
 

 

 

冬季休業 12/22～1/9 
 12 月 21 日（金）冬季休業前の授業納め式を行

いました。12 月 22 日（土）から 1 月 9 日（水）

まで冬季休業となります。授業納め式に先立って、

全国大会に出場するラグビー部の壮行式と後期賞

状伝達式も行いました。（裏面をご覧ください。） 

なお、冬季課外授業は、ラグビー全国大会の忚

援のため、年度当初の予定を変更して、明日 22日

（土）から行います。冬休みとはいいながら、課

外授業、ラグビー忚援等々例年に増して忙しい

日々が続きます。特に、3 年生諸君には、目前に

迫った大学入試センター試験に向けて最後の追い

込みに全力を傾けてほしいと思います。 

＊授業納め式＋ 
黒陵生に贈る３つのメッセージ 

  冬季休業前の授業納め式の校長講話で黒陵生に

贈った 3つのメッセージを紹介します。 
■”TO BE A KOKURYO STUDENT” 

 このことばには、2つの意味を込めています。 

「黒陵生であるために」：黒陵生としての誇りを忘

れてはいけないこと、「黒陵生であること」：品格

を備えた黒陵生であること。母校に誇りを持つこ

とができる黒陵生であることを願っています。 

■”VISION and HARD WORK” 

”ONE SUCCESS OUT OF TEN ERRORS” 

 ノーベル賞受賞者山中慎弥先生のことばから学

ぶメッセージ。1つの成功の陰に 10回の失敗あり。

目的・目標に向かってひたむきに努力せよ、です。 

■”The real loser is the person who does not 

even try to compete.”（「敗者とは最初から挑戦

することそのものを諦めてしまう人のことだ」）  

ロンドンオリンピックに出場した南アフリカ

の義足の陸上選手オスカー・ピストリウスさんの

母の言葉の原文です。 
 “The real loser is never the person who 
crosses the finishing line last. The real loser is 
the person who sits on the side, the person who 
does not even try to compete.” 

 「真の敗者とは、ゴールを最後に切る人では決

してありません。真の敗者とは、隣に座っている

人、競争しようとしない人のことを言うのです。」 

大学の推薦入試に失敗して悔しい思いをして

いる人、勉強あるいは部活動がうまくいかずに悩

んでいる人、下を向く必要はありません。学生時

代のいまこそ失敗を恐れず、失敗しながら、わが

道を開拓に挑戦してください。 

～ラグビー全国大会関連ニュース～ 

☆燃えろ黒陵☆ 
ラグビー部 12/23大阪入り 
 本校ラグビー部は、12月 23日（日）北上から

大阪に向かい、12月 27日（木）開幕の第 92回

全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場

します。本校ラグビー部は 28日（金）10:00か

ら萩商工高校（山口県）との１回戦に臨みます。 

1・2年生 400名花園応援へ 
12 月 28 日（金）の 1 回戦萩商工高校戦には、

約 400 名の 1・2 年生が忚援に駆けつけることに

なりました。一行は 12月 27 日（木）午後北上を

出発し、28 日早朝現地に到着、伝統の忚援でラ

グビー部の勝利を後押しします。 
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2学年修学旅行無事終了 
地震のため 100分遅れの到着 
12月 7日（金）２学年修学旅行団が関西への修

学旅行から無事帰校しました。北上に戻る新幹線

の車中、一関付近で地震が発生し、北上への到着

が 100 分ほど遅れましたが、大きな混乱もなく一

行は元気で北上に到着しました。皆様のご協力に

感謝申し上げます。 

遠大之志-遠大の志を励ますべしー 

enndai 
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☆試合ライブ観戦のお知らせ 
黒陵ラガーの熱戦の模様をライブ中継 

○1回戦 12/28（金）10:00 本校第一体育館 

○2回戦 12/30（金）10:45 本校第一体育館 
※準備の都合上、観戦希望の場合には事前にお知ら

せください。なお、駐車スペースには限りがありますの

で、車での来校はできるだけご遠慮ください。 

☆IBCテレビ特番放送のお知らせ 
「がんばれ！黒沢尻北高ラグビー部」 

12/22（土）15:00～15:30 

☆募金協力に対する御礼とお願い 
ご協力に心から感謝申し上げます。 

引き続き、ご協力をお願いいたします。 

 

皆様にとりまして、新たな年が幸多きよき年となりますように祈念申し上げます。 



部 種　目 順位 氏　　名 部 部門等 順位 氏　　名

■ ■

□ □

・ 棒高跳 優勝 鈴　木　　　卓

・ 400mH 優勝 小　原　俊　介 最優秀賞 千　葉　紗也香

・ 100m ２位 小　原　俊　介 優秀賞 菅　野　光　希

・ やり投 ２位 伊　藤　公　太 ・ 朗読部門 優良賞 及　川　愛　海

・ 三段跳 ６位 高　須　俊　樹 ・ オーディオピクチャー部門 優秀賞 時をつなぐ和紙（主担当：小舘　葵）

□ ・ ビデオメッセージ部門 優良賞 こっぽら土澤（主担当：千葉紗也香）

・ 400mH ５位 小　原　俊　介 ・ ラジオキャンペーン部門 優秀賞 聞いた話（主担当：高橋可奈惠）

■ ・ テレビキャンペーン部門 優良賞 がらり！

□ ■

藤　原　　　優 □

鈴　木　涼　太 ・ 俳句 優秀賞 千　田　一　稀

荻　荘　大　雅 □

千　葉　拓　人 優秀賞 高　橋　空　斗

佐　藤　晃　大 優良賞 及　川　憂　紀

新井野　湧　平 □

佐　藤　貴　大 入選 昆　　　竜　弥

菊　地　太　一 入選 高　橋　優　木

藤　原　　　優 ■

鈴　木　涼　太 □

□ 　 ・ 絵画部門 特賞 千　田　光　花

１位 鈴　木　涼　太 特賞 千　田　光　花

２位 藤　原　　　優 特賞 高　橋　春　佳

□ □

春　山　海　帆 優秀賞 川　村　綾　香

菊　地　はづき 優良賞 高　橋　春　佳

■ □

□ 岩手広告美術賞 大　沼　　　愛

・ 15人制 １位 黒沢尻北高等学校 奨励賞 千　田　光　花

□ 奨励賞 川　村　綾　香

・ 15人制Aブロック １位 黒沢尻北高等学校 入選 石　川　真　実

■ ・ 特別賞 学校賞 黒沢尻北高等学校

□ ■

・ 男子個人（73kg級） ３位 工　藤　敦　史 □

■ 小　岩　洸　喜

□ 藤　原　浩　志

小　原　真　智 佐　藤　将　拓

　照　井　　　匠　 高　橋　由　佳

照　井　智　明 林　崎　純　樹

小　原　薫　子 ■

深　澤　佳　純 □

阿　部　七　彩 入選 小田島　　　悠

■ 佳作 高　橋　茉　由

□ 佳作 今　野　彩　香

・ 個人総合 4位 佐藤愛里沙 □

部 種　目 順位 氏　　名 佳作 小田島　　　悠

■ 佳作 高　橋　茉　由

□ □

・ 第２種（半切）漢字かな部門 秀作賞 後　藤　千　帆 第１席 小田島　　　悠

□ 佳作 高　橋　茉　由

大学賞 松　岡　崇　子 □

奨励賞 後　藤　千　帆 ・ 夏の部 第５席 小田島　　　悠

奨励賞 高　橋　優　衣 ・ 秋の部 第２席 高　橋　茉　由

□ ・ 秋の部 第４席 細　田　かおる

準優秀作品 柳　田　有　貴 ■

□ ・ 冷静と情熱の間 最優秀賞 菊　池　佳　恋

日本武道館賞 後　藤　千　帆 ・ 何もかも憂鬱な夜に 優秀賞 加　藤　優　作

日本武道館賞 柳　田　有　貴 ・ 夏の庭The Friends 優秀賞 水賀美　　　光

日本武道館賞 竹　花　優　花 ・ 博士の愛した数式 佳作 佐　藤　和　也

□ ・ ダーウィンと出会った夏 佳作 山　口　大　樹

特選 後　藤　千　帆 ・ 夜と霧ードイツ強制収容所の体験記録ー 佳作 小　原　安　珠

□ ・ おもかげ復元師 佳作 高　橋　風　花

特選 後　藤　千　帆 ・ 我欲を捨てるとうまくいく 佳作 小　原　　　優

□ ・ 銀河鉄道の夜 佳作 菅　野　未　帆

大津市長賞 後　藤　千　帆 ■

朝日新聞社賞 柳　田　有　貴 最優秀賞 佐　藤　貴　大

大会

俳句部門

第２回甦れ日本！高校生アスリート作文コンテスト（全国高体連作文コンテスト）

大会

陸上競技

第63回岩手県高等学校新人陸上競技大会

ソフトテニス

第56回岩手県高等学校新人大会

第17回東北高等学校新人陸上競技選手権大会

平成24年度岩手県ソフトテニス連盟U17選考大会

・

第45回岩手県高等学校新人ラグビーフットボール大会

柔道

準優勝

第56回岩手県高等学校新人大会

ラグビー

３位

第10回記念和洋女子大学競書大会

第54回大東文化大学全国書道展

第40回全国学生比叡山競書大会

第35回岩手県高等学校総合文化祭ポスター

GMC

第35回岩手県高等学校総合文化祭軽音楽部門

書道

第35回岩手県高等学校総合文化祭書道部門

第57回岩手県高等学校新人大会

第11回イー歯トーブ笑顔の写真コンテスト

岩手日報高校生フォトコンテスト

・ デザイン部門

第11回岐阜女子大学全国書道展

第43回岩手広告美術展

・ 学生の部

校内読書感想文＊作品名・賞名・氏名＋

大会

・ 男子個人戦 準優勝

第92回全国高等学校ラグビーフットボール大会岩手県大会

弓道

第4回岩手県高等学校弓道遠的選手権大会

平成24年度高文連夏季写真コンテスト

・

・

2位

第17回全日本高校・大学生書道展

第28回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

黒陵生の活躍～平成24年度後期賞状伝達式で紹介された生徒～
CONGRATULATIONS!　(おめでとう黒陵生!!）

3位

男子団体

女子団体

第30回岩手県高等学校放送新人大会（主催事業）

写真

放送

第35回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会（兼）

新体操

岩手県高等学校新人県大会

文学

第27回全国高等学校文芸コンクール

第35回岩手県高等学校総合文化祭文芸部門

第15回神奈川大学全国高校生俳句大賞

・ 男子団体戦

女子個人戦・

・ 高校生ポスターの部　

・
バンド

（ギャップス）
優良賞

平成24年度高文連スライドフォトコンテスト

・ アナウンス部門

美術

第35回岩手県高等学校総合文化祭美術工芸展


