
盛岡一高のお昼の放送ができるまで

岩手県立盛岡第一高等学校放送委員会顧問 濱 谷 伸 広

委員長 小松万葉 / 内田若奈 大友玲菜 蔡若禾 八重樫里実 遠藤純矢 田中くるみ

照井渚彩 野本未優 多田稚奈 藤本ありさ 佐藤夏未 佐藤萌

１ 一高のお昼の放送の歴史 ～ それは、2001年4月17日に始まった～

２ 現在の一高 ～ それは、14年続いている～

３ 実演「一高のお昼の放送ができるまで」

４ 今後の課題

５ 後に
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盛岡一高のお昼の放送ができるまで

１ 一高のお昼の放送の歴史 ～ それは、2001年4月17日に始まった～

2001年の放送室は、・・・（現在の一高放送室と比較して）
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１ 一高のお昼の放送の歴史 ～ それは、2001年4月17日に始まった～

(1) 第1回のお昼の放送の原稿 顧問： 菊地達哉先生・・・原稿の作成、取りまとめなど

生徒：（ 記者、アナウンサー、ミキサーなどなど）
昼放送 20010417TU

みなさんこんにちは。4月17日火曜日、お昼の放送です。
今日の担当は3年の十文字恵です。

(音楽CI)

(音楽FD)
さて、皇太子妃の雅子さまのニュース、皆さんもきのうのテレビなどで見たことと
思います。雅子さまの母方の曾祖父、山屋他人が盛岡出身というのは有名で
すが、実は、雅子さまと一緒に仕事をしていた、本校の卒業生がいます。昭和
57年卒の高橋克彦先輩です。(中略)

さあ、午後も天気は良さそうです。今日の 高気温は22度くらい、降水確率は0
パーセントです。外の部活もばっちりですね。運動会実行委員の皆さんも、M門
づくり、がんばってください。

今日の担当は3年の十文字恵でした。ではまた～。
(音楽FO)
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１ 一高のお昼の放送の歴史 ～ それは、2001年4月17日に始まった～

(2) 1年後の原稿 昼放送 20020301F 

時刻は12時25分になりました。
みなさんこんにちは。3月1日金曜日、お昼の放送です。

はじめに連絡です。
ただいまから常任委員会を行います。
一・二年の常任委員は、すぐに5階の理数科教室に集まってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では 後に、7月に東京で行われた放送コンテスト全国大会での、

3年1組十文字恵さんのアナウンスをお届けして、
「お昼の放送」を終わりたいと思います。

天気予報です。
今日午後の天気は晴れ、
降水確率は10パーセント、

高気温は10度、
あす朝の 低気温は氷点下1度の見込みです。

週末は雪になりますが、
卒業式の日、来週火曜日には天気は回復しそうです。

今日の担当は、及川史絵、橋本幸恵と佐々木浩介でした。
ではまた～
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１ 一高のお昼の放送の歴史 ～ それは、2001年4月17日に始まった～

(2) 1年後の原稿 昼放送 20020301F 

時刻は12時25分になりました。
みなさんこんにちは。3月1日金曜日、お昼の放送です。

はじめに連絡です。
ただいまから常任委員会を行います。
一・二年の常任委員は、すぐに5階の理数科教室に集まってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では 後に、7月に東京で行われた放送コンテスト全国大会での、

3年1組十文字恵さんのアナウンスをお届けして、
「お昼の放送」を終わりたいと思います。

天気予報です。
今日午後の天気は晴れ、
降水確率は10パーセント、

高気温は10度、
あす朝の 低気温は氷点下1度の見込みです。

週末は雪になりますが、
卒業式の日、来週火曜日には天気は回復しそうです。

今日の担当は、及川史絵、橋本幸恵と佐々木浩介でした。
ではまた～ 6
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1 年後の原稿の構造

それは、サイドウィッチ構造

パン 連絡： 伝えなくてはならないことパン 連絡： 伝えなくてはならないこと

具 校内ニュース： 独自に取材したニュース。
部活動の活躍、行事など。

パン 天気予報： 伝えなくてはならないことパン 天気予報： 伝えなくてはならないこと
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1 年後の原稿

はじめに連絡です。
ただいまから常任委員会を行います。

一・二年の常任委員は、
すぐに5階の理数科教室に集まってください。

7月に東京で行われた放送コンテスト全国大会での、
3年1組十文字恵さんのアナウンスをお届けします。

天気予報です。
今日午後の天気は晴れ、
降水確率は10パーセント、

高気温は10度、
あす朝の 低気温は氷点下1度の見込みです。

パン→連絡
伝えなくてはならないこと

パン→連絡
伝えなくてはならないこと

具→校内ニュース
独自に取材したニュース

パン→天気予報
伝えなくてはならないこと

パン→天気予報
伝えなくてはならないこと

「毎日，放送する」 http://www2.iwate-ed.jp/housou/misc/20100919. pdf 8
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(3) 2年後の原稿

新しいパン の登場 （2003年6月20日）

NHK杯全国高校放送コンテスト第60回記念イベント
校内放送自慢～総選挙DE生ライブ～ で話題となったこと。
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(3) 2年後の原稿

新しいパン の登場 （2003年6月20日） この日が第1回目の外国為替です。

NHK杯全国高校放送コンテスト第60回記念イベント
校内放送自慢～総選挙DE生ライブ～ で話題となったこと。

-- 昼放送 20030620F 
時刻は1時5分になりました。
みなさんこんにちは。6月20日 金曜日、お昼の放送です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、天気予報です。
きょう 午後の天気は、曇り、

雨の確率は、40パーセント、
高気温は、27度、

あすの朝の 低気温は、18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118円6銭、

1ユーロは138円47銭前後で取り引きされています。

新しいパン→
天気予報と外国為替

新しいパン→
天気予報と外国為替
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(3) 8年後の原稿 （2009年3月24日） 顧問の菊地達哉先生は、転勤。

時刻は12時15分になりました。
みなさんこんにちは。
3月24日 火曜日、お昼の放送です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上、連絡でした。

きょうは、終業式と離任式の日でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
赤崎先生、菊地先生、利府先生、駒井先生、
事務室の阿部さん、岩間さんにも大変お世話になりました。
本当に、ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外国為替(がいこくかわせ)です。
現在、1ドルは97円84銭、1ユーロ133円70銭、

今日の担当は、押田崇・藤本美保・菅原龍・村上泰基・
高橋晴美・藤原悠紀・北條龍冴・照井詩織と菊地達哉でした。

今年度のお昼の放送は、これで、おしまいです。
また、4月にお耳にかかります。 では、さようなら～♪ 放送大好きおじさん放送大好きおじさん
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さて、ここで問題が・・・

生徒たちは、気づいた。

菊地達哉先生が転勤したら、

誰がお昼の放送原稿を作るのだろう？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そうだ、自分たちで作ろう ！

「デスク」の登場
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２ 現在の一高 ～ それは、14年続いている～

顧問： 濱谷伸広・・・（2009年4月着任、1年目は、第3顧問で何もしていません。）

生徒1名：デスク・・・原稿の作成、取りまとめ

その他の生徒：（記者、アナウンサー、ミキサー、ディレクター）

生徒の

生徒による

生徒のためのお昼の放送

顧問は、連絡事項の簡単なチェックと放送原稿のコピーだけ
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２ 現在の一高 ～ それは、14年続いている～

・過去の先生方や生徒達が作り上げた
お昼の放送のベースがあるから

・13年分の過去原稿がある

生徒たちは過去原稿を見て
真似て、学び、原稿を作って、放送する

実践的な放送は、学校の文化となる
文化となれば、誰もが認める
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２ 現在の一高 ～ それは、14年続いている～

（紹介）

現在、立命館大学4年生

「盛岡第一高校放送委員会マニュアル」(2010版) 
http://www2.iwate-ed.jp/housou/misc/20100721.pdf

2010年 放送委員長3年 弓岡千恵

今年のNコンの應援に来ました
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３ 実践「一高のお昼の放送ができるまで」

(1) 放課後のミーティング（ステージで実演）

(2) 取材（ビデオで紹介）

(3) 原稿作成→デスクへメール（ビデオで紹介）

(4) デスクチェック（ビデオで紹介）

(5) お昼の放送（ステージで実演）
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４ 今後の課題

過去原稿がテンプレート化している

ワンパターンなお昼の放送

放送原稿作りが、仕事ではなく、作業になっている

月に１つは各自、オリジナルニュースを発掘し、放送しよう！
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５ 後に

放送委員会マニュアルの 後に・・・
後に、昼放送についてです。

みなさんは、昼放送が学校にどういう効果をもたらすか考えたことがありますか?

昼放送には、学校全体をつなぐ効果があります。
もし昼放送がなかったら、他の部が今どんなことをしていて、
学校で今何が起きているのかをみんなが知ることはできません。

たまにお昼の放送を自分の教室で聞いていると、放送で紹介されたクラスメイトに対して、
｢おい○○、優勝かよ～!!すげ～!!｣
とみんながにこにこしながらちゃかすというような様子をよく目にします。
このように、いつもは知らないクラスメイトの活躍や、
よく紹介される他のクラスのすごい人を、昼放送を通してみんなが知ることができます。

私たちが取材して仲良くなった人のことを、お昼の放送で全校に向けて紹介することで、
｢取材相手と自分(放送委員)｣の間のつながりを、｢取材相手と全校｣や
｢全校の誰かと誰か｣のつながりに変えることができます。
それってとっても素敵なことじゃありませんか!?☆

原稿を書きながら、昼放送をしながら、
｢この原稿を流すことで、どこかでまた新たなつながりが生まれたかもしれないな｣
と思えば、原稿を書くことも、昼放送をすることも、すごく楽しくなるはずです。

｢放送を聞けば、友だちが増える｣、そんな放送を目指して、前向きに、楽しく、がんばってください!!

2010/7/21 放送委員長3年 弓岡千恵


