
-- 昼放送　20100716F (特　3208 大原望緒・3302 荒井香澄・3339 矢幅理央子・

3341 弓岡千恵・3804 小笠原舞子)--(メインデスク: 香澄・舞子)

時刻は12時30分になりました。

みなさんこんにちは。

7月16日 金曜日、

夏休み前、 後のお昼の放送です。

(音楽)

きょうも、10分短縮の45分授業で進んでいます。

ただし、きょうのお昼休みは、12時50分までです。

そのあと、1時40分まで大掃除です。

大掃除のあとは、1時50分までに、一体に移動してください。

一体の行事は、

　まず、賞状伝達式と全国大会に向けての壮行式、終業式がおこなわれます。

賞状伝達式は、

　春休みから夏休みまでの大会で全国大会出場を決めた 個人と団体が対象で、

　　インターハイに出場するテニス部が、代表で賞状を受け取ります。

賞状伝達式では、1人またはひとチームごとに呼びますので、

　呼ばれたら、元気よく返事をして、起立してください。

なお、団体での全国出場が決まっている場合は、

　そのチームの 全員で、返事をして、起立してください。

ちゃんと返事をして起立しないと たいへんかっこわるい思いをしますので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 くれぐれもよろしくお願いします。

壮行式では、

　夏休み中におこなわれる全国大会に出場する、

　　テニス部、陸上競技部、卓球部、剣道部、

　　　それに写真部、囲碁将棋部と放送委員会が壮行されます。

各部の皆さん、全国レベルの、しゃれた挨拶をお願いします。

終業式のあとは、

　NETのダニエル・ドリース先生の離任式があります。

きょうは、6時に完全下校です。

いつもより、30分早いので気をつけてください。

では、次に、夏休み中のおもな予定をお伝えします。

まず、夏の高校野球です。

あさっては、硬式野球の2回戦、

　宮古北高校との試合が、2時ちょうどから県営球場でおこなわれ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3年生が應援に向かいます。

3年生は、11時45分まで講習をうけたあと、各自、県営球場に移動となります。

点呼は、1時ちょうどに、1塁側の下でおこないます。



自転車で移動する人は、

　県営球場 指定の駐輪場に、自転車をとめるようにしてください。

移動のときには、交通ルールを守り、

　事故にあわないよう、くれぐれも気をつけてください。

特に、ケータイ電話は、カバンにしまって 移動中は使わないようにしてください。

自転車は、道路の左側を、一列で 走行しましょう。

硬式野球部は、あさっての試合に勝つと

　来週火曜日におこなわれる3回戦で

　　釜石商業工業高校と岩谷堂高校の勝者と戦います。

こちらは花巻球場でおこなわれ 2学年應援です。

おととしの應援では、手作りの應援ボードを持っている3年生がいました。

選手を應援するために作ったこの應援ボードですが、

実は 使ってはいけないものでした。

高校野球連盟の應援についての規約には

「應援の際に、個人名の入ったノボリや看板などを使ってはいけない」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と書いてあります。

これは 特定の選手ではなく

　頑張っている選手全員を應援してほしいという思いでつくられた規約です。

ということで、あさっての三学年應援では、

　自分のクラスの選手を應援したいという気持ちは胸にしまって、

　　頑張っている硬式野球部 全員を應援してください。

どうしても、｢あの人に想いを伝えたい｣という人は、

　應援ボードは使えませんので、すべて自分の声で届けましょう。

講習の予定に移ります。

日曜日からは、

　いよいよ1・2年生の夏季講習と、3年生の理社講習が始まります。

1年生は60分4コマ、2年生は80分3コマ、

　3年生は90分で3コマから4コマの講習となります。

講習中は、各学年の休み時間や終了時間がずれますので、

いつも以上に 気をつかって生活しましょう。

講習の日に野球應援が重なった場合は、途中まで講習を受けてから、移動となります。

また、雨で試合が順延になり、日程がずれることがあるので、

　　こまめに確認しましょう。

来週の土日には、一高で、教員採用試験がおこなわれます。

いい先生がたくさん合格するように、きょうの会場の大掃除をよろしくお願いします。

なお、この2日間は、校地内への立ち入りは出来ません。

またこの期間に3年生は、

　学校外の会場で、代ゼミマーク模試と東大プレテストを受験します。

アウェーでの戦いの練習です。



26日の月曜日から、1・2年の夏季講習と3年生の理社講習が再開されます。

1･2年の夏季講習は 26日まで、3年の理社講習は 29日までです。

27日には、1・2年生の講習の成果を試す　全国模試があります。

1年生は駿台ハイレベル模試、2年生は学研ハイレベル模試です。

また2年生は、28日に 東北大学のオープンキャンパスに参加します。

8月に入っても講習が続くのが、3年生です。

3年生は、7月30日から8月7日まで、今度は国数英の講習を受講します。

その 国数英講習の期間中の8月4日には、中学生対象の学校説明会があります。

国数英講習が終わってもまだまだ続くのが、3年生の受験勉強です。

8月8日と9日には、

　今度は 全統東大オープン模試と、全統東北大オープン模試があります。

そして11日と12日は、進学支援ネットワーク事業の特別講座、

　15日と16日に、全統マーク模試、駿台東大実戦模試があり、

　　その次の17日が、始業式で、実力テストです。

1・2年のみなさんも、3年生の夏休みは、

　このように勉強一色になるということを 今のうちに覚悟していた方がよいでしょう。

全国大会や演奏会など、部活動関係のおもな予定です。

きょうまで、

　イギリスのスコットランドでおこなわれているボーイスカウト派遣事業に、

　　1の4 加藤大貴(かとうだいき)くん

　 　　　福井文望(ふくいあやの)さんの二人が参加しています。

また、3の2 増戸俊太郎(ますとしゅんたろう)くんが

　きのうから北上でおこなわれている陸上の強化合宿に参加しています。

きょうからは、テニスの東北ジュニアが安比高原で、おこなわれています。

テニスの大会は火曜日までつづきます。

健闘を祈っています。

あすは、サッカーのアイ・リーグが盛岡市立高校でおこなわれます。

来週の月曜日、海の日には、　　　　　　　　　　　　　　　　　(取材: 真悠子)

　吹奏楽部のサマーコンサートが 県民会館でおこなわれます。

サマーコンサートは、3つのステージで構成されています。

第1部では、先日の吹奏楽コンクール 地区大会で演奏した、

　　　　　　　「迷走するサラバンド」、「交響曲第2番GRより」の2曲を演奏します。



ほかにも、吹奏楽部のOB・OGとの合同ステージを予定していて、

　「音楽祭のプレリュード」など4曲を演奏します。

第2部は、みなさんもよく知っている曲が たくさん詰まったステージです。

映画「ハウルの動く城」のメドレーをはじめ、全4曲を演奏します。

第2部をしめくくる「パラダイス銀河」では、若さ全開のダンスにも注目です。

第3部は、一高式劇「美女と野獣」です。

ロマンチックなこの劇も、

 もちろん、例年通り 一高吹奏楽部バージョンにアレンジされています。

気になる主人公は、

　・ツンデレな美女の役を、1の2 山本寛介(やまもとかんすけ)くん、

　　　　　　　美女の声を、1の8 藤澤真紀(ふじさわまき)さん、

　・弱気な王子と野獣の役を、1の7 三上穂里(みかみみのり)さん、

　　　　　王子と野獣の声を、山本くんが演じます。

美女の役と野獣の声を担当している山本くんは、

「本番では、女性らしいしなやかな動きができるようにがんばりたい」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と話していました。

ちなみに、ツンデレのセリフは、

　アニメ「しゅごキャラ」の主人公を参考にしているそうです。

山本くんの 美女と 野獣、どちらの演技にも注目です。

また、第3部では、「チューチュートレイン」のダンスや、

一高吹奏楽部のテーマ曲である「たなばた」などの演奏も披露します。

今年で創部50周年を迎える吹奏楽部の サマーコンサートは、

　　　　　　　19日の海の日に、県民会館大ホールで、午後6時から始まります。

チケットは、当日券が 500円、前売り券が 400円となっています。

まだ買っていないという人は、ぜひ お近くの吹奏楽部員までどうぞ。

また、その日には、岩手大学で全国高校化学グランプリの1次予選があります。

　一高からは、化学部から27人が参加します。

(取材: 望緒)

そんな化学部は、月に2回を目安に、｢ぽんぽこぽん｣という広報を発行しています。

｢ぽんぽこぽん｣は、化学部が3年前から作っていて、現在は56号まで出ています。

内容は、

・化学部の活動の様子、

・部員たちの普段の会話など、さまざまです。

部員の会話といっても、ただの雑談ではありません。

一見関係ないことを、化学的に検証して、



　　　　　真面目に楽しく化学しています。

過去には、幽霊を化学的に退治する方法を考えたこともありました。

夏といえば怪談･･･ということで、

　　 新号でもちょっぴり幽霊の話題が取り上げられています。

化学に関する用語も、分かりやすく説明してあり、

　化学が苦手でも楽しく読めるので、読むとちょっと賢くなった気分になります。

｢ぽんぽこぽん｣を書いている、2の5 瀬川雅博(せがわまさひろ)くんは、

｢読む人に楽しんでもらいたくて、毎回頑張って書いています。

 発行が遅れたら、叱咤激励をお願いします｣と話していました。

｢ぽんぽこぽん｣は、2階廊下のつきあたり、化学実験室の前に貼ってあります。

あなたも｢ぽんぽこぽん｣を読んで、

　ちょっと賢くなった気分を味わってみても いいかも知れません。

ちなみに、ぽんぽこぽんが 後に発行されたのは、先月の26日です。

そろそろ、化学部に叱咤激励をおくってあげてください。

私も、次の発行を楽しみにしていますので、がんばってください。

現在 化学部では、化学グランプリの準備と、白堊祭の準備を、並行して進めています。

白堊祭で毎年人気のミニフラスコなども、夏休み中に作るのですが、

　バーナーでガラスを溶かすので、毎年汗だくになって作業しているそうです。

この夏は、化学部にとっても、あつい夏になりそうです。

来週水曜日から全国大会に参加するのが、わたしたち放送委員会です。

いま、放送委員は全部で21人いますが、

　　このうち、8人が、NHK杯全国高校放送コンテストに参加します。

全国高校放送コンテストは、東京でおこなわれ、

　　22日の火曜日には、各部門の初戦にあたる、準々決勝がおこなわれます。

23日は、準々決勝の上位が準決勝審査を受け、

　　 終日、24日の金曜日には、東京・渋谷のNHKホールで、決勝となります。

放送委員会は、過去10年間(※本当はこの時点では9年間、間違いました;;)、

全国大会での入賞を続けてきました。

放送委員は、35度を超える東京で大会に出場するチームと、

　　　　　　涼しい盛岡で活動をするチームに分かれて、

　　　　　　　　　一年間で も充実した日々をおくります。

22日の木曜日には、水泳の東北選手権大会が市立総合プールで、

24日の土曜日は、サッカーのアイリーグが奥州でそれぞれおこなわれます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(取材：千裕)

また、25日の日曜日には、音楽部の定期演奏会が、

　　午後6時からマリオスの大ホールでおこなわれます。



演奏会は4つのステージで構成されていて、

いきものがかりの『YELL(エール)』などのポピュラー音楽から、

コンクールの課題曲・自由曲まで、あわせて 23曲を演奏します。

今年は、一高の創立130周年と音楽部の創部25周年を記念して、

　第3ステージが、音楽部のOB・OG会である深山会との合同合唱となっています。

第4ステージでは、恒例のミュージカルがおこなわれます。

今年は、ディズニー映画「魔法にかけられて」を披露します。

例年は、原作から演出やダンスを取り入れていましたが、

　今年は、なんと すべて音楽部によるオリジナルです。

当日は、

・主役のジゼル姫を、3の1 藤原香里(ふじわらかおり)さんと

　　　　　　　　　　　　 池崎亜矢子(いけざきあやこ)さん、

・エドワード王子を、3の5 柏崎健吾(かしわざきけんご)くん、

・現実世界の男性ロバートを、3の1 遠山徹(とおやまとおる)くんが演じます。

主役のジゼル姫を演じる藤原さんは、

「無垢で天真爛漫なジゼルのキャラを、私なりに表現したいです。

　原作のジゼルのように、みなさんの心を動かす演技ができるようにがんばります」

　　と話していました。

音楽部の定期演奏会は、

　25日の日曜日の午後6時から、マリオスの大ホールでおこなわれます。

チケットは、当日 500円ですが、前売り券は お得な400円です。

詳しくは、お近くの音楽部員へどうぞ。

今年の夏は、課外で疲れた心と体を、

吹奏楽部と音楽部の定演で 癒やしてみてはいかがでしょうか。

音楽で癒されたあとは、逃げずに課題にのぞみましょう。

また この日は、長野でおこなわれる卓球の高体連チーム交流事業に、

　2の1 浅沼愛(あさぬまめぐみ)さんが参加してきます。

週が変わって 7月28日からは、沖縄でインターハイがはじまります。

一高からは、テニス部女子と陸上競技部が出場します。

陸上競技では、男子110メートルハードルに

　3の2 増戸俊太郎(ますとしゅんたろう)くんが出場します。

テニス部女子は、4日前の24日から長野県でおこなわれる練習試合で 調子を整えます。

盛岡とは違う、暑さとの戦いにもなることと思いますが、

　どうぞ、ベストを尽くしてきてください。

29日からは、演劇の県北(けんぽく)･北盛岡ブロック大会が

　　県民会館でおこなわれます。



この大会は、来年の全国大会に向けた一次予選となります。

一高演劇部の本番は、今月31日の2時20分からです。

8月1日から 全国高等学校総合文化祭が宮崎県で開かれます。

一高からは、

・写真部門に 2の5 今泉諒(いまいずみりょう)くん、

・将棋部門に 1の2 小山田友希(おやまだゆうき)さん、

・小倉百人一首かるた部門に、3の3 奥村光瑠(おくむらひかる)さんが参加します。

また 放送部門には、放送委員会から、

・アナウンス部門に饗庭佑奈、

・朗読部門に小笠原舞子が参加します。

宮崎では、必ずマンゴーを食べてきます。

8月8日には、吹奏楽部が、吹奏楽の甲子園ともいえる、

　　吹奏楽コンクールの県大会に出場します。

以上、夏休み中のおもな予定でした。

放送委員会では、お昼の放送で流す情報を いつでも 募集しています。

「この大会が抜けているぞ」とか、

「私はこんなことをしたよ～」という宣伝や抗議などがありましたら、

　　　　　　　　　放送室または、お近くの放送委員までお知らせください。

全力で、取材させていただきます。

夏休み中は、盛岡だけでなく、全国各地で、一高生が活躍することになります。

元気に、楽しく、がんばりましょう。

(取材: 理央子)

さて、先ほどお伝えしたとおり、

　きょう、NETのダニエル・ドリース先生の離任式がおこなわれます。

ドリース先生は、NETとしての任期が終わり、

　このたび、一高を離れることになりました。

今月中に、

・盛岡となん支援学校と

・不来方高校の生徒にそれぞれ授業をしたあと、

　　　8月から 福島県の小中学校に勤めるそうです。

ドリース先生は、

「英語は『習う』より『慣れる』ものです。

毎日聞いたり話したりして、英語に慣れることを心がけてください」と、

日本語で話していました。

ドリース先生といえば

　　毎回の授業で｢r(ゥアー)｣の発音練習をすることでおなじみです。

発音についてアドバイスをいただいたので、こっそり お伝えします。

アメリカ独特の「r(アール)」と「th(ティーエイチ)」を自然に発音するには、

「The woman doctor」を練習すれば マスターできるとのことです。



(音楽FO)

皆さんも一緒に練習してみましょう。

「The woman doctor」

はい、もう一度。

「The woman doctor」

(音楽FI)

毎日練習して、皆さんでアメリカのマネシマショ～♪(ドリース先生っぽく)

ドリース先生、1年間ありがとうございました。

また、このあと3時から、英語部主催のお別れ会をする予定です。

ドリース先生とお話したい人は、3時に、5階の生物室へどうぞ。

(原稿: 千恵)

さて、わたしたち放送委員の3年生は、きょうで、お昼の放送から引退です。

3年間、毎日おつきあいいただき、本当にありがとうございました。

3年間の取材や活動を通して、

　先生方や生徒のみなさんには、大変お世話になりました。

たくさんご迷惑もおかけしましたが、

　放送委員として、みなさんと知り合えたこと、

　　取材でお話しした時間は、わたしたちの大切な宝物です。

本当に、ありがとうございました。

というわけで、

　放送委員会ではこれからも、何があっても毎日の放送を続けてまいります。

お昼の放送でニュースを伝えることで、

　わたしたちが取材で知り合った人とのつながりを、

　　放送を聞いた全校のみなさんのつながりに変えていく、

　　　｢お昼の放送を聞けば友達が増える｣、そんな放送が目標です。

休み明けからは、

　1･2年生がちょっと微妙なほうそうをすることとおもいますが、

　　どうぞ、温かい耳で應援していただけると助かります。

これからも、放送委員会とお昼の放送を、よろしくお願いいたします。

では、天気予報です。<!--直前確認 0196177-->

きょう 午後の天気は、くもりで、夕方から、雨。

　・降水確率は、50パーセント、

　・日中の 高気温は、30度、

　・あす朝の 低気温は、20度の見込みです。



外国為替(がいこくかわせ)です。

現在、1ドルは87円24銭、1ユーロ112円65銭です。

きょうの担当は、

　　大原望緒、荒井香澄、矢幅理央子、小笠原舞子と弓岡千恵でした。

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。

夏休み中、交通事故には、くれぐれも気をつけてください。

後までお聞きいただき、ありがとうございました。

ではまた～♪

(音楽FO)


