の土曜日からで、会場は、山形です。 

自己ベストの更新を目標に、がんばってください。 

 

---------- 

-- 20091002F -- 

 

きょうも、皆さんの活躍をお伝えします。 

きょうは、ソフトボールの新人大会と、ゴルフの国体です。 

         (取材: 未来・舞) 

ソフトボールの新人大会は、先週の土曜日に、一関市東山町でおこなわれました。 

岩高ソフトボール部は、盛岡二高と対戦し、残念ながら 1対 4でやぶれました。 
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ソフトボールの試合は、7回までです。 

野球よりも攻撃の回数が少ないので、先に点を取った方が有利になります。 

盛岡二高との試合では、岩高が先取点をとりました。 

4回までは、1対 0で、岩高が有利に試合を進めました。 

守備でも、 

  このあいだまでマネージャーだった 1の 1の佐藤春奈(さとうはるな)さんが 

    ライトフライをきっちりとって相手のチャンスをつぶすなど、 

      いい雰囲気で試合をすすめていました。 

しかし、試合の後半になると、 

  5 回に 1点、6回に 2点、7回に 1点を入れられてしまい、 

    結局 1対 4で負けてしまいました。 

 

ソフトボール部監督の黄川田(きかわだ)先生は、 

 「勝ってもおかしくない試合だった。 

  3 回裏に一気に 3点とれる場面があったが、 

    そこで攻めきれなかったのが残念だった」と話していました。 

 

数少ないチャンスをものにすることが、 

  ソフトボール部の課題のようです。 

春に向けて、がんばってください。 

期待しています。 

 

 

次は、ゴルフの国体に出場した、1の 2の佐藤瑠海(さとうるりか)さんです。 

         (取材: 愛鐘) 

国体のゴルフ競技は、27日の日曜日と 28日に、新潟県でおこなわれました。 

国体ゴルフ競技には、 

  47 都道府県から、各県 3人ずつ、あわせて 141 人が出場しました。 

各県の 3人には、一人は必ず高校生か中学生が入ります。 

この 3人の二日間の合計で、都道府県対抗の団体戦がおこなわれ、 

  あわせて、ひとりひとりのスコアが個人成績になるしくみです。 

 

大会の結果、 

 ・女子団体で、岩手県は、42位、 

 ・個人でも岩手の選手は残念ながら上位に入れませんでした。 

 

じつは、佐藤さんは、大会に出発する 4日前に、 

  左手の中指をつき指してしまいました。 

本番直前のアクシデントで、不安や焦りがあったそうです。 

 

佐藤さんは、 

 「つき指は大会までに治りましたが、 

    プレッシャーで緊張が続き、思うようなプレーができませんでした。 

  岩高と岩手の代表なのに、恥ずかしい結果で反省しています」と話していました。 
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佐藤さんは、中学生だった去年も国体に出場するなど、 

  これまで、順調にゴルフの成績を上げてきました。 

今年の国体は、佐藤さんにとって、いままで体験したことのない、 

  大事な経験になると思います。 

 

佐藤さんは、来週の月曜日に、 

  江刺カントリークラブでおこなわれる県の大会に出場します。 

きっと、これまでとは違う、新しい佐藤さんになっているはずです。 

どうぞ、これからもがんばってください。 

 

以上、きょうは、ソフトボールの新人大会と、 

  ゴルフの国体の話題を、お伝えしました。 

 

---------- 

-- 20091005M -- 

 

ワープロ部の活躍をお伝えします。 

          (取材: 幸) 

先週の土曜日に、ワープロの新人大会が盛岡商業高校でおこなわれ、 

  岩高ワープロ部が、4位に入りました。 

岩高のワープロ部が上位に入ったのは、これが初めてです。 

おめでとうございます。 

 

ワープロ競技とは、10分間にどれだけの文字数を入力できるかを競うものです。 

土曜日の新人大会では、各校 3人でチームを組んで、団体戦をおこないました。 

大会の結果、 

  1 位は、4868 字を入力した水沢商業高校でした。 

水商の 3人は、それぞれ 10分間で 

  1949 字、1469 字、1450 字を入力し、個人としても 1位から 3位を独占しました。 

2位は、盛岡商業で、4148 字、 

  3 位は、花北青雲で、3556 字でした。 

 

岩高ワープロ部は、3274 字で、3位の花北青雲との差は、282 字でした。 

岩高のメンバーは、 

 ・2の 1の髙橋梨沙(たかはしりさ)さん、 

 ・2の 4の本明大将(ほんみょうだいすけ)くん、 

 ・2の 5の及川水綺(おいかわみずき)さんの 3人で、 

    それぞれの入力数は、 

      髙橋さんが 1219 字で個人でも 11位、 

      本明(ほんみょう)くんが 1048 字、 

      及川さんが 1087 字でした。 
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キーボードでの日本語入力は、授業ではローマ字入力を勉強しています。 

一方、上位の 2校、水商と盛商は、 

  ローマ字入力ではなく、かな入力をすることでスピードを出しています。 

岩高と花北青雲は、ローマ字入力ですので、 

  ローマ字入力でのトップまで、岩高は、あと 282 文字というところまで来ました。 

ワープロ部顧問の佐藤智賀子(さとうちかこ)先生によると、 

  この調子で練習を続けていけば 

    春の大会で東北大会に出場できるようになるとのことです。 

正しく、早く入力できるように練習を重ねて、 

  次は、ぜひ東北大会出場を果たしてください。 

おめでとうございます。 

以上、ワープロの新人大会で過去 高の成績をあげたワープロ部を紹介しました。 

 

---------- 

-- 20091007W -- 

 

きのうの芸術鑑賞会、おつかれさまでした。 

ステージにどんどん岩高生があがって、 

  しまいには社会の黄川田(きかわだ)先生まで登場して、 

    いつ終わるかわかんないくらい盛り上がりました。 

感想文がまだの人、お昼休みのうちに思い出して書いて、急いで提出しましょう。 

 

では、きょうも、皆さんの活躍をお伝えします。 

きょう紹介するのは、アニメ部が参加してふたりが入賞した大会です。 

         (取材: 愛鐘) 

先週の土曜日に、 

 ・高校生まんがグランプリと、 

 ・高校生デザインアンドイラストグランプリが仙台でおこなわれました。 

この大会には、先週の放送でも紹介したとおりアニメ部が参加し、 

  2 年 1組の及川紗和(おいかわさわ)さんが 

    デザインアンドイラストグランプリで優勝、 

  3 年 4組の三田量子(みたさとこ)さんが 

    まんがグランプリで協賛賞(きょうさんしょう)を受賞しました。 

さらに、たくさんの作品で参加した岩高アニメ部にも、学校賞がおくられました。 

アニメ部のみなさん、おめでとうございます。 

 

高校生まんがグランプリと高校生デザインアンドイラストグランプリは、 

  仙台の専門学校が主催した大会です。 

大会には、東北と北海道から作品が集まりました。 

 

デザインアンドイラストグランプリで優勝した及川さんの作品は、 

 「泡沫(ほうまつ)とカエル」というタイトルです。 

泡沫というのは、水の泡のことです。 

水の中の世界を、鉛筆でやさしく描いたイラストです。 
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まんがグランプリで入賞した三田さんの作品は、 

 「月色少年音楽家(つきいろしょうねんおんがくか)」というタイトルでした。 

作品の大きさは、両方とも、A4のサイズです。 

 

大会で優勝した及川さんは、 

 「鉛筆で描くイラストが大好きなので、 

  楽しみながらつくりました」と話していました。 

まんがグランプリとデザインアンドイラストグランプリに応募した作品は、 

  まだ、岩高に戻ってきていません。 

来週の岩高祭には間に合わないかもしれないということですが、 

  作品が帰ってきたら、ぜひ、1階の生徒玄関ホールに展示してほしいですね。 

アニメ部のみなさん、おめでとうございます。 

 

 

では、天気予報です。 

 

非常に強い台風 18号が、日本列島に沿って北上する見込みです。 

日本列島には秋雨前線(あきさめぜんせん)も停滞(ていたい)していますので、 

  このあと、あすからあさってにかけて、全国的に大荒れの天気になるでしょう。 

 

きょう 午後の天気は、くもりで、ところにより、夜 雨。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 10 パーセント、6時以降は 20 パーセント。 

 ・日中の 高気温は、20度、 

 ・あす朝の 低気温は、11度の見込みです。 

 

あすは、雨で、夕方から激しく降るでしょう。 

台風が岩手県に も近づくのは、あすからあさってにかけてです。 

今後の気象情報に、十分に気をつけてください。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 88 円 97 銭、1ユーロ 130 円 68 銭です。 

 

今日の担当は、菊地夏美(きくちなつみ)・後藤舞(ごとうまい)・髙橋美早(たかはしみさき)・ 

  菊地杏奈(きくちあんな)・千田愛鐘(ちだあかね)・小原茉美(おばらまみ)・ 

  萩原千尋(はぎわらちひろ)・及川朋也(おいかわともや)と 

  (矢吹由梨佳(やぶきゆりか))でした。     (自分は 後) 

では、またあした♪ 

(音楽 FO) 
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---------- 

-- 20091008TH -- 

 

次に、放送委員会から、報告と、お礼です。 

岩手県とテレビ岩手が主催する 

  高校生交通安全テレビ CMコンテストに応募していた番組が、 

    予選審査を通過し、来月、決勝審査会に進むことになりました。 

この交通安全 CMの撮影は、9 月 5日にえさし藤原の郷でおこないました。 

このロケでは、岩高生 60 人以上の皆さんに協力してもらいました。 

おかげさまで、予選審査を通過し、 

  低でも 1回は、テレビ岩手で放送されることになりました。 

 

決勝審査で優勝すれば、 

  本当のテレビ CMとして、一ヶ月間、テレビ岩手で放送されます。 

決勝審査会は、11月 9日におこなわれます。 

優勝めざしてがんばろうと、 

  きょうは、放送委員のうち 4人が、 

    盛岡で開かれている放送の講習会に参加しています。 

ということで、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

 

 

では、天気予報です。 

 

台風 18号が岩手県に近づいています。 

きょう 午後の天気は、雨で、 

    ところにより昼過ぎから非常に激しく降るでしょう。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 80 パーセント、6時以降は 90 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、19度、 

 ・あす朝の 低気温は、10度の見込みです。 

 

台風 18号は、このあと、あすの朝にかけて、岩手県に も近づく見込みです。 

きょうの放課後は、早めに帰った方がよいでしょう。 

あすの朝も、早めの行動を心がけましょう。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 88 円 44 銭、1ユーロ 130 円 32 銭です。 

 

今日の担当は、岩崎碧(いわさきみどり)・後藤舞(ごとうまい)・ 

  及川朋也(おいかわともや)・菊地爽成(きくちあきなり)・ 

  勝山綾菜(かつやまあやな)と山路愛里(やまじあいり)でした。  (自分は 後) 

では、またあした♪ 

(音楽 FO) 
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---------- 

-- 20091009F -- 

 

きのうの台風、すごかったですね。 

みなさんのところに被害はなかったでしょうか。 

 

きのうは強い風と雨が吹き荒れて交通機関が乱れ、 

  県内のほとんどの高校が、午前中で授業を取りやめました。 

わたしは、きのう、県民会館でおこなわれた放送の講習会に参加しましたが、 

  列車が止まって帰れなくなるかも知れないということで、 

    講習会の途中でぬける学校もありました。 

 

生徒の 8割が列車で通学している矢巾町(やはばちょう)の不来方高校では、 

  お昼で授業をとりやめて、生徒を一斉に下校させました。 

その結果、学校の近くの駅に 800 人以上の生徒が集中し、 

  屋根のないところで台風の風と雨にさらされてしまったそうです。 

 

岩高は、列車で通学している生徒がほとんどいないため、 

  いつもどおり、6時間めまで、授業をおこないました。 

ただ、下校の頃は風と雨が強く、 

  傘がこわれてしまった人がたくさんいました。 

けさの通学路には、きのうの下校時間の苦労を物語る こわれた傘が 

                             たくさんありました。 

きのう、傘をこわしてすててしまった人は、 

  きょうの帰りに、ちゃんとひろって、供養(くよう)してくださいね。 

 

 

そんなきのうの夕方、岩高に、ビッグニュースが飛び込んできました。 

3の Aの後藤由加利(ごとうゆかり)さんが、全国大会で入賞したという知らせです。 

 

おとといときのう、 

 ・茨城県(いばらぎけん)で、 

 ・農業クラブの全国大会、「日本学校農業クラブ全国大会」がおこなわれ、 

 ・農業鑑定競技会に参加した後藤さんが、優秀賞に選ばれました。 

ことし、岩高生が全国大会で入賞したのは、この、後藤さんがはじめてです。 

おめでとうございます。 

 

この大会について、詳しいことは、来週のお昼の放送でご紹介します。 

後藤さん、全国入賞、本当におめでとうございます。 
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---------- 

-- 20091014W -- 

 

岩高祭まで、あと、3日となりました。 

きょうの 7時間めと放課後が、準備の山場になります。 

クラスのちぎり絵は、きょうのうちに完成させましょう。 

 

 

次は、郷土芸能の県大会で優秀賞を受賞した、鹿踊部です。 

         (取材: 愛里) 

県の高校総合文化祭の郷土芸能部門は、先週の土曜日に、県民会館で開かれました。 

この大会で、岩高鹿踊部は、3位にあたる優秀賞を受賞しました。 

おめでとうございます。 

 

大会には、県内の高校、17校が出場し、 

  上位 2校が進む来年の全国大会を目指して、それぞれの発表をおこないました。 

北上翔南の鬼剣舞(おにけんばい)、水沢農業の踊り、専大北上の民謡、 

  花巻農業の鹿踊(ししおどり)など、演目(えんもく)は、学校ごとに違います。 

岩高は、金津流(かなつりゅう)の鹿踊(ししおどり)に取り組んでいて、 

  礼庭(れいにわ)という踊りで参加しました。 

 

大会の結果、 優秀賞には北上翔南の鬼剣舞、 

  優秀賞には、雫石(しずくいし)高校のさんさ踊りと岩高の鹿踊が選ばれ、 

    このうち、翔南と雫石が、全国大会代表に選ばれました。 

 

大会を振り返って、部長、3の Aの梅原啓子(うめはらけいこ)さんは、 

 「全国に進めないのは残念ですが、正直、ここまでくるとは思っていなかったので、 

    この評価に感謝しています。 

  自分はこの学年でたったひとりの部員でしたが、 

    たくさんの先輩と後輩がいて 

      ここまでくることができました」と話していました。 

 

鹿踊部は、大会の二日後、おとといの月曜日には、 

  えさし藤原の郷で、踊りを披露しました。 

こんどの日曜日には、岩高祭でのステージが待っています。 

鹿踊部は、大会ももちろんですが、 

  こうした、日頃の発表を大事に、これからも活動していくとのことです。 

優秀賞、おめでとうございました。 
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---------- 

-- 20091015TH -- 

 

時刻は、12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

10 月 15 日 木曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡が、5つあります。 

まず、岩高祭関係です。 

・模擬店を出す部の、部長・副部長とキャプテンは、 

   1 時に、5階の、大講義室に、集まってください。 

・模擬店に出店する部の、部長・副部長とキャプテンは、 

   1 時に、大講義室に、集まってください。 

 

・各クラスの文化祭実行委員は、1時 10 分に、2階の、視聴覚室に集まってください。 

・文化祭実行委員は、1時 10 分に、視聴覚室に集まってください。 

 

次に、きのう、学校を休んだ人に連絡です。 

・きのう、QU検査を受けなかった人は、 

  筆記用具をもって、1時 10 分に、2階の、第 2講義室に集まってください。 

・QU 検査を受けていない人は、1時 10 分に、第 2講義室に集まってください。 

 

次に、2年生の総合学習係に連絡です。 

・総合学習係は、1時 10 分に、3階の、被服室に集まってください。 

・総合学習係は、1時 10 分に、被服室に集まってください。 

 

連絡の 5つめ、弓道部に連絡です。 

・1・2・3年の弓道部員のうち、 

  あすから公欠にならない人は、1時 5分に、3階の、図書室に集まってください。 

・弓道部員のうち、あすから公欠にならない人は、 

  1 時 5分に、図書室に集まってください。 

 

くりかえします。 

・模擬店に出店する部の、部長・副部長とキャプテンは、1時に、大講義室に、 

・文化祭実行委員は、1時 10 分に、視聴覚室に、 

・QU 検査を受けていない人は、筆記用具をもって、1時 10 分に、第 2講義室に、 

・総合学習係は、1時 10 分に、被服室に、 

・弓道部員のうち、あすから公欠にならない人は、1時 5分に、図書室に、 

  それぞれ集まってください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 
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あすは、岩高祭の準備日です。 

教室は、全部、展示会場などになります。 

教室の私物は、できるだけ昼休みのうちに片付けて、 

  あす、準備がスムーズにできるようにしましょう。 

 

あすの朝は、それぞれのホームルームで点呼をとったあと、 

  第一体育館で全体の連絡をおこない、 

    そのあと、岩高祭の準備になります。 

あすは、くれぐれも、遅刻しないようにしましょう。 

 

では、きょうも、皆さんの活躍をお伝えします。 

きょうは、馬術の国体、農業クラブの全国大会、ソフトテニスの新人大会、 

  百人一首かるたの県大会の話題です。 

まず、馬術の国体に参加した、瀬戸雄大(せとゆうだい)くんの活躍です。 

         (取材: 夏美) 

2 年 5組の瀬戸雄大(せとゆうだい)くんは、 

  先週の水曜日まで、新潟でおこなわれた馬術の国体に出場しました。 

馬術競技に取り組んでいる瀬戸くんの話題は、 

  これまで、お昼の放送で何度かお伝えしてきました。 

今回の国体は、一年間で も大事な大会でした。 

 

馬術の国体に、瀬戸くんは、岩手県チームの一員として参加しました。 

岩手県代表は、成人の部が 4人、少年の部が瀬戸くんなど二人の、あわせて 6人、 

  出場した馬は、3頭で、合計 9つの種目にエントリーしました。 

瀬戸くんは、このうち、 

 ・少年二段階障害飛越(ひえつ)競技と、 

 ・スピードアンドハンディネス競技に、 

    ガーデンフラワー号という馬で出場しました。 

競技の結果、 

 ・二段階障害飛越が、26人中 10 位、 

 ・スピードアンドハンディネスが、25人中 14 位でした。 

この順位は、北海道や東北の選手の中では、どちらも 高位でした。 

おめでとうございます。 

 

瀬戸くんは、 

 「全体のレベルの高さに驚いた。 

  楽しく競技にのぞめたが、自分の力不足も感じた。 

  自分の馬を入賞させることができるように 

    これからもがんばりたい」と話していました。 

 

瀬戸くんが出場する次の大会は、来月の予定です。 

国体で感じたこと、学んだことをいかして、 

  さらに活躍してください。 

おつかれさまでした。 
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次は、農業クラブの全国大会です。 

          (取材: 碧) 

先週金曜日の放送でも速報したとおり、 

  3 年 A組の後藤由加利(ごとうゆかり)さんが、農業クラブ全国大会で、 

    優秀賞に選ばれました。 

おめでとうございます。 

 

農業クラブの全国大会、「日本学校農業クラブ全国大会」は、 

  先週の水曜日と木曜日に、茨城県で開かれました。 

この全国大会に、岩高からは、 

 ・3の Aの後藤由加利(ごとうゆかり)さんと、 

 ・3のアイの伊東眞也(いとうしんや)くんが参加しました。 

 

農業クラブ全国大会では、 

  プロジェクト発表や各種の競技会がおこなわれました。 

・後藤さんは、農業鑑定競技会(のうぎょうかんていきょうぎかい)の生活科学競技に、 

・伊藤くんは、平板測量競技に、それぞれ出場しました。 

このうち、後藤さんが取り組んだ農業鑑定競技会は、 

  ペーパーテストでの得点を競うものです。 

後藤さんがエントリーした生活科学分野は、 

  衣・食・住や保育など、家庭科のすべての分野から、 

    あわせて 40問の問題が出されました。 

テスト形式の大会の結果、後藤さんは、みごとに優秀賞に輝きました。 

 

後藤さんは、 

 「去年もこの大会に出ていたので、緊張せずにできました。 

  大会のあと、台風の中を帰ってくるのが大変でした」と話していました。 

ことし、岩高生が全国大会で入賞したのは、後藤さんがはじめてです。 

おめでとうございます。 

 

---------- 

-- 20091028W -- 

 

台風一過(たいふういっか)の青空の水曜日になりました。 

 

きょうの午前中は、岩高にたくさんのお客さんがみえました。 

1時間めと 2時間めには、岩谷堂小学校の 1 年生が、遠足に来ました。 

春に植えたサツマイモの収穫です。 

2・3年の A組と I組のボランティア委員などが手伝って、 

  りっぱに育ったサツマイモを、立派になった小学 1年生がかかえていきました。 

 

また、2時間めと 3時間めには、歴史の先生方の研究会がおこなわれ、 

  県内の先生方、およそ 40人が、2年生の日本史と世界史の授業を参観しました。 
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では、きょうも、みなさんの活躍をお伝えします。 

きょうは、柔道の新人大会の模様です。    (取材: 茉美・杏奈) 

 

柔道の新人大会は、先週の金曜日と土曜日に、一関でおこなわれました。 

岩高柔道部は、男女の団体戦と個人戦に参加しました。 

このうち、団体が、男女ともベスト 16に入り、 

  男子は、このあとおこなわれる富士大学旗杯(ふじだいがくきはい)大会に 

                            進むことになりました。 

おめでとうございます。 

 

試合の結果は、次のとおりです。 

 

まず、23日の金曜日には団体戦がおこなわれました。 

 

男子の団体は、5人で戦います。 

岩高男子団体のメンバーは、 

 ・先鋒(せんぽう)が 1 の 6安部佳輝(あべよしき)くん 

 ・次鋒(じほう)は 2 の 3老川和磨(おいかわかずま)くん 

 ・中堅(ちゅうけん)が 2 の 2阿部龍毅(あべりゅうき)くん 

 ・副将(ふくしょう)は 2 の 3宍戸大也(ししどだいや)くん、 

 ・大将(たいしょう) 2 の 4小川原諒(おがわらりょう)くんの 5人で、 

 3 回戦だけ、次鋒(じほう)に 1 の 3及川力(おいかわりき)くんが入りました。 

試合は、 

 ・一関工業に 4勝 1敗で勝ち、 

 ・花巻農業には、2勝 2 敗 1引き分けのあと、 

    代表戦で宍戸大也(ししどだいや)くんが勝って 3回戦に進みました。 

ベストエイトをかけた一関学院との 3回戦は、 

  1 勝 4敗で敗れましたが、富士大学旗杯(ふじだいがくきはい)に進みます。 

 

女子の団体戦は、3人でチームを組みます。 

岩高女子団体メンバーは、 

 ・先鋒(せんぽう)が 1 の 2菊地杏奈(きくちあんな)さん、 

 ・中堅(ちゅうけん)が 1 の 1千葉ナナ(ちばなな)さん、 

 ・大将(たいしょう) 2 の 3鈴木悠紀(すずきゆき)さんの 3人です。 

試合は、 

 ・花北青雲に 2勝 1敗で勝ち、 

 ・一関学院に 0勝 3敗で敗れ、ベスト 16 でした。 

女子団体は、富士大学旗杯(ふじだいがくきはい)の補欠になりました。 

 

 

土曜日の個人戦には、男子 14人、女子 5人がエントリーし、 

 ・女子 48キロ級 鈴木悠紀(すずきゆき)さんと 

  男子 100 キロ超級の宍戸大也(ししどだいや)くんのふたりが ベスト 16、 

 ・73 キロ級で 及川力(おいかわりき)くんが 3回戦、 
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 ・60 キロ級の 2の 5千田忠賢(ちだなりよし)くんと 

  81 キロ級 阿部龍毅(あべりゅうき)くんのふたりが 2回戦に進みました。 

 

個人戦・団体戦であわせて 6試合を戦い、5 勝をあげた宍戸大也(ししどだいや)くんは、 

 「今回は富士大学旗杯(ふじだいがくきはい)出場をかけた大会だったので、 

  チーム一丸となって、試合にのぞみました。 

  個人戦は、5秒で勝ててよかったです」と話していました。 

 

宍戸くん、得意の内股(うちまた)に磨きをかけて、 

  次の大会でも活躍してください。 

柔道部のみなさん、おつかれさまでした。 

 

以上、柔道新人大会の様子をお伝えしました。 

 

---------- 

-- 20091104W -- 

 

時刻は、12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

11 月 4日 水曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡です。 

生徒会の各委員会の委員長は、1時 5分に、1階の、会議室に集まってください。 

各委員会の委員長は、1時 5分に、会議室に集まってください。 

 

放送委員の 1・2年生は、1 時 5分に、視聴覚室に集まってください。 

放送委員は、1時 5分に、視聴覚室に集まってください。 

 

連絡の三つめ、全校生徒に、生徒総会について、連絡です。 

きょうの 7時間めは、第一体育館で、生徒総会です。 

全校生徒は、6時間めが終わり次第、 

  議案書と筆記用具を持って、第一体育館に移動してください。 

 

整列の方式は、フランス三部会方式です。 

・ステージに向かって右側に 1年生と、2年生の 2組まで、 

・ステージの向かい側の奥に、2年 3組からアイ組、 

・ステージに向かって左側が 3年生です。 

 

整列について、詳しくは、教室の掲示をご覧ください。 

全校生徒は、6時間めのあと、 

  議案書と筆記用具を持って、第一体育館に移動してください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 



- 67/112 - 

きのうは、県内各地で初雪が観測され、 

  けさも、江刺では、0度(れいど)まで冷え込みました。 

そんな寒さの中、生活委員会による朝の挨拶運動が始まりました。 

朝に元気な挨拶の声をかけてもらうと、寒くても、気持ちがしゃきっとします。 

お互いに挨拶をかわして、さわやかな一日をスタートしたいですね。 

 

では、きょうも、みなさんの活躍をお伝えします。 

きょうは、英語のスピーチコンテストで活躍した 3の 6のお二人を紹介します。 

         (取材: 杏奈) 

先週の土曜日に専大北上高校でおこなわれた 県の英語スピーチコンテストで、 

 ・3の 6の菅野愛美(かんのなるみ)さんが優勝、 

 ・同じく 3の 6の及川由佳(おいかわゆか)さんが準優勝しました。 

おめでとうございます。 

 

31 日の土曜日におこなわれたのは、 

  岩手県商業高等学校英語スピーチコンテストという大会です。 

県商英語スピーチコンテストには、 

  スピーチ部門と、暗唱部門の二つがあり、 

   ・菅野さんは、スピーチ部門に、 

   ・及川さんは、暗唱部門に、それぞれ出場しました。 

 

及川さんの出場した暗唱部門では、 

  事前に用意された課題文を暗記し、 

    3 分半の制限時間で英文を朗読します。 

及川さんは、 

  課題文の中から 

  アメリカのケネディ元大統領の就任演説の話題を選んで発表し、 

    第 2位にあたる優秀賞を受賞しました。 

 

菅野さんが出場したスピーチ部門は、 

  自分で作った原稿を暗記し、 

    こちらも 3分半の制限時間で英文をアナウンスします。 

菅野さんは、 

  友達の病気がきっかけで看護の道を選んだ自分の体験をスピーチし、 

    優秀賞に選ばれました。 

優勝した菅野さんは、全国大会に進むことになりました。 

おめでとうございます。 

 

 

菅野さんは、1年生の時から、いろいろな英語のコンテストに挑戦してきました。 

県商英語スピーチコンテストには、去年もエントリーして準優勝しています。 

去年の大会は、 

 ・スピーチの技術は 1番でしたが、 

 ・原稿の内容で負け、そのいわばリベンジとして今回の大会に臨んだそうです。 
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全国大会への意気込みを聞いたところ、 

 「細川先生の指導に加えて、これからは久慈先生にも特訓をいただきます。 

  がんばります」と話していました。 

 

全国商業高等学校英語スピーチコンテストは、1月 10 日に、東京で開かれます。 

菅野さん、特訓できたえて、全国優勝を目指してください。 

 

以上、岩高の 3年生が上位を占めた県商英語スピーチコンテストの話題でした。 

 

---------- 

-- 20091106F -- 

 

きょうは、団体優勝を果たしたウエイトリフティング部の話題です。 

まず、ウエイトリフティングです。 

         (取材: 杏奈) 

ウエイトリフティングの新人大会は、 

  3 日の火曜日に、盛岡工業高校でおこなわれました。 

この大会で、岩高ウエイトリフティング部は、 

 ・部員全員が自己新記録を出して 1位または 2位に入賞し、 

 ・団体でも、優勝しました。 

おめでとうございます。 

 

皆さんの成績は、次のとおりです。 

 

105 キロ級は、 

  2 のアイの菊地拓也(きくちたくや)くんが 

    スナッチ 65キロ・ジャーク 95キロ、トータル 160 キロ、 

  同じく 2のアイの菅野和正(かんのかずまさ)くんが、 

    スナッチ 70キロ・ジャーク 90キロ、160 キロで菊地くんとならび、 

      ジャークで 5キロ上回った菊地くんが優勝、菅野くんが準優勝しました。 

  菊地くんは、これまで 94キロ級で出場していましたが、 

    今回は 105 キロ級にまわって、優勝です。 

 

94 キロ級は、 

  2 のアイの後藤清隆(ごとうきよたか)くんが、 

    スナッチ 105 キロ・ジャーク 135 キロ、トータル 240 キロで、優勝しました。 

後藤くんの 240 キロは、8月の東北総体と比べて 7キロ上回る、大会新記録です。 

後藤くんは、今年の大会は、すべて自己新記録を更新して優勝しつづけています。 

 

85 キロ級では、 

  2 の Aの佐藤椋一(さとうけいいち)くんが、 

    スナッチ 96キロ・ジャーク 117 キロ、トータル 213 キロで、優勝、 
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62 キロ級は、 

  2 の 4の伊藤京介(いとうきょうすけ)くんが 

    スナッチ 64キロ・ジャーク 88キロ、トータル 152 キロで、優勝、 

56 キロ級は、 

  1 の 4の艾幸太(よもぎこうた)くんが、 

    スナッチ 67キロ・ジャーク 87キロ、トータル 154 キロで、優勝、 

54 キロ級では、 

  1 の 1の及川慈(おいかわしげる)くんが、 

    スナッチ 50キロ・ジャーク 65キロ、トータル 115 キロで、2位でした。 

 

団体戦は、各校の 5人の個人戦の成績の合計で決めます。 

岩高は、いまお伝えしたように、 

  個人戦の 1位が 5人、2位がふたりですので、 

    1 位の 5人の成績が合計されて、堂々の団体優勝になりました。 

部長の後藤くんは 

 「大会新記録が出せて良かった。 

  団体優勝できて本当にうれしい」と話していました。 

 

ウエイトリフティングは、 

  ここしばらくは、久慈工業高校が上位を占めていました。 

岩高の団体優勝は、岩谷堂農林高校の時代に時々あったとのことですが、 

  これからは、岩谷堂高校が大会をリードすることになりそうです。 

2年後には、インターハイが、地元、江刺の中央体育館で開かれます。 

全国に岩高の名をとどろかせるように、これからもがんばってください。 

おめでとうございます。 

 

---------- 

-- 200911109M -- 

 

きょうは、放送委員が、3人、大会に向かっています。 

岩手県とテレビ岩手が主催する、 

  高校生交通安全テレビ CMコンテストに参加しています。 

場所は、盛岡グランドホテルで、 

  このあと、2時すぎから、決勝審査がはじまるところです。 

大会の結果は、 

  夕方の、テレビ岩手、ニュースプラスワン岩手で放送されることになっています。 

 

この交通安全 CMの撮影は、9 月 5日にえさし藤原の郷でおこないました。 

ロケには、岩高生 60 人以上の皆さんに協力してもらいました。 

大会で優勝すると、 

  本当のテレビ CMとして、一ヶ月間、テレビ岩手で放送されます。 

ということで、どうぞ、ご期待ください。 
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13 日の金曜日には、放送の新人大会です。 

放送新人大会の会場は、盛岡の県民会館で、 

  アナウンスに 4人、番組の部門に 2つ、エントリーしています。 

こちらも上位大会をめざしてがんばります。 

 

14 日の土曜日には、フラワーアレンジメントコンテストの全国大会に、 

  3 年 A組の及川春奈(おいかわはるな)さんが出場します。 

及川さんは、去年と今年、県大会で連覇を果たし、 

  全国大会にも 2年連続の出場です。 

 

フラワーアレンジメントとは、洋風の生け花のことです。 

大会では、花とうつわが用意され、 

  選手は、その飾り付けを考えて、実際に花を飾ります。 

審査は、技術・構成・色彩・全体の印象の、4つの項目でおこなわれます。 

 

土曜日の全国大会は、産業教育フェアの一環としておこなわれます。 

産業教育フェアとは、全国の専門高校の専門教育の発表をおこなう、 

  いわば、専門高校のインターハイです。 

フラワーアレンジメントコンテストのほかにも、 

  ものづくりコンテストや、ロボット競技大会の全国大会もあわせておこなわれ、 

    その様子は、全国ニュースでも放送されるはずです。 

及川さん、 

  岩高の代表、そして岩手県の代表として、頑張ってきてください。 

 

 

さて、インフルエンザが、依然、猛威をふるっています。 

きょうの岩高は、 

  インフルエンザによる出席停止の生徒が、20人です。 

中でも、2年生に出席停止や欠席が多く、 

  このあと、午後から、2年生ひとクラスが、学級閉鎖になります。 

 

一方、進路で大変な 3年生には、 

  出席停止や欠席は、ひとりもいません。 

風邪やインフルエンザにかかるわけにはいかないと、 

  予防につとめているためとみられます。 

 

テストの週です。 

3年生を見習って、手洗い・うがいと規則正しい生活を心がけ、 

  インフルエンザや風邪を防ぎましょう。 
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---------- 

-- 20091110TU -- 

 

時刻は、12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

11 月 10 日 火曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、連絡です。 

教室の出入り口の上の小窓を、あけてください。 

教室の出入り口の上の小窓を、あけてください。 

 

インフルエンザの流行で、岩高でも学級閉鎖のクラスが出ています。 

教室の換気のため、 

  出入り口の上の小窓は、常に、あけておいてください。 

 

小窓をあけておくと、強制換気システムとの組み合わせで、 

  教室の空気が常に入れ替わり、インフルエンザにかかりにくくなります。 

 

教室の出入り口の上の小窓は、いつでもあけておいてください。 

 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

では、きょうも、皆さんの活躍をお伝えします。 

まず、かるたの東北大会に出場した、2の A の佐々木美喜(ささきみき)さんの話題です。 

         (取材: 愛鐘) 

先週の木曜日に、盛岡で、百人一首かるたの東北大会がおこなわれました。 

岩高からは、2の Aの佐々木美喜(ささきみき)さんが、 

  岩手県の Bチームのメンバーとして出場しました。 

 

大会には、東北各県から 8チームが出場し、 

  佐々木さんの出場した岩手 Bチームは、残念ながら、8位でした。 

岩手 Aチームは、5位でした。 

 

今回の大会は、競技かるたの大会で、 

  それぞれの陣地に 50枚ずつ札を並べ、取りあうものです。 

試合は、自分の陣地の札が先になくなったほうが勝ちです。 

団体戦は、5人ひとチームでおこないます。 

佐々木さんは、先月おこなわれた県の大会の結果、 

  B チームの 6番手に選ばれていましたが、 

    今回、5番手にあがって、東北大会に出場したものです。 
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佐々木さんの岩手 Bチームは、宮城県チームと対戦しました。 

競技かるたについてはまだ初心者の佐々木さんが当たったのは、 

  かるた 2段の選手でした。 

佐々木さんは、札をとるより、お手つきをしないことを心がけて戦ったそうです。 

 

競技かるたを教えている菊池哲也(きくちてつや)先生は 

 「佐々木さんはまだ払い手や つき手を勉強していません。 

  それを身につけると、作戦をたてられるようになるので、 

    それを目標にこれからも頑張ってほしいです」と話していました。 

 

いま、かるた競技に取り組んでいるのは、図書委員など、3人です。 

冬休み中にも大会があるとのことですので、 

  かるた競技に興味のある人は、 

    図書室の菊池哲也先生のところに、どうぞ。 

 

 

次も、文化系の活躍です。 

先月おこなわれた高校文芸祭に応募した 2年生の短歌が、 

  3 つ、入選に選ばれました。 

おめでとうございます。      (取材: 侑子) 

 

高校文芸祭は、高総文祭の文芸部門の大会です。 

岩高からは、国語の夏休みの課題として取り組んだ短歌で、応募していました。 

このうち、 

 ・3の Aの田中あさみ(たなかあさみ)さん、 

 ・2の 1 畠山大樹(はたけやまだいき)くん、それに、 

 ・2の 4の阿部彩乃(あべあやの)さんの 3 人が、入選に選ばれました。 

 

大会には、ひとりで 3つずつの短歌をつくって、応募しました。 

その三つの作品全体のレベルで、賞が決まりました。 

 

では、三人の 9つの作品から、いくつか、ご紹介します。 

 

まず、畠山くんの作品です。 

畠山くんは、女の子のことを歌に詠みました。 

 

  恋してる あの子と電話 知らぬ間に 紙に描いてる ハートのマーク 

  恋してるあの子と電話   知らぬ間に紙に描いてるハートのマーク 

 

  星よりも きれいに輝く 君の目に 雨が降らない ようにと願う 

  星よりもきれいに輝く君の目に   雨が降らないようにと願う 
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阿部さんは、勉強がテーマです。 

 

  今日もまた 昨日も遅刻と先生に 言われて一人 放課後学習 

  今日もまた 昨日も遅刻と 先生に言われて   一人放課後学習 

 

  めずらしく 家で勉強 していたら 台風来るぞと 嫌みを言われた 

  めずらしく家で勉強していたら   台風来るぞと嫌みを言われた 

 

田中さんの歌は、夏の日々を歌いました。 

 

  夏休み 待ちきれなくて 走り出す スカート揺らして 二時の坂道 

  夏休み待ちきれなくて走り出す   スカート揺らして 二時の坂道 

 

  グラウンドに 響く掛け声 落ちる汗 窓から眺め 夏を感じる 

  グラウンドに響く掛け声 落ちる汗  窓から眺め 夏を感じる 

 

高校文芸祭は先月、北上で開かれ、このほど、3人に賞状が届きました。 

この大会には、短歌のほかにも、俳句、詩、小説、随筆などの部門があります。 

興味がある人は、担当の、三上知実(みかみともみ)先生まで、どうぞ。 

 

 

大会の結果、おしまいは、きのうおこなわれた交通安全テレビ CMコンテストです。 

 

きのう、盛岡グランドホテルで、 

  高校生交通安全テレビ CMコンテストのグランプリ審査会がおこなわれ、 

    放送委員 3人が参加してきました。 

岩高のテレビ CMは、優勝するつもりでしたが、 

  準優勝でした。 

すいませんでした。 

 

大会には、県内の高校から、23の番組がエントリーし、 

  このうち、15の番組がきのうのグランプリ審査に進みました。 

この大会には、自転車部門と、一般部門の、二つの部門があり、 

  岩高は、自転車部門に参加しました。 

自転車部門では、8本の番組が審査され、 

  岩高のテレビ CMは、この部門で 1位になりました。 

しかし、一般部門 1位の番組との、いわば決勝で敗れ、 

  全体の中では、2位にあたる、準グランプリに終わりました。 

 

それでも、この番組は、今月、テレビ岩手の特集番組で放送されるほか、 

  インターネットでいつでも見られるようになる予定です。 

えさし藤原の郷でのロケに協力していただいた皆さん、 

  ありがとうございました。 
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この悔しさを忘れず、金曜日の放送新人大会でもがんばります。 

どうぞ、これからも放送委員会を、よろしくお願いいたします。 

 

---------- 

-- 20091118W -- 

 

中間考査、おつかれさまでした。 

ゆうべからけさにかけて、雪が降りました。 

けさの登校、いつもよりも苦労した人もいると思います。 

 

雪が積もったときには、バイク通学は控えてください。 

週間予報によると、 

  あすまでは、気圧の谷と寒気の影響が残ります。 

早起きをして、早めの行動を心がけましょう。 

 

また、テストの初日から、学校の暖房も使われています。 

岩高の暖房は、重油を燃やしてお湯をわかし、 

  そのお湯を校内に循環させるしくみです。 

暖房用のお湯を沸かすボイラーは、 

  生徒玄関の西側にあり、 

    朝 7時から、用務員さんたちが 2台の巨大なボイラーを運転します。 

 

効率よく暖房が効くように、教室内のヒーターのまわりは、いつも片付けておきましょう。 

プリントやノートなどが挟まっていると、思わぬ事故の原因になります。 

教室のヒーターがうまく作動しないと、まわりの教室にも暖房が行き渡らず、 

  余計な迷惑をかけてしまいます。 

気をつけましょう。 

 

では、11月第 3週の、今週の予定をお伝えします。 

 

きょうから、生活委員会の挨拶運動がはじまりました。 

生活委員会の挨拶運動、今週は、きょうと、あさっての金曜日です。 

また、金曜日には、保健委員会の落ち葉掃きが予定されています。 

 

あさってから、1・2年の課外が始まります。 

初日の金曜日は、課外ガイダンスです。 

1年生は、大講義室、2年生は、第 2語学実習室で、 

  金曜日は、課外のガイダンスとなります。 

また、2年生は、金曜日に公務員模試があります。 

 

3 年生は、金曜日と土曜日に、模擬試験です。 

今週の模試は、代ゼミセンタープレテストと、就職模試です。 

がんばってください。 

日曜日には、全商ワープロ検定の二回めがあります。 
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大会など、部活動関係の予定です。 

 

きょうから、高校総合文化祭の書道部門、「高校書道展」が盛岡で始まりました。 

高校書道展は、来週の火曜日まで、県民会館で開かれています。 

岩高からは、書道選択の生徒が、26の作品を応募し、 

  このうち、12作品が、入賞しました。 

表彰式は、来週の火曜日に、県民会館でおこなわれます。 

高校書道展について、詳しいことは、あす以降のお昼の放送でご紹介します。 

 

土曜日には、交通安全テレビ CMの番組の放送があります。 

土曜日の 10時から、テレビ岩手で、 

  高校生交通安全テレビ CMコンテストの特集番組が放送されます。 

この番組では、 

  皆さんにロケの協力をしてもらった 

               岩高の交通安全 CMも放送されることになっています。 

土曜日は、10時から、テレビ岩手を、どうぞ。 

 

土日には、柔道の選手権大会の県予選が、盛岡でおこなわれます。 

岩高からは、柔道部の男子が、参加します。 

 

来週の月曜日、23日の勤労感謝の日には、 

  一関盛岡駅伝大会がおこなわれ、 

  岩高も、陸上競技部を中心とするメンバーで参加します。 

 

三連休があけて、来週の授業は、火曜日から 4日間です。 

2年生の修学旅行まで、あと、2週間です。 

インフルエンザには、くれぐれもかからないよう、 

  教室の換気、手洗いとうがい、マスクの着用につとめましょう。 

 

以上、今週の予定でした。 

 

 

次に、放送新人大会の結果を報告いたします。 

 

テスト期間中の先週の金曜日に、 

  盛岡で、岩手県高校放送新人大会がおこなわれました。 

岩高放送委員会からは、5つ、エントリーし、 

  このうち、2つが、東北大会に進むことになりました。 

応援、ありがとうございました。 

 

大会の結果は、次のとおりです。 

まず、番組の部門では、 

  テレビキャンペーン部門という、30秒の番組の部門で、 

    優秀賞を受賞し、2月に、秋田でおこなわれる東北大会に進みます。 
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個人部門では、アナウンス部門に 4人がエントリーし、 

  このうち、2の 4の菊地夏美が、5位にあたる、優良賞を受賞して、 

    こちらも東北大会に進みます。 

 

大会で上位に入れたのは、 

  毎日のお昼の放送を、皆さんに聞いてもらっているおかげです。 

どうぞ、これからも、お昼の放送を、よろしくお願いいたします。 

 

---------- 

-- 20091124TU -- 

 

連絡の三つめは、インフルエンザ関係です。 

 

インフルエンザの流行のため、このあと、学級閉鎖がおこなわれます。 

閉鎖されるのは、2年生の総合学科、1組から 5組までの 5クラスで、 

  期間は、きょうの午後から、木曜日いっぱいまでです。 

 

2 年 1組から 5組までの 5クラスが、木曜日まで、学科閉鎖になります。 

 

インフルエンザで学校を休んでいる人は、岩高全体で、きょうは、40人です。 

このうち、28人が 2年生、12人が 1年生で、 

  3 年生は、ありません。 

 

インフルエンザの流行が続いています。 

手洗い、うがいと、教室の換気で、インフルエンザの予防につとめましょう。 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

いま 連絡したとおり、 

  このあと、2年生の総合学科が、インフルエンザによる閉鎖になります。 

全校が揃うのは、今週は、金曜日だけになります。 

いま、元気なみなさんも、くれぐれも体調をくずさないよう、 

  手洗い・うがいと換気、 

  それに、十分な睡眠をとるよう、心がけてください。 

とくに、2年生は、修学旅行を 1週間後に控えています。 

健康管理も旅行の準備です。 

楽しい旅行ができるようにしましょう。 

 

 

では、11月第 4週の、今週の予定をお伝えします。 

 

きょうから、1・2年生の平常課外が始まるはずでした。  が、 

今週は、1年生の課外だけとなります。 
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1 年生の課外、きょうは、数学で、 

  時間は、3時 50 分から、 

  場所は、5階の大講義室です。 

1年生のれんたつ学習は、同じく 3 時 50 分から、1の 1の教室です。 

 

今週は、文化部関係の行事が、二つ、あります。 

ひとつは、高校書道展です。      (取材: 幸・珠里) 

 

きょうは、高校総合文化祭の書道部門、「高校書道展」の 終日です。 

会場の県民会館では、表彰式と講習会がおこなわれていて、 

 岩高からは、 

  ・3の 6の石田美華(いしだみか)さんと、 

  ・2の Aの髙橋蘭(たかはしらん)さんが、代表として出席しています。 

 

岩高には、書道部はありません。 

この大会には、書道選択の生徒が授業で取り組んだ作品で参加しました。 

きょう、表彰式に参加している石田さんと髙橋さんのふたりは、 

  2 種 漢字かな部門で、奨励賞を受賞しています。 

 

このほか、入選に、11の作品が選ばれています。 

石田さんと髙橋さん以外の入選は、次のみなさんです。 

 ・3の 1 佐々木夏生(ささきなつき)さんと佐藤麻衣(さとうまい)さん、 

 ・3の 6 佐々木浩紀(ささきひろき)くんと千葉真理華(ちばまりか)さん、 

 ・3の 7 川端一輝(かわばたかずき)くん、 

 ・2の 1 後藤瑠偉(ごとうるい)くんと柏崎沙織(かしわざきさおり)さん、 

 ・2の 3 菊地貴也(きくちたかや)くんと菊地暁子(きくちさとこ)さん、 

   以上の 9人です。 

おめでとうございます。 

 

書道担当の佐藤千香(さとうちか)先生は、 

 「みんなの取り組みが良かった。 

  特に 3年生がよくがんばりました」と話していました。 

奨励賞に選ばれた高橋蘭さんは、 

 「賞に入れてうれしい。 

  来年もぜひこの大会に挑戦したいです」と話していました。 

 

---------- 

-- 20091126TH -- 

 

きょうも、インフルエンザの流行の影響が続いています。 

2年総合学科は、きょうまで、学級閉鎖です。 

1年生も、きょうとあす、4組が学級閉鎖になっているほか、 

  1 年生を中心に、インフルエンザの生徒が増えています。 

ひきつづき、手洗い・うがいと、教室の換気につとめましょう。 
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では、きょうは、フラワーアレンジメントコンテストの全国大会に出場した 

  3 年 A組の及川春奈(おいかわはるな)さんの活躍を紹介します。 

         (取材: 千尋) 

後期中間考査中の 11月 14 日と 15 日に、 

  横浜で、産業教育フェアの全国大会が開かれました。 

産業教育フェアとは、全国の専門高校の専門教育の発表をおこなう、 

  いわば、専門高校のインターハイです。 

フラワーアレンジメントコンテストのほかにも、 

  ものづくりコンテストや、 

  ロボット競技大会の全国大会もあわせておこなわれました。 

 

3 年 A組の及川春奈(おいかわはるな)さんが出場した 

  フラワーアレンジメントコンテストは、洋風の生け花の大会です。 

会場には、花とうつわが用意されていて、 

  自分でテーマを決め、制限時間の 50分で、飾り付けをつくっていきます。 

及川さんは、2年連続の全国大会出場ということで、 

  それほど緊張せずに、自分の思い描いたアレンジをつくることができたそうです。 

 

大会には、都道府県予選を勝ち抜いた、62人が参加しました。 

審査は、技術・構成・色彩・全体の印象の、4つの項目でおこなわれました。 

及川さんの作品は、自分でも納得のいく出来だったそうですが、 

  残念ながら、入賞は、なりませんでした。 

及川さんは、 

 「全国のレベルは思っていたよりも高かった。 

  フラワーアレンジメントの技術や大会で学んだことは 

                    これからの仕事でも生かせると思うので 

    がんばっていきます」と話していました。 

 

及川さんの作品は、 

  大会のあと、しばらく、学校の職員玄関に飾られていました。 

おととい発行された「根岸の風」にも写真が載っていますので、 

  ぜひ、もう一度、ご覧ください。 

 

---------- 

-- 20091127F -- 

 

2 年総合学科のみなさん、二日ぶりの学校は、いかがですか? 

来週の修学旅行、無事に出発できることを祈っています。 

 

では、きょうも、皆さんの活躍をご紹介します。 

きょうは、高校美術工芸展に参加した、美術部です。 

         (取材: 侑子) 
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今月の上旬、6日から 9日に、 

  盛岡の県民会館で、 

    高校総合文化祭の美術部門、高校美術工芸展がひらかれました。 

 

この大会に、岩高からは、美術部などから、11人が作品を出品し、 

  このうち、4つが、入選しました。 

入選したのは、次のみなさんです。 

 

絵画部門で、 

  3 年 6組、伊藤圭祐(いとうけいすけ)くんと 

  2 年 2組、及川奈々恵(おいかわななえ)さん。 

立体部門で、2年 5組、寺島由華(てらしまゆか)さん。 

工芸部門で、1年 4組、中野秀(なかのしゅう)くんの、  あわせて 4作品です。 

おめでとうございます。 

 

入選の 4人のほか、 

 ・部長・2の 5の藤本小夏(ふじもとこなつ)さんがデザイン部門に、 

 ・2の 1菊池千尋(きくちちひろ)さん、2 の 2山形道瑠(やまがたみちる)さん、 

    2 の 3菊池柊加(きくちしゅうか)さん、1の 2鳥畑梓(とりはたあずさ)さん、 

    1 の 4石川綺(いしかわあや)さんの 5人は絵画部門に、それぞれ参加しました。 

 

大会には、県内 65校から、あわせて 928 の作品が出品されました。 

なかでも、絵画部門には、599 作品の応募があり、 

  その中で、伊藤くんと及川さんが、入選に選ばれています。 

伊藤くんと及川さんの絵は、 

  それぞれ、50号という、およそ 1メートル四方のサイズです。 

伊藤くんの絵のタイトルは、「静かな夜」、 

  及川さんの絵は、「水道」という名前です。 

 

立体部門の寺島さんの作品は、石膏(せっこう)でつくった塑造(そぞう)で、 

  座布団の上に座った猫を表現しました。 

タイトルは、「正座する猫」です。 

 

中野くんが応募した工芸部門には、焼き物や、織物など、さまざまな表現技法があります。 

中野くんは、今回、焼き物をつくりました。 

高さが 50センチの、青い、壺を焼いて、「空と海」と名付けました。 

 

岩高美術部の今年の目標は、 

 ・部員全員で、 

 ・絵画、デザイン、立体、工芸の 4つの部門すべてに応募することでした。 

美術部顧問の松川先生は、 

 「全部の部門に応募できたので、 

    次は、じっくり時間をかけて 

          より良い作品に仕上げさせたい」と話していました。 
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高校美術工芸展に参加した美術部の作品は、 

  このあと、校内に展示する予定とのことです。 

以上、きょうは、美術部が参加した、高校美術工芸展の話題をお送りしました。 

 

 

では、天気予報です。 

 

きょう 午後の天気は、くもりで、夜は、雨。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 30 パーセント、6時以降は 70 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、10度、 

 ・あす朝の 低気温は、3度の見込みです。 

 

・週間予報によると、このさき一週間は、おおむね 晴れか曇の日が続きそうです。 

・気温は 平年並みで、朝は、氷点下に下がるようになるでしょう。 

 

修学旅行先の京都では、 

  来週は、おとといの岩手と同じぐらいの気温になる見込みです。 

修学旅行中の気温は、 

 ・朝が 5度前後、 

 ・日中は、15度ぐらいでしょう。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

円高が続いています。 

けさは、一時、14年 4か月ぶりに 1ドル 84 円台になりました。 

現在は、1ドル 85 円 94 銭、1ユーロ 128 円 33 銭です。 

 

今日の担当は、菊地夏美(きくちなつみ)・石川未来(いしかわみく)・後藤舞(ごとうまい)・ 

  菊地杏奈(きくちあんな)・千田愛鐘(ちだあかね)・萩原千尋(はぎわらちひろ)・ 

  及川朋也(おいかわともや)と勝山綾菜(かつやまあやな)でした。  (自分は 後) 

 

・3年生の、部長・委員長は、1階の、会議室に集まってください。 

 

ではまた～♪ 

(音楽 FO) 

 

---------- 

-- 20091130M -- 

 

2 年生の修学旅行は、あすの朝、水沢江刺駅を出発し、 

  4 泊 5日の日程で、関西地方をまわります。 

 

あすの朝は、7時半に、水沢江刺駅集合です。 

東北新幹線と東海道新幹線を乗り継いで、2時過ぎに、京都に着きます。 

あすは、京都で、宇治平等院(うじびょうどういん)を見学します。 
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宇治平等院の鳳凰堂(ほうおうどう)は、10円玉のおもてにもデザインされている、 

  平安時代を代表する建物です。 

えさし藤原の郷にある、無量光院(むりょうこういん)とよく似た建物です。 

 

平等院を見学したあと、京都市内の宿に入ります。 

宿は、ホテル然林房(ねんりんぼう)というところです。 

場所は、金閣(きんかく)の、さらに北で、まわりは、だいたい、山だそうです。 

 

あさっての水曜日は、日本を代表する、4つのお寺をまわります。 

はじめに向かうのが、清水寺(きよみずでら)です。 

平安時代のはじめに江刺のあたりに攻めてきた 

  坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)ゆかりのお寺です。 

水沢のあたりに本拠地があったアテルイの供養碑(くようひ)もあります。 

 

次に向かうのが、奈良公園です。 

奈良公園では、東大寺(とうだいじ)の大仏や、春日大社(かすがたいしゃ)を見学します。 

そのあと、薬師寺(やくしじ)を訪ねて、お坊さんのお話を聞きます。 

 

水曜日のおしまいに、法隆寺(ほうりゅうじ)を見学し、 

  世界遺産をぐるっとめぐる二日めが終わります。 

 

 

木曜日は、京都市内を、班ごとに自主研修します。 

出発は、朝 8時で、夕方 4時まで、宿に戻ってきてはいけません。 

いまのところの計画をみますと、 

 ・前の日にいく清水寺が入っている班や、 

 ・ひとクラスまるごとほとんど同じコース、というところもあるようです。 

また、京都でいちばん面白い「京都国立博物館(きょうとこくりつはくぶつかん)」は、 

  1 月まで、ずーっと休館中です。ご注意ください。 

木曜日まで、あと、3日あります。 

京都についてもう一度よーく予習をして、いい自主研修を目指してください。 

 

おすすめは、東山(ひがしやま)方面です。 

銀閣や、竜安寺(りょうあんじ)、南禅寺(なんぜんじ)には、 

  日本を代表する枯山水(かれさんすい)のお庭があります。 

これらのお庭は、何度行っても新鮮に感じるそうです。 

ぜひ、東山方面を計画にどうぞ。 

 

金曜日は、大阪に移動します。 

国立民族学博物館(こくりつみんぞくがくはくぶつかん)で 

                        世界各地の文化を勉強したあと、 

  午後は、ユニバーサルスタジオジャパンで、さらにお勉強です。 

この日の宿は、大阪のミナミにある、シェラトン都ホテル大阪です。 

オートロックに、気をつけてください。 
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修学旅行の 終日、今週の土曜日は、 

  ホテルの近くの道頓堀(どうとんぼり)のあたりを見学して、 

    岩手に戻ることになります。 

水沢江刺駅に着くのは、土曜日の夕方 5時半頃です。 

インフルエンザに注意しながら、どうぞ、楽しんできてください。 

 

 

校内に残る 1年生と 3年生の予定です。 

 

・1年生は、平常課外、 

・3年生は週末に模擬試験があります。 

 

3 年生の模試、今週は、全統(ぜんとう)センタープレテストです。 

全統センタープレは、金曜の放課後と土曜日におこなわれます。 

部活動などで校舎を利用する 1年生も、 

  週末は、3年生の模試に協力をお願いします。 

 

週があけて、来週月曜日の 2年生は、代休、 

  全部の年次が揃うのは、12月 8日の火曜日となります。 

 

以上、今週の予定でした。 

 

---------- 

-- 20091202W -- 

 

2 年生の修学旅行、きょうは、清水寺(きよみずでら)と、奈良を回っています。 

けさ、小松原(こまつばら)先生から学校に入った連絡によると、 

  2 年生の修学旅行チームは、全員、元気だそうです。 

心配されたインフルエンザも、今のところ、大丈夫とのことです。 

 

きょうは、午前中に清水寺を見学したあと、 

 ・奈良の東大寺で大仏などをみて、 

 ・いまは、奈良公園でお昼を食べているはずです。 

 

奈良のお昼は、たぶん、うどんです。 

奈良うどんは、太麺(ふとめん)で、 

  しょうゆをあまりつかわない、鰹出汁(かつおだし)をきかせたつゆが特徴です。 

 

このあと、2年生は、薬師寺(やくしじ)でお坊さんの説教(せっきょう)を聞きます。 

説教とは、もともと、「教えを説く」という意味で、お坊さんのお話のことです。 

 

薬師寺のあとは、法隆寺(ほうりゅうじ)です。 

法隆寺は、世界で も古い木造建築といわれていて、 

  日本でもっとも早く世界遺産に指定された場所でもあります。 
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きょうの奈良の天気は、晴れで、 高気温は 15 度の見込みです。 

気持ちよく奈良をめぐっていることでしょう。 

 

 

さて、きのうは、新幹線での移動と、宇治平等院(うじびょうどういん)の見学でした。 

放送委員、2の Aの松下美幸(まつしたみゆき)によると、 

 ・新幹線の中では、トランプなどで遊ぶのに夢中で、 

 ・富士山を見るのを忘れてしまった人が多かったとのことです。 

 

きのう見学した宇治の平等院は、10円玉の表にある建物です。 

10 円玉といっしょに記念写真を撮る人がたくさんいました。 

 

きのうのハイライト、、、、じつは、新幹線への乗車でした。 

水沢江刺駅では、 

 ・1分間の停車時間で、 

 ・269 人の修学旅行団が、新幹線に乗らなくてはなりません。 

やまびこ 46号の 6号車から 8号車まで、岩高生が 269 人乗るわけですが、 

  扉は、6箇所です。 

ひとつの扉に 45人ずつ、きちっと列をつくって、緊張しながら急いで乗り込みました。 

 

 

東北新幹線は、いまから 27年前の、1982 年に開業しました。 

しかし、開業当時の県内の新幹線の駅は、 

  盛岡と北上、それに、一関の、3つだけでした。 

水沢江刺駅は、 

  地元の要望によって、新幹線開業の 3年後の 1985 年につくられたものです。 

駅を作るのにかかったお金は、20億円で、全額、当時の水沢市が負担しました。 

ちなみに、岩高の校舎を建てるのにかかったお金が、16億円です。 

 

いま、新幹線で、東京まで 3時間かからずに 行くことができます。 

新幹線ができる前は、水沢駅から、特急で、東京まで およそ 6時間かかりました。 

その頃の修学旅行は、京都に行くだけで、まる一日かかりました。 

いまは、新幹線のおかげで、 

  修学旅行の一日目も、 終日も 

             ちゃんと見学ができる日程が組めるようになっています。 

来年の 12月には、東北新幹線は、青森まで延長されます。 

そのあと、新幹線のスピードも今より早める予定で、 

  近い将来、東京までの時間は、2時間ぐらいに短縮される見込みです。 

その頃には、どういう修学旅行になるんでしょうか。 
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---------- 

-- 20091203TH -- 

 

2 年生の修学旅行、きょうは、京都市内の自主研修です。 

2年次長の小松原(こまつばら)先生によると、 

  けさも、修学旅行チームは、全員、元気で、 

    予定通り、9時に、班ごとにタクシーに乗り込んで、 

      自主研修に向かったとのことです。 

 

では、きのうの修学旅行の模様を、 

  放送委員、2の 4の菊地夏美と 2 の Aの松下美幸のリポートでお伝えします。 

 

修学旅行、きのうは、京都の清水寺(きよみずでら)、 

  奈良の東大寺(とうだいじ)・薬師寺(やくしじ)、それに法隆寺(ほうりゅうじ)を 

    バスで回りました。 

7時 40 分に宿を出た一行は、まず、8時半から、清水寺を見学しました。 

 

清水(きよみず)は、京都を代表する、 も観光客の多いお寺です。 

清水の舞台(きよみずのぶたい)と呼ばれる 

  高さ 13 メートルの本堂(ほんどう)が有名です。 

また、さまざまな願い事に応じるものがたくさんあることでも知られています。 

 

清水寺の中にある地主神社(じしゅじんじゃ)は 

  縁結び(えんむすび)に御利益(ごりやく)があるといわれていて、 

    恋占いの石や、浮気封じ(うわきふうじ)の石などがあります。 

 

本堂には、仏様(ほとけさま)の足跡(あしあと)といわれる仏跡石(ぶっそくせき)が 

          あります。 

陸上競技部顧問の加藤先生は、 

  仏跡石(ぶっそくせき)にさわると足が速くなるぞと 

                       陸上部員に声をかけていました。 

ハードル選手で放送委員の菊地夏美も、もちろん、さわってきました。 

また、力自慢(ちからじまん)の人のためのものもありました。 

重さ 90キロもある、銅でできた棒です。 

この棒は、弁慶が持っていたという言い伝えがあり、 

  これを持ち上げた男子はモテモテになるということで、 

    たくさんの男子が挑戦していました。 

しかし、ウエイトリフティング部、2の 4の伊藤京介(いとうきょうすけ)くんでも 

  持ち上げる事はできませんでした。 

ちなみに伊藤くんは、ウエイトの大会では、 

  ジャーク 88キロを上げたことがあります。 

 

次に訪ねた奈良公園は、東大寺(とうだいじ)や興福寺(こうふくじ)、それに 

  春日大社(かすがたいしゃ)などが立ち並ぶ一帯です。 
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奈良公園や奈良の町の中には、いまでも、鹿がたくさんいます。 

奈良公園の入り口では、「鹿せんべい」が売られていて、 

  観光客にまじって、岩高生も鹿せんべいを買い求めていました。 

すると、さっそく鹿が寄ってきて、 

  せんべいだけでなく、制服まで食べられそうになった女子もいました。 

 

東大寺には、いわゆる「奈良の大仏」があります。 

大仏をさわったり写真を撮ったりすることはできませんが、 

  大仏の鼻の穴と同じ大きさの穴があって、これをくぐることができます。 

この穴の大きさは、30センチ四方で、 

  2 年 4組ではソフトテニス部の菅村秀人(すがむらしゅうと)くんが 

          代表してくぐりました。 

30 センチの穴をみごとに通り抜けた菅村くんの姿は、 

  きっと、卒業アルバムに載ることでしょう。 

 

午後に訪ねた薬師寺(やくしじ)と法隆寺(ほうりゅうじ)については、 

  2 年生からのリポートでは、あまりふれられていませんでした。 

睡眠不足で記憶が断片的になっているのではないかと思われます。 

がんばってください。 

修学旅行を引率している先生方からの連絡では、 

  薬師寺のお坊さんの説教は、今年も絶好調だったとのことです。 

 

1 年生は、きょう、3時間めの産社の時間に、 

  黒石寺(こくせきじ)住職(じゅうしょく)の 

    藤波洋香(ふじなみようこう)先生のお話を聞きました。 

1年生の聞いた講演も、お坊さんのお話しですので、 

  仏教のことばでは、「説教」だったというわけです。 

 

2 年生の修学旅行、あすは、大阪方面に向かいます。 

あすのこの時間も、修学旅行リポートをお伝えします。 

どうぞ、お楽しみに。 

 

---------- 

-- 20091204F -- 

 

きょうも、2年生の修学旅行の模様をお伝えします。 

 

きのうの京都は、雨でした。 

修学旅行団は、きのうは、班ごとにタクシーに乗り込んで、 

  京都市内の自主研修に向かいました。 

班の人数は、5人から 9人ぐらいで、 

  それぞれジャンボタクシーに乗って、市内を回ります。 

行き先は班ごとに違いますが、 

  金閣(きんかく)だけは必ず立ち寄ることにしていました。 
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放送委員、2の 4の菊地夏美の班は、 

  朝一番に金閣をたずねました。 

金閣は、正式には、北山鹿苑寺(ほくざん ろくおんじ)といいます。 

敷地に入ると、まずおおきな池があります。 

その池の向こう側に、金閣の建物が光り輝いていました。 

 

池には たくさんの鴨が泳いでいて、 

  その水面に、金閣の建物が逆さに写るようになっています。 

京都のお寺にある池は、どこでも、その建物が写るように、 

  わざと濁らせています。 

その池と金閣をバックに、記念写真を撮りました。 

 

京都の主な観光地には、ほとんどといっていいほど、ライブカメラがあります。 

ライブカメラとは、 

  その場所の様子をインターネットをとおしてリアルタイムで見せるカメラです。 

金閣の場合、「今日の金閣」というサイトで 

  その記念写真ポイントの様子を 5分おきに写し出しています。 

岩高生の様子も、ばっちりと写って、世界中に発信されていたはずです。 

 

金閣を見学した 2の 4の 4班は、そのあと、銀閣(ぎんかく)にも行きました。 

銀閣は、東山慈照寺(とうざん じしょうじ)というお寺にある建物です。 

こちらの庭は、枯山水(かれさんすい)といって、 

  石や砂でつくった、禅宗(ぜんしゅう)独特のお庭です。 

敷地に入ると、まず、プリンがあります。 

砂でつくられた、高さ 2メートル近い、巨大なプリンのような形の砂山です。 

その砂山の周りは、規則正しく線を引いた、これまた真っ白な砂の海です。 

 

このお庭は、銀色の砂の灘(なだ)、と書いて、銀砂灘(ぎんさだん)といいます。 

巨大なプリンは、月に向かう台、と書いて、向月台(こうげつだい)といいます。 

向月台と見ながら銀砂灘のまわりを歩いていき、 

  途中で振り向くと、そこに、銀閣がある、という、不思議なお庭です。 

 

銀閣の建物は、いま、耐震工事の 中で、 

  残念ながら、室町時代の雰囲気をちゃんと感じることはできませんでした。 

ということで、次に京都に行くときまでの宿題が、ひとつ、できました。 
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京都の繁華街(はんかがい)でおみやげを探す時間も、もちろん、ありました。 

2の Aの松下美幸たちの班は、 

  新京極(しんきょうごく)で時間をたっぷり使いました。 

 

新京極(しんきょうごく)は、もともとは、京都の街のはずれという意味の場所ですが、 

  今は、街の中心になっています。 

江戸時代の東海道(とうかいどう)が、 

  三条大橋(さんじょうおおはし)で鴨川(かもがわ)を渡ったところにあり、 

    アーケードのついた商店街が 3本、並んでいます。 

おみやげものやさんや、服屋さん、ゲームセンターなどが延々と続き、 

  ここでグループからはぐれる人が続出しました。 

それでも、京都バージョンのプリクラを撮ったりして、 

  思い出をたくさんつくってきたとのことです。 

 

2 年生の修学旅行、きょうは、大阪方面に向かっています。 

午前中に、明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)と 

  国立民族学博物館(こくりつみんぞくがくはくぶつかん)を見学し、 

このあと、1時 15 分から、ユニバーサルスタジオジャパンでお勉強です。 

 

今夜は、大阪のホテルに泊まり、 

  あす、道頓堀(どうとんぼり)周辺をまわったあと、 

    新幹線で岩手に戻ります。 

水沢江刺駅に着くのは、あすの、夕方 5時半頃です。 

 

あと 1日半の修学旅行となりました。 

体調をくずさずに、しっかり楽しんできてほしいですね。 

 

以上、修学旅行リポートでした。 

 

---------- 

-- 20091207M -- 

 

1 年生の学級閉鎖もあけました。 

2年生のきょうは、修学旅行の代休で、 

  あすには、すべてのクラスが久しぶりに揃います。 

 

さて、2年生の修学旅行は、おとといの土曜日に、無事に終わりました。 

きょうも、その修学旅行の様子を、ご紹介します。 

きょうは、先週の金曜日と土曜日の模様です。 

 

5 日の金曜日は、京都の宿を出発して、まず、淡路島(あわじしま)に渡りました。 

淡路島は、本州と四国の間にある、瀬戸内海で も大きな島です。 

本州と淡路島のあいだにかかる明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)は 

  全長 3911 メートルの、世界で も長い吊り橋(つりばし)です。 
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もともとの長さは 3910 メートルでしたが、 

  1995 年の阪神淡路大震災(はんしんあわじだいしんさい)で地盤がずれて、 

    1 メートル、長くなりました。 

 

この明石海峡大橋を往復したあと、大阪に戻って、国立民族学博物館を見学しました。 

国立民族学博物館は、 

  1970 年に大阪でひらかれた万国博覧会(ばんこくはくらんかい)の 

                           跡地(あとち)にあります。 

万国博覧会のために集めた世界各地の生活用品などが展示されています。 

イギリスの生活を展示している場所では、 

  ちょうど 12月ということで、クリスマスツリーが飾られていました。 

この博物館は、写真撮影が全面的に認められていて、 

  展示会場で記念写真を撮ると、 

  まるで次から次へと世界旅行をしているような気分になりました。 

 

金曜日の午後は、ユニバーサルスタジオジャパンを見学しました。 

アトラクションよりも燃えたのがお買い物で、 

  4 時間まるごとお買い物に走り回った人もいたようです。 

 

金曜日は、シェラトン都ホテル大阪に泊まりました。 

高校生には贅沢すぎるホテルでした。 

 

終日の土曜日は、バスの中から大阪の街をながめたあと、 

  新大阪駅から新幹線で戻りました。 

今回の修学旅行では、大阪での見学場所は、 

  民族学博物館と、USJ(ユーエスジェイ)の 2か所だけでした。 

・大阪城や、 

・梅田にある「ヘップファイブ」の赤い観覧車、「フェリスホイール」は、 

   バスの窓から眺めるだけでした。 

でも、旅行先に何か見逃したものを残しておくと、 

  次に来るときの楽しみになるのだと、 

                後の日のバスガイドさんは話していました。 

 

新大阪からおよそ 6時間かけて、 

  土曜日の夕方 5時半に水沢江刺駅についた 2年生は、 

    おみやげをいっぱいかかえて、迎えの家族の元に、戻りました。 

疲れていても、笑顔だった 2年生でした。 

 

あすは、おみやげ話といっしょに、元気に 2 年生が登校するはずです。 

以上、2年生の放送委員から毎日送られてきた修学旅行リポートでした。 
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---------- 

-- 20091208TU-- 

 

久しぶりにみんなが揃いました。 

2年生のみなさん、修学旅行、おつかれさまでした。 

修学旅行でいちばん心配されていたインフルエンザも、 

  何とか 小限にくいとめることができたようです。 

 

さて、そのインフルエンザですが、 

  きょう現在、岩高では、6人がインフルエンザで休んでいます。 

県内の高校では、ちょうど一ヶ月前をピークに、 

  だんだん患者が少なくなってきています。 

それでも、まだインフルエンザにかかっていない人は、 

  いつ、かかるか、わかりません。 

インフルエンザで学校を休みたいな～とか、 

  学級閉鎖になるとラッキー、なんて思っていませんか? 

そこで、きょうは、インフルエンザにかかった 1年生の体験談を、ご紹介します。 

         (取材: 美早) 

ある日 突然 熱っぽくなったその生徒は、 

 ・学校で指示があったとおり、 

 ・まず、ふだんお世話になっている病院に電話をかけて相談をしました。 

病院からは、ちゃんとマスクをして来るようにいわれ、 

  診察を受けたところ、新型インフルエンザと診断されました。 

 

病院の先生からは、 

 ・一週間、自宅で、安静にすること、 

 ・家族全員がマスクをつけること、 

 ・家族もなるべくほかの人との接触をしないことの三つを指示されました。 

 

病院でインフルエンザの特効薬を処方(しょほう)されましたが、 

  しばらくは、熱にうなされ、咳(せき)が止まらず、 

    くしゃみと鼻水でティッシュが手放せませんでした。 

額に貼った冷却シートは、10時間使えると書いてありましたが、 

  熱ですぐにはがれてしまって使い物になりませんでした。 

体が重く感じられて、寝るのも起きるのも辛かったそうです。 

 

 

精神的なつらさも感じました。 

 

学校に 1週間登校することができないため、 

  授業がどこまで進んでしまうのか、心配でした。 

休んでいるうちに自分のペースで勉強できると思っていましたが、 

  体調がわるくてそれどころではありませんでした。 
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家族にも負担がかかりました。 

その生徒は、一週間の間、自分の部屋にずっといたため、 

  お母さん以外とは話ができなかったそうです。 

中学生の弟は、 

  中学校で、 

    家族にインフルエンザが出た場合は直るまで登校しないようにいわれたため、 

      出席停止になってしまいました。 

学校によって対応が違うんですね。 

弟は今年高校を受験するのに、申し訳ないことをしたと感じたそうです。 

友だちだけでなく、家族とも話ができなかったのが、寂しくて、辛かったそうです。 

 

このように、インフルエンザにかかると、 

  からだも、気持ちも、大変つらい思いをすることになります。 

だからこそ、手洗いやうがい、換気につとめて、 

  インフルエンザにかからないようにしましょう。 

 

修学旅行で、ふだんと違う生活をしてきた 2 年生は、 

  体力が、やや落ちているかもしれません。 

ふだんの生活のリズムを取り戻すまで 

  少しゆったりとした気持ちで過ごすとよいかもしれませんね。 

 

また、インフルエンザで休んでいた友だちが復帰したら、 

  授業においつけるように、手伝ってあげてください。 

わたしも、そうやって助けてもらって、本当にありがたかったです。 

 

ということで、インフルエンザにかかって、よかったことは、ほとんどありません。 

予防につとめて、あと 2週間を乗り切りましょう。 

以上、きょうは、インフルエンザの体験談をお送りしました。 

 

---------- 

-- 20091209W -- 

 

12 月に入って、テレビ岩手では、交通安全についての CMの放送が始まりました。 

岩高も毎年参加している、高校生交通安全テレビ CMコンテストの優勝作品が、 

  本物のテレビ CMとして、テレビ岩手で流れています。 

 

岩高でつくったテレビ CMは、準優勝でしたので、テレビでは、放送されません。 

でも、インターネットでは、 

  きのうから、このコンテストの入賞作が公開されています。 

 

岩高のテレビ CMは、「いつの時代も交通安全」というタイトルです。 

えさし藤原の郷でロケをして、つくりました。 
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CM のナレーションは、3の 4の菊池也実(きくちなりみ)くんにお願いしました。 

なりみくんの「いざ、出陣」というセリフが流れると、 

  2 の 3の菊地貴也(きくちたかや)くんを先頭に、 

   ・ケータイで話しをしながら自転車に乗る集団が、 

   ・えさし藤原の郷からぐちゃぐちゃと出撃してきます。 

それを見て、「こりゃー、わがね」というと、こんどは、 

 ・きちんと整列した歩行者が道路の右側を、 

 ・1列で進む自転車が道路の左側を、行進していきます。 

先頭は、3の 2の佐藤良子(さとうよしこ)さんです。 

 

この交通安全テレビ CMは、きのうから、ウエブで公開されています。 

アドレスは、 

  http://www.tvi.jp/cm-contest/2009/ 

  (エイチティーティーピーコロン 

  ダブルスラッシュ 

  ダブリュダブリュダブリュドット 

  ティーブイアイドット 

  ジェイピースラッシュ 

  シーエムハイフン 

  コンテストスラッシュ 

  にーれいれいきゅうスラッシュ)、です。 

ここには、テレビ岩手のサイトからもリンクしています。 

また、「交通安全テレビ CMコンテスト」で検索すると、すぐヒットします。 

 

このサイトでは、去年やおととしの CMも見られます。 

去年は、ジェイソン先生の出る CMでした。 

おととしの CMでは、前の放送委員長、3 の 6 の菅原拓(すがわらたく)の 

  若かりし姿が、みられます。 

過去の番組も、どうぞ、ご覧ください。 

 

---------- 

-- 20091210TH -- 

 

いまは、一年で、 も昼間の短い時期にあたります。 

けさの日の出は、6時 46 分、 

  日の入りは、午後 4時 11 分です。 

昼間が短い分、夜の時間が長く、夜空の観察には絶好の時期です。 

きょうは、その夜空で観察できる、天体ショーを紹介します。 

 

今週から来週にかけて、流れ星がたくさん見られます。 

これは、「ふたご座流星群」という流れ星です。 

 

流星群の活動が も活発になって流れ星が見られる時期を 

  極大(きょくだい)といいます。 
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今回のふたご座流星群の極大は、こんどの日曜日で、 

  極大の前後一週間に、流れ星を観察することができます。 

その流星観察に も適した日が、  じつは、、、、今夜です。 

 

流れ星をたくさん見るために必要な条件は、次の、三つです。 

一つは、流れ星の元になる塵(ちり)がたくさんあることです。 

 

流れ星は、宇宙空間にある塵(ちり)の粒が地球の大気に飛び込んできて、 

  空気との摩擦で光る現象です。 

今回の流星群は、 

  フェアトンという名前の小さな星がまいた塵が元になっています。 

フェアトンの軌道には、直径 1ミリから数センチぐらいの塵がたくさんあって、 

  こんどの日曜日に、地球がその軌道のすぐそばを通過します。 

国立天文台の予測によると、 

  極大の時間帯には、1時間に 20個ぐらいの流れ星が見られるとのことです。 

街の明かりの影響がなければ、1時間に 50個の観測も見込めるそうです。 

 

二つめの条件は、月、です。 

今月は、来週の水曜日が新月で、いまは、月の出が、明け方です。 

夜の間は、ほとんど月明かりの影響がありませんので、 

  暗い星もよく見える、たいへんよい条件になっています。 

 

そして、三つめの条件が、天気です。 

流れ星は、空の高いところでおこる天体現象です。 

ですから、曇や雨の日は、流れ星を見ることができません。 

 

週間予報によると、この先一週間で、晴れの予報になっているのは、 

  じつは、今夜だけです。 

あすからはくもりや雨、それに雪になる見込みで、 

  極大の日曜日も、晴れ時々くもりの予報ですので、 

    ぜひ、今夜、夜空を眺めてみてください。 

 

ふたご座流星群は、深夜、2時頃にピークを迎えます。 

あまり早い時間帯だと、見られる場所が限られるそうです。 

国立天文台では、夜の 10時ぐらいからの観測をすすめています。 

 

流星の飛び出す「放射点(ほうしゃてん)」は、 

 ・夜 10時ぐらいだと、空の真上より東のあたり、 

 ・深夜 2時頃だと、空の真上です。 

そこから、あらゆる方向に星が流れますので、 

 ・暖かい服装で、 

 ・地面に寝っ転がって、 

 ・空全体を見渡すようにするとよいとのことです。 
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今年、2009 年は、世界天文年です。 

世界天文年の締めくくりとなるふたご座流星群、 

  岩手で眺めるのは、今日が、チャンスです。 

以上、ふたご座流星群の話題でした。 

 

---------- 

-- 20091211F -- 

 

さて、きのうの放送で、ふたご座流星群のことを取り上げたところ、 

  流れ星を見ることができたという声が放送委員に届きました。 

そこで、きのうの流れ星の様子をご紹介します。 

         (取材: 愛里) 

ふたご座流星群の極大は、あさっての日曜日です。 

きのうは、日曜日ほど流れ星が出ないと予測されていましたが、 

 ・晴れていたため、 

 ・下校途中に流れ星がみえたという情報が寄せられました。 

 

きのう 初の目撃情報は、夕方 6時半頃でした。 

部活を終わって学校を出て、サンエーに向かって歩いているときに、 

  北から西に向かって流れる星が、ひとつ、見えたという情報がありました。 

また、夜 7時すぎには、 

  金ヶ崎で、南の空に、流れ星がみえたとのことです。 

 

放送委員の山路愛里は、夜 10時と、深夜の 2時頃に、夜空を観察しました。 

しかし、10時過ぎから薄い雲が出てきて、明るい星以外はわからなくなりました。 

目覚まし時計をかけて、夜中の 2時にも空を眺めてみましたが、 

  この時間には、曇り空になっていて、星は見えませんでした。 

 

ふたご座流星群は、このあとも、来週の前半まで、活動が続きます。 

も活動が活発になる日は、あさって日曜日の、深夜です。 

今夜からはお天気が下り坂ですが、 

  土日の夜は、晴れかくもりの予報ですので、 

    星空がみえたら、ぜひ、流れ星を探してみてください。 

 

---------- 

-- 20091218F -- 

 

きょうは、英語検定の申込み締切日です。 

漢字検定やニュース検定も、いま申込みを受け付けていて、それぞれの締切は、 

 ・漢字検定が、来週の月曜日、 

 ・ニュース検定は、来週火曜日です。 

このほか、岩高で受けられる検定試験には、 

  ワープロ検定、簿記検定、家庭科技術検定などがあります。 

きょうは、このうち、ワープロ検定について、ご紹介します。  (取材: 幸) 
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ワープロ検定とは、ワープロに関する知識と技能をはかる試験です。 

検定試験では、筆記・速度・文書の三つの科目で 

  それぞれ合格点をとることが必要です。 

岩高では、全商ワープロ検定という試験を、年に 2回、おこなっていて、 

  ワープロ部や、文書デザインの授業を選択している生徒が受験しています。 

ワープロ部は、この検定試験で 1級をとることを目標に活動していて、 

  先月の試験までに、2年生の部員のほとんどが、1級に合格しました。 

 

検定試験の 3科目のうち、 

  速度試験では、10分の制限時間で、課題文を正確に入力します。 

文字数は、受験する級によって違い、 

  3 級は、10分で 310 文字、1級は、10分で 710 字を打ちます。 

 

検定合格を目指して課題文をワープロで打つ練習をしていると、 

  キーボードの入力スピードだけでなく、いろいろな力が身につきます。 

 

ひとつは、漢字の使い方です。 

課題文は、新聞の社説や論説などと似た文章です。 

ふだんあまり使わない 改まった書き方や、ちょっと難しい漢字がたくさん使われています。 

そういう文章を入力する練習をすることで、正しい書き言葉が身につきます。 

 

ふたつめは、決められた文字数で文章が書けるようになることです。 

さきほども紹介したように、1級は、10分間で 710 字を入力します。 

課題文は、A4の紙、1枚に印刷されています。 

ワープロ検定の練習をしていると、710 字という文字数が、 

  一瞬で意識できるようになるそうです。 

ですから、感想文や小論文などを書きなさい、といわれたときに、 

  すぐに、 

    どういう文を、どうならべて、いくつ書いたら何文字になるかが 

                      イメージできるようになるそうです。 

このように、ワープロ検定の速度試験の練習をしていると、 

  自分でも気がつかないうちに、作文の力がどんどん身につきます。 

 

ワープロ検定は、年に 2回、7月と 11月に、おこなわれます。 

今年は、この 2回の試験で、21人が、1級に、合格しました。 

合格した皆さんは、ワープロについての資格を取っただけでなく、 

  漢字の力や、作文の力も身につけたはずです。 

 

このワープロ検定に興味がわいた人は、 

  ぜひ、放課後に、2階の、文書処理実習室をのぞいてみてください。 

ワープロ部と、 顧問の佐藤智賀子(さとうちかこ)先生が、 

  丁寧に教えてくれるはずです。 

 

以上、きょうは、ワープロ検定を、紹介しました。 
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---------- 

-- 20100115F -- 

 

小正月(こしょうがつ)になっちゃいましたが、 

  新年、あけましておめでとうございます。 

今年も、お昼の放送を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

あすは、いよいよ、センター試験です。 

今年は、3年生 48 人が、あすのセンター試験に臨みます。 

3年センター組の 48人は、いま、会議室で「結団式」をおこなっています。 

ベストを尽くして、思い切り、活躍してきてください。 

 

では、週末の予定をお伝えします。 

まず、きょうの放課後です。 

 

きょうの放課後は、今年はじめての課外です。 

1年生は 国語、2年生は 英語の課外が、5時近くまでおこなわれます。 

ちょうど 1年後、あるいは 2年後のセンター試験を考えながら、がんばりましょう。 

 

土日の 3年生の予定です。 

土日は、センター試験です。 

センター試験の会場は、盛岡の、岩手大学です。 

あす朝の盛岡は、氷点下 8度まで下がります。 

体調をくずさないよう、きっちり着込んで臨んでください。 

試験は、あすは 9時半から 6時 35 分まで、 

  あさっては 科目によって違いますが も遅い科目で 6時までです。 

長丁場(ながちょうば)の試験ですが、ベストを尽くしてがんばってください。 

 

1・2年生も、週末は、模擬試験です。 

2年生は、土日に、進研模試、 

  1 年生は、土曜日に進研模試となります。 

なお、学校は、土日の二日間とも、朝、7時 45 分に、あきます。 

 

 

大会など、部活動関係の予定です。 

 

きょうから、バスケットボールの新人大会が始まりました。 

バスケットボールの新人大会は、 

  江刺中央体育館、江刺西体育館、それに水沢の体育館が会場で、 

    岩高バスケ部は、きのうから準備のため、公欠になっています。 

大会は、きょうから月曜日までの 3日間で、 

  岩高は、試合に出るだけでなく、大会の係としても活躍しているはずです。 
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陸上競技部は、1年生 3人が きのうから公欠です。 

1の 1の岩崎碧(いわさきみどり)さんと森岡京美(もりおかあつみ)さん、それに 

  1 の 5の菊地美咲(きくちみさき)さんの 3人が、 

    高田(たかた)でおこなわれている 

    投擲(とうてき)種目の強化合宿に参加していて、今夜、戻ります。 

 

日曜日には、県 新春かるた大会という、 

  百人一首かるたの大会が、奥州市総合福祉センターでおこなわれます。 

新春かるた大会には、 

 ・2の 2菊池香穂(きくちかほ)さん、 

 ・2の 4佐藤志織(さとうしおり)さん、 

 ・2の A遠藤彩花(えんどうあやか)さんと佐々木美喜(ささきみき)さんの 4人が 

                                 参加します。 

 

以上、週末の予定でした。 

 

 

けさは、盛岡で、氷点下 10度 1分(じゅうどいちぶ)まで下がるなど、 

  県内はこの冬いちばんの冷え込みになりました。 

江刺も、氷点下 5度まで下がり、けさも登校に苦労した人が多かったと思います。 

 

ちなみに、江刺での 低気温は、 

  1986 年、昭和 61年の 2 月 8日に観測された 

    氷点下 18.9 度がもっとも寒かった記録です。 

わたしたちが生まれてからでも、 

  1995 年、平成 7年の 1 月 17 日の阪神淡路大震災の朝に 

    氷点下 17.5 度を観測しています。(1995/1/21 は-17.8) 

次の年、1996 年の 1 月 31 日には、 

  日 中 の  高 気 温 の  低 記 録 が観測されていて、 

    高気温が氷点下 6.8 度でした。 

 

このように、1月の後半は、一年間で も気温の低い時期にあたります。 

手袋やマフラーできっちり保温して、 

  ポケットから手を出して、しっかり歩きましょう。 

 

では、天気予報です。 

 

きょう 午後の天気は、くもり 時々 晴れで、 

    ところにより 雪。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 30 パーセント、6時以降は 40 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、氷点下 1度、 

 ・あす朝の 低気温は、氷点下 8度の見込みです。 
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週間予報によると、 

  あすから来週水曜日までは、雪の確率は、低めです。 

厳しい寒さは続きますので、 

  あすのセンター試験と模擬試験は、 

    早めの行動で備えましょう。 

 

雪で登下校に苦労している人が多いと思いますが、 

  クルマで学校の敷地に入るのは、絶対に、やめてください。 

交通事故を防ぐため、みなさんの協力をお願いします。 

 

クルマが入れるのは、 

 ・朝は、学校の坂の下、 

 ・帰りは、正門わきのロータリーまでです。 

クルマで送り迎えをしてもらっている人は、 

  おうちの人に、必ず伝えてください。 

ルールを守って、交通事故を防ぎましょう。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 91 円 1銭、1ユーロ 131 円 42 銭です。 

 

今日の担当は、菊地夏美(きくちなつみ)・石川未来(いしかわみく)・後藤舞(ごとうまい)・ 

  菊地杏奈(きくちあんな)・千田愛鐘(ちだあかね)・萩原千尋(はぎわらちひろ)・ 

  及川朋也(おいかわともや)と勝山綾菜(かつやまあやな)でした。  (自分は 後) 

ではまた～♪ 

 

---------- 

-- 20100119TU -- 

 

きょうは、冬休み中の皆さんの活躍から、 

  大船渡新春四大マラソン大会の模様をご紹介します。 

           (取材: 碧) 

1 月 11 日の成人の日に、大船渡市で、 

  長距離レースの総合大会、「大船渡新春四大マラソン大会」が開かれました。 

大船渡新春四大マラソン大会とは、 

  ・10 キロロードレース県大会、 

  ・10 マイルロードレース県大会、 

  ・県南地区駅伝競走大会、 

  ・県南地区中学校対抗駅伝競走大会の 4 つの大会の総称(そうしょう)です。 

当日は、ちょうどきょうと同じような天気で、 

  およそ 1500 人が晴れわたった空の下を駆け抜けました。 

 

この大会に、岩高からは、 

  陸上競技部、2の 1の髙野浩幹(たかのひろき)くんと 

        2 の 3 菊地勇也(きくちゆうや)くん、それに、 
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  数学の岡本(おかもと)先生と飯野(いいの)先生、 

  理科の中田先生、日本史の菊地健(きくちけん)先生の 

    あわせて 6人が参加しました。 

 

陸上競技部の髙野くんと菊地くんは、10キロロードレース大会に出場し、 

 ・高野くんが 40分 41 秒、 

 ・菊地くんは 40分 43 秒でした。 

このうち高野くんは、スタートからの 1キロは、トップで駆け抜けたそうです。 

 

4 人の先生方は、県南地区駅伝競争大会の 10 マイル駅伝一般男子の部に出ました。 

10 マイルとは、およそ 16キロです。 

4人の先生方は、4キロずつ、たすきをつなぎ、 

  1 時間 12 分 22 秒のタイムでゴールしました。 

 

先生方の順位は、参加 141 チーム中、102 位ですが、 

  同じように高校の先生方で組んだ 19チームの中では、4位でした。 

高校教員 19チームで比べてみますと、 

 ・1区の岡本先生は、2位、 

 ・2区の飯野先生と 4区の菊地先生は、3 位でした。 

おめでとうございます。 

 

1 区を 17 分 6秒で走った岡本先生は、 

 「4キロ 16分台で 4人が揃えば、去年のタイムを更新できた。 

  あと少しでその目標が達成できたので、来年も頑張りたい」と話していました。 

 

チーム総監督、陸上競技部顧問の木村先生は、 

 「来年は、教員で 2チーム出場して、 

    教員の中でのトップを目指します」と話していました。 

 

始業式で、校長先生は、 

  虎のごとく躍動感(やくどうかん)あふれるパワーで行動したいと 

                             お話しになりました。 

お正月から躍動感あふれるパワーで走った先生方、 

  たいへんおつかれさまでした。 

 

以上、大船渡新春四大マラソン大会の話題でした。 

 

---------- 

-- 20100129F -- 

 

それでは、きょうも、お昼の放送を、お送りします。 
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プロジェクト・課題研究発表会にご来場の皆様、 

  そして、いつもながらの岩高生のみなさん、こんにちは。 

1月 29 日 金曜日、お昼の放送です。 

 

きょうは、江刺体育文化会館、ささらホールから、いつものお昼の放送をお送りします。 

どうぞ、おつきあいください。 

さて、この ささらホール、わたしたち岩高生も、とってもお世話になっている場所です。 

プロジェクト・課題研究発表会だけでなく、 

  吹奏楽部の定期演奏会、鹿踊部の練習、そして、 

    5 月の江刺甚句祭りでも、岩高生の待機場所として使わせてもらっています。 

この ささらホールで、このあいだの土日に、奥州市民文士劇がおこなわれました。 

           (取材: 舞) 

岩高からも、 

  ・3の 7及川拓也(おいかわたくや)くん 

  ・2の 1菅原晶(すがわらひかる)くん、 

  ・1の 1後藤舞(ごとうまい)さんと菅原ゆずかさんの 4人がキャストで、 

 

  ・3の 4高橋詠一(たかはしえいいち)くん・ 

  ・3の 6菅原拓(すがわらたく)くんと伊藤博美(いとうひろみ)さん、 

  ・2の 2の菊池侑子(きくちゆきこ)さん、 

  ・2の 5菊池美咲(きくちみさき)さん、 

  ・1の 3後藤玲美(ごとうれみ)さん、 

  ・1の 6飯森千加(いいもりちか)さんの 7人がスタッフとして 

                         市民文士劇に参加しました。 

 

今年の市民文士劇の演目は、「銭形平次(ぜにがたへいじ)」で、 

  土日の二日間に、3回、おこなわれました。 

ステージは、岩高の文化祭でもおなじみ、 

  先輩の、桂枝太郎さんの口上(こうじょう)からスタートしました。 

枝太郎さんは、銭形平次の説明のあと、 

 「落語を聞くと、ためになる。 

  漫才を見ると、ダメになる」とまとめて、銭形平次が始まりました。 

 

時は、江戸時代の終わり頃。 

奥州の江刺村で、米問屋、伊勢屋の米蔵(こめぐら)が焼かれるという騒ぎがありました。 

その事件の真相を、ご存じ銭形の平次親分が探っていく、というストーリーです。 

事件のおきた伊勢屋の丁稚(でっち)は、 

  菅原晶(すがわらひかる)くんと後藤舞(ごとうまい)さんです。 

菅原ゆずかさんは、江戸の町人のおかみさん、お篠(おしの)の役をしました。 

及川拓也(おいかわたくや)くんは、江刺の村人「権太(ごんた)」の役で出演し、 

  たくさんのセリフをこなしていました。 

その及川くんは、きょうは、客席でビデオカメラを回しています。 

 



- 100/112 - 

菅原拓(すがわらたく)くん、高橋詠一(たかはしえいいち)くん、 

  後藤玲美(ごとうれみ)さん、飯森千加(いいもりちか)さんの 4人は、 

    音響を担当しました。 

伊藤博美(いとうひろみ)さんと菊池侑子(きくちゆきこ)さんは照明係で、 

  伊藤さんは、きょうの発表会でも、照明のチーフをつとめています。 

小道具の係をした菊池美咲(きくちみさき)さんは、 

  黒子(くろこ)になって舞台にのぼり、自分のつくった小道具を置いたりもしました。 

 

市民文士劇に出演した菅原晶(すがわらひかる)くんは、 

 「今年は練習期間が短く感じられました。 

  たくさんの人たちのおかげで無事に公演ができてよかった」と話していました。 

及川拓也くんも、 

 「去年の秋から毎週 3回、夜 9時までの練習は大変でしたが、 

    やり遂げることができて、うれしいです。 

  きょうはそのお礼の意味も込めて、しっかり仕事をします」と話していました。 

 

今回の奥州市民文士劇「銭形平次」は、 

 ・IBC 岩手放送で、 

 ・2月 20 日 土曜日の、午後 2時半から、放送されます。 

岩高生の活躍を、ぜひ、ご覧ください。 

以上、奥州市民文士劇の話題でした。 

 

 

次も、地元 江刺にかかわる岩高生のニュースです。 

         (取材: 夏美) 

あさっての日曜日に、江刺生涯学習センターで、 

  江刺ユネスコ作文コンクールの表彰式がおこなわれます。 

この江刺ユネスコ作文コンクールで、岩高生が 18人も表彰されます。 

 

賞を受賞するのは、次のみなさんです。 

まず、 優秀賞に選ばれたのが、3の 4の佐藤光莉(さとうひかり)さんです。 

優秀賞には、3の 7遠藤瑞希(えんどうみずき)さん、 

 優良賞には、 

  ・3の 2菊地海璃(きくちみりい)さん、 

  ・3の 3髙橋久恵(たかはしひさえ)さん、 

  ・3の 4伊藤ちひろ(いとうちひろ)さんと及川玲於奈(おいかわれおな)くん、 

  ・3の 6菅原麻椰(すがわらまや)さん、 

  ・3の 7今野登喜(こんのとき)さんの、6人、 

 佳作には、 

  ・3の 1遠藤亜実(えんどうつぐみ)さんと佐々木夏生(ささきなつき)さん、 

  ・3の 3作山瑠莉香(さくやまるりか)さんと鈴木優希(すずきゆうき)くん、 

  ・3の 4菅原望(すがわらのぞみ)くん、 

  ・3の 6菊地雅也(きくちまさや)くん・ 

     桑野友希(くわのゆき)さん・渡邉広絵(わたなべひろえ)さん、 
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  ・3の 7小澤美咲(おざわみさき)さんと樋口栞(ひぐちしおり)さんの 10人が 

                            それぞれ選ばれました。 

おめでとうございます。 

 

江刺ユネスコ作文コンクールは、 

  平和、地球環境、ボランティアなどの 6 つの課題からテーマを選び、 

    自作の作文を応募するものです。 

 

優秀賞の佐藤光莉(さとうひかり)さんが選んだテーマは、 

  戦争と平和についてです。 

佐藤さんは、 

 「戦争がなくなってほしいと思いますが、難しいのが現実です。 

  わたしの書いた作文を読んだことをきっかけに 

    平和について考えてくれたらうれしいです」と話していました。 

 

国語の授業で応募を呼びかけた及川智春(おいかわともはる)先生は、 

 「たくさんの応募があってよかった。 

  来年も取り組もうと思っていますので、 

    1・2年生も積極的に参加してほしい」と話していました。 

 

江刺ユネスコ作文コンクールの表彰式は、 

  あさっての日曜日に、生涯学習センターで、おこなわれます。 

 

以上、地元の行事に参加した岩高生の話題を、二つ、ご紹介しました。 

 

 

次に、あすからの週末におこなわれる行事の予定です。 

まず、胆江地区合同美術展のご案内です。 

 

あすから来週の月曜日までの三日間、 

  水沢の Zホールの展示室で、胆江地区合同美術展がおこなわれます。 

この美術展は、高文連の奥州支部がひらくもので、 

  岩高の美術部も、部員全員が作品を出品します。 

胆江地区合同美術展は、あすから月曜日まで、 

  水沢の Zホールです。 

 

あさっての日曜日には、LEC、英語部が、 

  えさし藤原の郷でひらかれる、「海外出身者のとの新春交流会」に参加します。 

また、日曜日には、全商情報処理検定が、岩高でおこなわれます。 

情報処理の授業をとっている皆さんにとっては、 

  期末テストよりも大事な検定です。 

情報処理選択の皆さん全員の合格を、いのりましょう。 
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大会に出場する岩高生もいます。     (取材: 愛里) 

あす、盛岡の県民会館では、 

  合唱小アンサンブルコンテストという大会がおこなわれます。 

合唱小アンサンブルコンテストは、 

  3 人以上 16 人以下での演奏を競う大会で、 

    あすの県大会で優勝すると、全国大会に推薦されます。 

岩手県のレベルは大変高く、 

  優勝したチームは、毎年、全国大会でも上位に入っています。 

岩高には、合唱の部活はありませんが、 

  音楽選択の 1年生 4人が、 

    岩高として 初めて この大会に参加することになりました。 

 

それでは、ここで、その 4人に、登場してもらいましょう。 

皆さん、拍手～♪♪ 

(ステージ照明 100%) 

(音楽フェードアウト) 

 

(ステージに 4人が入ってきたら) 

合唱小アンサンブルコンテストに出場する、 

 ・1の 2及川真美(おいかわまみ)さん、 

 ・1の 3佐藤雅(さとうみやび)さん、 

 ・1の 6及川菜月(おいかわなつき)さんと千葉美咲(ちばみさき)さんです。 

 

曲目は、 

 ・ロバート・プライズマン作詞、むらまつたかつぐ作曲、 

   「彼方の光(かなたのひかり)」、 

 ・立原道造(たちはらみちぞう)作詞、木下牧子(きのしたまきこ)作曲、 

   「夢みたものは」の 2曲です。 

それでは、どうぞ、お聴きください。 

(司会照明 0%、ステージ 100%のまま) 

(2 曲演奏) 

 

(演奏後の拍手のあと) 

あす、合唱小アンサンブルコンテストに出場する、1年生の特別チームでした。 

岩高のステージは、あすの午後 3時頃、 

  会場は、県民会館の中ホールです。 

もう一度、応援の拍手をお願いします。 

(ステージから退場) 

(拍手が止む頃、音楽 CD-2 曲めカットイン) 

(司会照明、ステージは 100%のまま) 
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では、天気予報です。 

きょう 午後の天気は、晴れ のち くもりで、夜遅く 雪。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 10 パーセント、6時以降は 60 パーセント。 

 ・日中の 高気温は、プラスの 2度。 

 ・あす朝の 低気温は、氷点下 2度の見込みです。 

 

このところ平年より暖かい日が続いていましたが、 

  期末テストの始まる木曜日に向かって、気温が低くなっていく見込みです。 

体調をくずさないように注意しながら、期末テストに向けてがんばりましょう。 

 

外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 89 円 89 銭、1ユーロ 125 円 53 銭です。 

 

登下校の際、クルマで学校の敷地に入るのは、絶対に、やめてください。 

交通事故を防ぐため、みなさんの協力をお願いします。 

クルマが入れるのは、 

 ・朝は、学校の坂の下、 

 ・帰りは、正門わきのロータリーまでです。 

クルマで送り迎えをしてもらっている人は、おうちの人に、必ず伝えてください。 

ルールを守って、交通事故を防ぎましょう。 

 

今日の担当は、菊地夏美・千田愛鐘・山路愛里と萩原千尋でした。 

午後の発表は、12時 40 分からです。 

生徒の皆さんは、12時 35 分には、自分の席に戻ってください。 

 

ロビーでは、展示発表をおこなっていますので、どうぞ、ご覧ください。 

ではまた～♪ 

 

---------- 

-- 20100201M -- 

 

先週金曜日の、プロジェクト課題研究発表会、おつかれさまでした。 

プロジェクト発表の 優秀賞は、 

  3 の A 及川春奈(おいかわはるな)さん、菊地祥美(きくちよしみ)さん、 

    藤原美緒(ふじわらみお)さん、和賀彩(わがあや)さんの、 

     「ハーブやドライフラワーの栽培と加工」。 

課題研究の 優秀賞は、 

  3 の 1遠藤亜実(えんどうつぐみ)さん、3の 2及川未来(おいかわみく)さん、 

    3 の 7佐藤希美(さとうのぞみ)さんの、 

     「日本昔話の謎を探る」でした。 

おめでとうございます。 
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また、金曜日のお昼には、1年生の合唱小アンサンブルの発表もありました。 

 ・1の 2及川真美(おいかわまみ)さん、 

 ・1の 3佐藤雅(さとうみやび)さん、 

 ・1の 6及川菜月(おいかわなつき)さんと千葉美咲(ちばみさき)さんによる演奏、 

    じつは、おとといの大会のリハーサルでもありました。 

4人は、おとといの土曜日に県民会館で開かれた 

  合唱小アンサンブルコンテストに出場し、みごとに 銀賞を受賞してきました。 

合唱小アンサンブルコンテストについては、 

  あすのお昼の放送で、くわしくご紹介します。 

どうぞ、お楽しみに。 

 

プロジェクト課題研究発表会に登場した 20 本の発表は、 

  どれも内容に工夫があって、見ごたえがありました。 

ただ、発表の時間が全体に短めで、休憩時間が長すぎたという声が聞かれました。 

わたしたち放送委員会は、裏方で時間の調整が大変でした。 

来年は、時間を意識した発表を、ぜひ、よろしくお願いします。 

 

---------- 

-- 20100202TU -- 

 

きのうもお伝えしたように、 

  土曜日におこなわれた合唱小アンサンブルコンテストの県大会で、 

    岩高の特設チームが、銀賞に選ばれました。 

おめでとうございます。 

きょうは、この話題をお送りします。 

         (取材: 愛里) 

合唱小アンサンブルコンテストは、3人以上 16 人以下での演奏を競う大会で、 

  県大会で優勝したチームは、全国大会に推薦されます。 

先週土曜日に県民会館でおこなわれた県大会には、 

  県内の高校から、あわせて 50 のチームが参加しました。 

岩高からは、音楽選択の 1年生で組んだ特設チームが出場しました。 

メンバーは、 

 ・1の 2及川真美(おいかわまみ)さん、 

 ・1の 3佐藤雅(さとうみやび)さん、 

 ・1の 6及川菜月(おいかわなつき)さんと千葉美咲(ちばみさき)さんの 4人です。 

 

先週金曜日のプロジェクト課題研究発表会のお昼休みに演奏したのと同じ、 

 ・ロバート・プライズマン作詞、むらまつたかつぐ作曲の 

   「彼方の光(かなたのひかり)」、 

 ・立原道造(たちはらみちぞう)作詞、木下牧子(きのしたまきこ)作曲、 

   「夢みたものは」の 2曲を歌いました。 
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審査の結果、 

 ・上位 14チームが、金賞、 

 ・15 位から 35位が、銀賞、 

 ・36 位以下が銅賞となり、 

    岩高は、50チーム中、15位にあたる、銀賞に選ばれました。 

50 チームのほとんどが合唱の部活で参加していて、 

  特設チームで銀賞以上に入ったのは、岩高だけでした。 

おめでとうございます。 

 

今回出場した岩高チームは、 

  1 の 3佐藤雅(さとうみやび)さんが中心になって結成しました。 

音楽の高橋佳子(たかはしよしこ)先生のところに、 

  合唱小アンサンブルコンテストに出させてほしいとお願いに行き、 

    先生方の許可をもらって、特別に出場しました。 

佐藤さんは、 

 「わたしたちの熱意を認めてくれた先生方に感謝しています。 

  県民会館のステージでは 

    楽しみながら、自分たちの演奏ができたと思っています」と話していました。 

ベースのパートを担当した千葉さんは、 

 「前の日にささらホールで歌えたおかげで、あまり緊張せずにできました。 

  ほかの学校の演奏を聴いて、自分たちの演奏もまだまだ磨けるとわかったので、 

    これからも 4人で歌っていきたいです」と話していました。 

 

それでは、佐藤さんたち 4人の、県民会館での演奏から、 

 ・ロバート・プライズマン作詞、むらまつたかつぐ作曲の 

   「彼方の光(かなたのひかり)」を、お送りします。 

(BG FO) 

(MD 0'31"-2'02" 彼方の光) 

先週土曜日に県民会館でおこなわれた演奏から、 

 「彼方の光(かなたのひかり)」でした。 

もう一曲の演奏は、あすのこの時間に、お送りします。 

どうぞ、お楽しみに。 

 

以上、きょうは、合唱小アンサンブルコンテストに出場した 

  音楽選択の 1年生の話題を、ご紹介しました。 

 

---------- 

-- 20100219F -- 

 

あすの午後 1時から、江刺生涯学習センターで、 

  教育振興運動実践発表会という行事がおこなわれます。 

岩高からは、保健委員会が参加して、研究発表をおこなうことになりました。 

保健委員会の研究発表のタイトルは、 

 「古紙回収から広がる リサイクル活動の取り組み」です。 
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3 年前に岩谷堂農林高校ではじめた古紙の回収活動について、 

  保健委員長、3の 7の小澤美咲(おざわみさき)さんが発表します。 

 

今週火曜日に、保健委員会が各クラスから古紙を回収しました。 

これまでの岩高と旧岩農での古紙の回収量は、 

 ・3年前とおととしが、およそ 3トンずつ、 

 ・去年は、およそ 8.5 トンでした。 

去年は、学校の統合にともなって、本や書類がたくさん整理されたため、 

  それまでの 2年分以上の古紙が集まったことになります。 

 

古紙を業者に引き渡して得た収益金で、 

  去年は、特別養護老人ホームに車いすとソファーを送ることができました。 

さらに、今年は、JRC の協力で、 

  ペットボトルのふたと、空き缶のプルタブの回収もはじめました。 

 

ただ、こうした資源ゴミのリサイクルを進めるには、 

  改善しなくてはならない点があります。 

保健室の小野寺光子(おのでらみつこ)先生は、 

  次の 2つをしっかりしてほしいと話しています。 

 

ひとつは、分別の徹底です。 

校舎の手洗い場にあるゴミ箱は、 

  分別して出してもらうようになっています。 

ところが、ペットボトルが燃えるゴミの中に入れられていたり、 

  空き缶の中からもゴミが出てきたりという状態がみられます。 

これでは、業者に引き取ってもらうことができません。 

きちんと分けて、正しく集められるように、お願いします。 

 

もうひとつは、きれいに捨てる、ということです。 

特に、ペットボトルは、 

 ・中身をからにして、 

 ・ふたとラベルを取り、 

 ・水ですすいでから捨てるようにお願いします。 

 

分別と、きれいに捨てることを徹底できると、 

  スムーズにリサイクルができるようになります。 

 

古紙の回収からはじまった岩高の資源リサイクルの輪が 

  もっと広がっていくように、みなさんの協力をお願いします。 

 

以上、保健委員会の研究発表から、ダイジェストでお送りしました。 
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---------- 

-- 20100226F -- 

 

きょうも、5分短縮の日程で進んでいます。 

きょうの 5時間めは、1 時 10 分からです。 

6時間めが終わるのは 2 時 50 分で、 

  そのあと、ホームルームと掃除をおこない、 

    3 時 20 分から、校歌と精神歌の練習を、第一体育館でおこないます。 

 

きょうの校歌・精神歌練習は、 

  来週の卒業式の準備の一つです。 

卒業式は、来週の水曜日で、1・2年生で練習するのは、きょうの放課後だけです。 

 

卒業式で、歌のリードをとるのは、応援委員です。 

応援委員は、お昼休みに練習をしているほか、 

  先週は、合宿を組んで、来週の卒業式に備えた練習をしました。 

その応援団合宿の様子をお伝えします。    (取材: 侑子) 

 

先週の木曜日から土曜日までの三日間、 

  高田(たかた)で、応援委員会の合宿がおこなわれました。 

木曜日の朝に岩高を出発した応援委員は、 

  午後から、 

  高田松原海水浴場(たかたまつばらかいすいよくじょう)にある野外活動センターで 

    特訓をはじめました。 

練習は、応援の手振りや、筋力トレーニングでした。 

 

二日めの 19日は、筋肉痛の中、 

  海岸まで走り、海に向かって、校歌や精神歌を歌い、音頭の手振りをしました。 

手振りは全部で 4種類あり、 

  一つ 15 分ずつ、一時間にわたって振り続ける特訓をしました。 

終日には、さらにハードな、一つ 30分ずつ、二時間の手振りをしたとのことです。 

はじめて応援委員の合宿に参加した 1年生にとっては、 

  地獄のような特訓に感じられたということですが、 

    その厳しさを乗り切って、自信をつけて帰ってきたはずです。 

 

応援団長、2の 3の菊地貴也(きくちたかや)くんは、 

 「岩高の顔として恥ずかしくないようにがんばりました。 

  きょうの校歌・精神歌練習も頑張ります。 

  全校の皆さん、協力をたのみます」と話していました。 

 

きょうの校歌・精神歌練習は、第一体育館で、3時 20 分からです。 

がんばりましょう。 
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次に、ウエイトリフティング部の話題です。 

 

北東北インターハイまで、あと 1年半となりました。 

また、6年後の平成 28年には、 

  国体、国民体育大会も岩手で開かれることになっています。 

インターハイでも、国体でも、ここ 江刺は、ウエイトリフティングの会場になります。 

そこで、将来の選手を発掘しようと、 

  きのう、江刺第一中学校で、ウエイトリフティング教室が開かれました。 

この様子は、県内のテレビなどでも紹介されましたので、 

  見た人もたくさんいると思います。 

 

中学生向けのウエイト教室で講師をつとめたのは、 

  もちろん、岩高のウエイトリフティング部です。 

江刺一中の 2年生 218 人を対象にしたこの講習会では、 

  まず、岩高ウエイトリフティング部が模範演技をおこないました。 

そのあと、中学生は、岩高生に手伝ってもらいながら、 

 ・女子は 20キロ、 

 ・男子は 30キロと 40キロのリフティングに挑戦しました。 

 

江刺からは、これまで、 

  全国大会やオリンピックで活躍した選手がたくさん出ています。 

来年の北東北インターハイや、6年後の国体では、 

  岩高ウエイトリフティング部が中心になって大会を盛り上げていくはずです。 

これからも、幅広い活躍が、楽しみですね。 

 

以上、ウエイトリフティング部の話題でした。 

 

 

さて、あさっての日曜日に、Zホールで、奥州市の児童生徒表彰がおこなわれます。 

表彰を受けるのは、 

  東北大会や全国大会で活躍した、奥州市内の小学生・中学生と高校生で、 

  岩高からは、 

    団体部門で、ウエイトリフティング部と、放送委員会、 

    個人では、 

     ・馬術の瀬戸雄大(せとゆうだい)くん、 

     ・ゴルフの佐藤瑠海(さとうるりか)さん、 

     ・英語スピーチコンテストの菅野愛美(かんのなるみ)さん、 

     ・フラワーアレンジメントの及川春奈(おいかわはるな)さんが 

                             栄誉賞を受賞します。 

 

あさっての表彰式では、講演会もおこなわれます。 

特別講演の講師は、花巻東高校野球部の、佐々木洋(ささきひろし)監督です。 
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佐々木監督の講演は、 

 ・日曜日の 11時から、 

 ・場所は、水沢の Zホールです。 

特別講演は、入場無料ですが、入場整理券が必要です。 

 

その入場整理券が、2枚、あります。 

花巻東の佐々木監督の講演を聴きたいという人は、 

  このあと、放送室に来てください。 

先着二名様に限り、入場整理券を、プレゼントします。 

 

---------- 

-- 20100301M -- 

 

時刻は、12時 55 分になりました。 

こんにちは。 

3月 1日 月曜日、お昼の放送です。 

 

はじめに、2年生に、連絡です。 

2年生のバイク通学生は、1時 10 分に、5階の 大講義室に集まってください。 

バイク通学生は、1時 10 分に、大講義室に集まってください。 

以上、連絡でした。 

(音楽) 

 

きょうから 3月、弥生(やよい)です。 

では、今月のおもな予定をお伝えします。 

 

きょうは、3年生の 後の出校日でした。 

午前中に、同窓会の入会式などをおこない、 

  あすの卒業式予行をへて、あさっては、卒業式です。 

 

あすは、中央体育館で、卒業式の予行をおこないます。 

点呼は、中央体育館でおこないます。 

集合時間は、年次によって違います。 

まず、2年生です。 

2年生のあすの集合時間は、8時 50 分です。 

また、バレーボール部とバスケットボール部の1年生も、8時50分に中央体育館集合です。 

1年生は、10時半集合です。 

10 時半よりも早くきた場合は、2年生の会場設営のじゃまにならないよう、 

  中央体育館の 2階のバルコニーで待機してください。 

あすは、中央体育館で、表彰式と、卒業式の予行です。 

集合時間は、2年生とバレー部・バスケ部が、8時 50 分、1年生は、10時半です。 

あすの日程終了は、1時頃の予定です。 

なお、あすとあさっては、上履きが必要です。 

きょうの帰りには、上履きを必ず持ち帰ってください。 
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あさっての水曜日は、卒業式です。 

中央体育館の集合時間は、8時 35 分です。 

あさっては、全員、8時 35 分集合です。 

 

卒業式のあと、会場の片付けなどがあります。 

水曜日の日程終了は、2年生が 12時半頃、1 年生が 1時半頃です。 

 

木曜日からは、午前授業になります。 

3月は、きょうだけが、6時間授業です。 

 

 

来週の予定です。 

来週は、高校入試の週です。 

 

8 日の月曜日は、2時間授業で、そのあと、入試の会場設営となります。 

また、来週月曜日の午後から来週水曜日までは、校舎内には入れません。 

また、部活動も禁止となります。 

特に、入試の日の来週火曜日は、学校の敷地には一切入れません。 

 

来週木曜日からは、春季課外です。 

春季課外は、11日の木曜日から 14日の日曜日までの 4日間です。 

 

再来週は、合格発表の週で、授業は、ありません。 

課外が終わると、次の登校日は、終業式です。 

 

終業式は、25日の木曜日です。 

この日には、終業式のほか、離任式と、来年度の教科書販売があります。 

なお、ウエイトリフティング部は、終業式の日から、全国選抜大会です。 

ウエイトリフティングの全国選抜大会は、石川県の金沢市で、25日から 28日までです。 

今年度 後の大会での活躍に、期待しましょう。 

 

以上、今月のおもな予定をお伝えしました。 

 

 

さて、2年生のバイク置き場の東側に、新しく弓道場が建てられています。 

この弓道場は、今年度の校舎新築工事の一環として建てられているもので、 

  今週の金曜日に完成して、学校に引き渡されることになっています。 

         (取材: 朋也) 

新しい弓道場は、危険防止のための防弾ガラスが採用されていて、 

  県内でも有数の設備となっています。 

弓道場は、5日の金曜日に学校に引き渡されますが、 

  その日からいきなり使うわけではありません。 

弓道場に、魂(たましい)を入れる儀式、 

 「弓道場開き(きゅうどうじょうびらき)」をするのです。 
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弓道場開きは、土曜日の午前 10時に、 

  弓道の関係者を招いておこなわれる予定です。 

招待者は、 

  弓道部コーチの菅章夫(かんあきお)先生、 

  弓道協会の川村紘一郎(かわむらこういちろう)先生、そして、 

    歴代の弓道部の部長などです。 

こうした方々の前で、弓道部の 1・2年全員が、 

  袴姿(はかますがた)で、座射(ざしゃ)で弓をひきます。 

 

弓道では、礼儀作法がたいへん重要です。 

座射(ざしゃ)とは、座った状態からはじめる射(しゃ)で、 

  ふだんおこなっている立射(りっしゃ)とは作法が違います。 

弓道部では、いま、この弓道場開きに備えて、 

  座射の作法(さほう)の特訓をしています。 

 

弓道部部長、2の 3の芳賀由香(はがゆか)さんは、 

 「新しい弓道場をつくっていただき、本当にありがとうございます。 

  これまでと違って移動に時間がかからなくなりますので、 

    より良い成績が残せるよう、練習に励みます」と話していました。 

 

新しい弓道場は、弓道部の新しい歴史を刻む場所になることでしょう。 

まずは、高総体での上位進出を目指して、がんばってください。 

 

 

では、天気予報です。 

きょう 午後の天気は、くもりで、夜は 雪。 

 ・降水確率は、夕方 6時までが 40 パーセント、6時以降は 80 パーセント、 

 ・日中の 高気温は、プラスの 5度、 

 ・あす朝の 低気温は、氷点下 3度の見込みです。 

 

週間予報によると、 

  あさってまでは、くもりか晴れの予報ですが、 

    木曜日からは、雪や雨の確率が高めです。 

気温は、0度をはさんで上下する、きょうと同じぐらいの日が多いでしょう。 

 

なお、クルマで学校の敷地に入るのは、絶対に、やめてください。 

クルマが入れるのは、 

 ・朝は、学校の坂の下、 

 ・帰りは、正門わきのロータリーまでです。 

クルマで送り迎えをしてもらっている人は、 

  おうちの人に、必ず伝えてください。 

交通事故を防ぐため、みなさんの協力をお願いします。 
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外国為替(がいこくかわせ)です。 

現在、1ドルは 89 円 16 銭、1ユーロ 121 円 24 銭です。 

 

今日の担当は、菊地夏美(きくちなつみ)・岩崎碧(いわさきみどり)・ 

  髙橋美早(たかはしみさき)・小原茉美(おばらまみ)・千葉咲枝(ちばさきえ)・ 

  菊地爽成(きくちあきなり)・矢吹由梨佳(やぶきゆりか)と 

  近藤真夏美(こんどうまなみ)でした。     (自分は 後) 

 

・2年生のバイク通学生は、大講義室に集まってください。 

 

あすからは午前授業のため、お昼の放送は、ありません。 

今年度の放送は、きょうで、ひと区切りです。 

毎日おつきあいいただき、ありがとうございました。 

4月に、また、お耳にかかります。 

ではまた～♪ 

(音楽 FO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県立岩谷堂高等学校放送委員会 平成 21年度 お昼の放送チーム 

 

3116 菊池真美 

3321 堀江葉月 

3424 佐々木麻友子 

3515 伊藤ちひろ 

3522 佐々木ナナ 

3611 菅原拓★ 

3704 及川拓也 

3A15 佐藤真紀 

3A25 森田彩佳 

2227 菊池侑子 

2229 佐藤幸 

2318 川島珠里 

2426 菊地夏美★ 

2A28 松下美幸 

1115 石川未来 

1117 岩崎碧 

1127 後藤舞 

1133 髙橋美早 

1222 小原茉美 

1224 菊地杏奈 

1235 千田愛鐘 

1334 千葉咲枝 

1335 萩原千尋 

1403 及川朋也 

1407 菊地爽成 

1423 勝山綾菜 

1436 矢吹由梨佳 

1525 近藤真夏美 

1635 山路愛里 

 

顧問 菊地達哉 武藤秀郷 久慈千鶴子 

 

この原稿(93,760 字)は、実際に放送したもの(328,010 字)の 28.5%です。 


