
今年度の

8月17日（土）

黒陵会館

講師

議論をするときには、まず他人の意見を尊重する姿勢が肝心です。

～
食堂 ～

～
食堂 ～

新風

一関運動公園テニスコート場で開かれ

音楽部

GMC

吹奏楽部

ダンス同好会

１０：００～１０：２５

１０：４５～１２：３５

１３：００～１３：３０

１３：４０～１４：００

９月
 　１日（日）

SUMMER CONCERT☆2013

ちょっよそこの嬢ちゃん、一緒にライ
ブに行かない？

Next Generatons・・・

　飛べる小鳥はわたしのように　地べたをはやく走れない　

　わたしが体をゆすっても　きれいな音はでないけど

１２：００～１２：３０

１２：４０～１３：１０

１３：３０～１４：００

８月
　３１日
（土）

作品上映会

EHB-我ら無敵の反抗期!-
ちょっよそこの嬢ちゃん、一緒にライ
ブに行かない？

放送部

演劇部

GMC

内  容　　：　文化部展示・ステージ発表・学級展示・食堂など
その他   ： 駐車場のスペースがございませんので、自家用車でのご来校
　　　　　　　はなるべくご遠慮下さい。なお、近隣の商店等の駐車場につい
　　　　　　　ては決して駐車することのないようにご協力をお願いします。

ステージ発表（第１体育館）

９月　1日（日） 　9:30 14:00
10:00

　すずと、小鳥と、それからわたし　みんなちがって、みんないい

～無限の可能性
　　大いなる風にのって～

」と答えているのに対して、そう答えた日本の高校生は実に4割を切ってい

るのだそうです。「私は先生に優秀だと認められている」と「自分は優秀だ

多事争論

　一つの社会に一つの論が圧倒的な力を占めると、たとえその論が全く正

しいものであっても失われるものが一つある。その大事なものとは、何かと

言うと「自由な気風」である。「自由な気風」を保つには、多くの人がいろん

な議論をし合うことが大事だと、福沢諭吉は説きました。

　何故この言葉を取り上げたかと言うと日本青年研究所から出された2011

　　　　「わたしと小鳥とすずと」

　わたしが両手をひろげても　お空はちっとも飛べないが

なくなるということです。様々な活動を取り入れた授業形態が今後展開さ

れるようになるでしょう。そのとき「多事争論」ということばを思い出して下

さい。様々な場面で様々な考えの人と議論することは、自分を成長させる

糧になります。　一日体験入学の日　集まった中学生に　金子みすず

13:30

平成25年度　黒陵祭日程　（会場：黒沢尻北高校）

8月31日（土） 12:00 14:00
12:00 14:00

　あの鳴るすずは　わたしのように　

　たくさんの歌は　知らないよ

判断・表現」「技能」「知識・理解」）がこれから導入されていきます。評価

が変われば授業も変わることになります。高校の授業も講義一辺倒では

の詩を紹介しました。　　

岩手日報高校書展が、２３校

から漢字151点、かな13点、

かな交じり書10点の計１７４

（３－１）さんが秀逸賞に選ば

れました。

　日報大賞は、菊池美十さん

（盛岡三高2年）、津田英恵

さん（盛岡工高3年）、髙橋左

ベネッセコーポレーション東北支社顧問

果というにはあまりにも寂しく、画一化教育のなれの果てと毒づかれても、

将来を託された若者にとっても何ら益にならないでしょう。

　高校でも指導要領が改訂され、観点別評価（「関心・意欲・態度」「思考・

と思う」に至っては、実に２割以下であります。これが、日本の教育の成

　「違う意見を持つ者が議論をすることが何より大切である事」

福沢諭吉の言葉です

年3月の調査結果によると、日本の高校生はアメリカ、中国、韓国の高校

生に比べて「自己尊厳性が低い」とのことである。「私は価値のある人間で

ある」とか「私には出来ることが一杯ある」とか「私は先生に優秀だと認めら

れている」とか「私は努力すれば大体のことができる」とか「私は優秀だと

思う」とかの問いに米中韓の高校生の約9割近くが「全くそうだ、まあそうだ

　を教わりました。

　の菅野先生から小論文のノウハウ

　気っ風が良く、歯切れの良い弁舌

点の応募があり、竹中優花

3年生小論文講演会　開催 １０：００～１１：４０

菅野俊篤　氏

季さん（盛岡三高2年）の3人

に贈られました。

優秀賞は10点、秀逸賞は１３点

入選は４９点選ばれました。

　8月1日付け岩手日報掲載

県下高校新人一関大会　優勝・準優勝

一関ソフトテニス協会主催の第42回
県下高校新人一関大会が8月１０日

男子の部で　小澤健太（２－３）

　　　　　　　 　菊地太一（２－３）ペア

が優勝、　　

　　　　　 　　　西本駿介（２－６）　

が準優勝しました。

　　　　　　　 　高橋　幹（２－５）ペア
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東北陸上競技選手権大会
（日本選手権東北予選・H25年8月,25日　山形県天童）

女子　棒高跳び　第３位 　男子　４００ｍH　第６位

水賀美　光　　２ｍ９０ 　小原俊介（53秒74)

　（自己ﾀｲ記録）  予選で黒北新樹立（53秒41)

団体　（２４射）

１年男子　　優勝 黒沢尻北高C　１０中
文系 理系 文系 理系

1 9:00 ～ 10:30 国語 化学 数学 物/生

2 10:50 ～ 12:20 国語 化学 数学 物/生

3 13:20 ～ 14:50 英語 英語 英語 数学 １回戦 ( 8/24 )

4 15:10 ～ 16:40 数学 英語 英語 数学 黒沢尻北 ０００　０００　０００  　０ 加藤-菅原

黒沢尻工 ０００　１００　１１× 　 ３ 今野-千葉

敗者復活 １ 回戦 ( 8/25 )

黒沢尻北 ０００　８２ 　１０

０００　００　 　　０ 武田-金沢
５回ｺｰﾙﾄﾞ

敗者復活 ２ 回戦 ( 8/28 )

黒沢尻北 　   1

　 １０ 7回ｺｰﾙﾄﾞ

黒陵祭 展示部門

クラス 展示テーマ

１年 職業研究 使用教室

一人一人が職業について調べる

した。 　団体　

２年 クラス展示テーマ 使用教室

２－１ ２－１
２－２ ２－２
２－３ ２－３
２－４ ２－４
２－５ ２－５
２－６ ２－６
２学年 中教室②

２学年 演習室③

文化部
使用教室
3-3
3-4
3-5
3-6

3-6前廊下

書道室
大教室

生物地学班 生物室
物理班 物理室
化学班 化学室

演習室①
中教室①
3-5

第一体育館

尐年女子岩手県チーム 第一体育館

図書室前通路

第一体育館

会議室

第１６回「俳句甲子園「決勝が２５日、松山市で開かれ個人優秀賞に3-6

 1　回戦　黒北　３－０　松本第一（長野）　

 2　回戦 黒北　１－２　開成高A　（東京）

菊地はづき（黒北）・ナ、ダソム（誠桜）
高橋杏奈（花南）・藤村茜（花南）
千葉未散（翔南）・日高ダイヤ（花南）

第２９回高円宮杯日本武道館書写
書道大展覧会　毛筆の部

平埜あゆみ (1-1)さんが受賞

東北総体　８／２５
ソフトテニス女子優勝

高円宮杯書道展　８／２５
審査委員長奨励賞

優勝をしましたが、予選リーグ２回戦でその開成高校に１－２で惜敗しま

島津君が１０名の中に選ばれました。団体は開成高A（東京）が７回目の

　物理ワールド
　身近な物からの実験への招待
　作品上映
　應援部の歴史

生徒一人一人が職業について調べた結果を発表します

また、東北大オープンキャンパスのレポートも発表します。

全クラス

Mr☆Ms　黒陵
コスプレイヤーを探せ
わっしょいFestival
コスプレ★バトル
ゆる部屋-ちょっとここで小休止-
おいで・・・・
オープンキャンパスレポート
俳句の展示

ｸﾗﾌﾞ
華道部
茶道部
語学部
写真部
文学部
書道部
美術部

執行部

テーマ
　～見てきてくれた方への感謝の形～
　和のやすらぎ
　English　Quiz

放送部
應援部
囲碁・将棋部

演劇部
音楽部
GMC
ダンス同好会

自然
科学
部

　日本伝統の囲碁・将棋を楽しもう！
　EHB-我ら無敵の反抗期！-
　SUMMER　CONCERT☆2013
　GMCバンド紹介＆ライブ映像
　Next　Generations・・・
　職員展示・バザー

　真夏のカレイドコープ
　文学部誌「轍」の販売
　墨痕淋氵离～我らの青春～
　Colors!
　西館2階のBIOHAZARD！！

高校生国際美術展開催にあたり

美術・書道作品を多数出展し

　  県南地区高等学校演劇合同発表会

    8月10日　「優秀賞」　県大会出場

第１２回県新人交流弓道大会　２４日　北上市民弓道場

  感謝状をいただきました。

3年　難関大学対策講座　県南ブロック

　　　　　　　　　　　（　石川峻平、梅田隆之、高橋　諒　）

第６６回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会（北奥地区予選）

宮古北・西和
賀・沼宮内連合

水沢工

が関一に集まって受講、受講料およびテキスト料は無料、他は各自負担。

次回は、9月29日（日）・10月6日（日）に英語・数学を実施します。

8月8日（木）、8月9日（金）　９：００～１６：４０　に開催されました。

時　　間

「紙飛行機になる八月のカレンダー」

音喜多-菅原、木村

コマ
８／８（木） ８／９（金）

黒北・水沢・関一3年生、北上以南の難関大を第1志望する3年生希望者

島津優人(3-6)君　優秀賞　
　俳句甲子園　個人

１００　０００　０

７００　００３　×

※８月２４日（日）に希望者を対象に全統ｵｰﾌﾟﾝ模試解説会を行いました。


