
と文房具」を提供することにしました。

男子 （1-3) 第４ 位

女子 第４ 位

１走 （1-2)

２走 （1-1) ※ 黒沢尻北高校からのお願い

３走 （1-3)

４走 (2-5)

女子 (1-1) 第５ 位

男子 (1-2) 第６ 位 ナンバー メーカー 車　名

女子 第６ 位

１走 （1-3)

２走 （1-1)

３走 (2-5)
４走 （1-2) 　　年　　組　　番氏名

女子 （1-1) 第７ 位 ※
男子 （2-4) 第９ 位

　眠りにはリズムがあり、約９０分のサイクルで、深い眠り（ﾉﾝﾚﾑ睡眠）と

浅い眠り（ﾚﾑ睡眠）を交互に繰り返すことが知られています。

寝るのが良いと言えます。また、人間の体温は就寝前になると深部体温

従って、就寝前に入浴すると寝付きが良くなります。

が０．５～１度ほど急激に下がります。この体温変化が眠気を生みます。

「朝だ」と認識します。だから、就寝前は暗くして、夕食は腹八分にして

させる準備をしていきます。これが良質な眠りのメカニズムです。

　人間は強い光を浴びるとその情報が脳に伝わり、体内時計が「朝だ」

と認識して活動モードのスイッチが入ります。また。空腹状態が続いても

眠中に行われています。この時間には大量の成長ホルモンが分泌されま

す。成長ホルモンは、細胞の成長、修復、再生する働きがあります。寝る

子は育つという諺は経験に基づきながら実は科学的にも正しいことが裏付

けられています。　ﾉﾝﾚﾑ睡眠は、朝に向かって徐々に短くなり、反対にﾚﾑ

睡眠は朝に向かって増えていきます。そして、メンテナンスされた脳を覚醒

及川　知浩 東北大会出場

東北大会出場

岩手県立黒沢尻北高等学校 交通事故等連絡カード

神尾　　麗

陸上競技部　新人戦結果　 盛岡県営競技場

９／６～９／９

5位と0.07秒差の大逆転

ゴール直前に大高が抜き

三段跳び

菅原　実咲

４×４00mR

国体（東京大会）出場　水泳　尐年男子B　塚野　晃人(1-6)

9/11～9/16

九州朝日放送（KBCラジオ）に作品提供
日本放送作家協会九州支部では、高文祭やNHKコンクールで高校生が制作

たりが丁度高校生活の中間点と言うことになります。後半戦は、進路目標が

しくなるよ！でも高をくくっていると国公立大学は受けるところが無くなり

　高校３年間と言いますが、卒業式は３月１日です。ですから、９月の考査のあ

も深い眠りが訪れ、体の中では、昼間に勉強や部活動やストレスで熱を

帯びた脳の温度を下げて脳の神経を守るケアー、すなわちメンテナンス

が行われます。学習に重要な記憶の整理や感情や気持ちの整理も睡

ます！　勉強しない子は受けるところが無くなる。だから、もう本気で勉

強しなさい！　ときっぱり。受け身ではない、実力をつけるための勉強をし

ないとダメですと檄をとばしていました。さて、実力をつける勉強とは・・・・

ご協力ありがとうございました。

献血　状況
黒陵祭準備の日献血をおこないました。

８／３０（金）９：３０～１６：４５
　２００ｍｌ　献血者数　４６名　　４００ml　献血者数８名　受付者数７１名でした

した作品に陽の目を当てたいと言うことで、KBCの協力を得て高校生の作品を

優秀賞に輝いた「俺たちのジガモガハ」と創作ラジオドラマ部門優秀賞の「恋

良質な眠り

　日中眠くて仕方ないのです、運動したら安眠できるのではないかとかい

「進路志望を達成するために今、何が必要か」

　　　　　　　講師　盛岡中央ゼミナール　校長　小坂敏雄先生

決まっているかどうかで自分の将来が近くも遠くにもなります。

　予備校の先生はズバリと指導要領改訂の初年度は、センター試験は易　特に大切なのが入眠してからの３時間だと言われています。ここで最

たときに、原因の一端がわかりました。実は、夜中に貨物列車が結構走っ

２学年進路講演会　　９／１０（火）

つもより早く布団に入ったみたりいろいろ工夫しましたがやっぱり眠くて、

仕方なく脳神経科を受診して睡眠薬を処方してもらいました。しかし、これ

も一時的でした。原因がわからないまま、一晩中うたた寝しながら過ごし

　教員に成り立ての頃、駅のすぐ近くにアパートを借りてアパート暮らしを

していました。ところが住んで３ヶ月ぐらいで体に不調を覚えました。

ていることがわかりました。そして、駅にさしかかるとどの列車もとても大き

な汽笛を鳴らして通過していることがわかりました。その汽笛の音が私の

安眠を妨げていたのです。原因がわかったことで安心したことと防音対策

をしたことによって程なく、不眠状態から抜け出すことができました。

　　　（男・女）

号などは聞き出せないものです。そんなときに、生徒手帳から出して「学校か

らこれを記入してもらうように指導されていますので、記入をお願いします。」

と言って、記入していただいて下さい。（二つ折り生徒手帳に挟んで携帯する）

事故の概要（現場の略図など）

放送が聴けないエリアへは放送後、同録CDを頂けるそうです。

交通事故連絡カードを活用して下さい
通学・下校中に万が一交通事故にあったときに、咄嗟に相手の住所や電話番

ラジオ番組でレギュラー放送するそうです。本校放送部でも今年県高総文祭

放送部門大会・NHK杯全国高校放送コンテストのラジオドキュメント部門で最

　放送は毎週火曜日24時30分～（30分番組）「おっきーのラジドラ学園」

　1278KHz(福岡）、720KHz(北九州）、1485KHz(大牟田、行橋）

今回の出来事に際しまして、後々のトラブルを避け
るために、このカードへの記入をお願いします。

緊急連絡先

・・・・・・・・・・・・・

佐々木こころ

高橋　春花

菅原　直人

神尾　　麗
佐々木こころ

大高　祐珠

菅原　実咲

佐々木こころ

高橋　　駿

 救急車 119番 　警察 110番　 黒沢尻北高 0197-63-2181

夕暮れが早くなっています。自転車では、早めに点灯し自分の存在を

対向車にいち早くわかるようにしましょう。並進はダメですよ。

お名前

お電話番号

ご住所

お車

生徒氏名

１００ｍ

３０００ｍSC

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5000m競歩

5000m競歩
４×１００ｍR

大高　祐珠
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ｸﾗｽ

(2-1)

(2-4)

(2-2)

(2-5)

(2-2)

(2-6)

(1-5)

(1-6) 　　第一段階選抜 　　センター＋２次試験

(1-3) 年度 類 日程 満点 最低点 得点率 配点 最低点 得点率

(1-5) 理一 前期 900 574 63.8 550 315.7 57.4

理二 前期 900 690 76.7 550 302.7 55.0

理三 前期 900 702 78.0 550 370.4 67.3

全 後期 800 707 88.4 300 132 44.0

各類とも、前期日程のｾﾝﾀｰ試験の配点は110点に換算

俳句 優秀 （2-1） 東北大 入試情報（志願者数・競争率）・・・赤本

優良 （3-１） ２０１３年度　入試状況　一般入試（前期日程）

入選 （2-2） 募集人員 志願者数 （女子数） 受験者数 合格者数 競争率

入選 （2-1） 文 200 407 208 394 214 1.8

随筆 入選 （3-3） 教育 60 146 72 139 67 2.1

戯曲 入選 （3-3） 法 140 371 90 345 152 2.3

文芸誌 入選 　轍 経済 185 482 94 437 204 2.1

理 数学 28 65 7 65 32 2.0

物理 86 280 49 276 92 3.0

化学 50 110 27 106 52 2.0

平成２５年１０月２日～１０月８日 地球科学 30 61 12 59 35 1.7

尐年男子　 生物 28 62 14 60 31 1.9

医 120 419 76 331 121 2.7

医 保 看護学 55 134 121 113 58 1.9

※尐年男子監督　秋田浩介（黒北教員） 放射線技術 32 92 30 78 33 2.4

健 検査技術 32 99 60 92 35 2.6

歯 43 142 52 126 47 2.7

薬 65 229 69 204 68 3,0

171 540 32 494 194 2.5

178 412 25 375 185 2.0

男子 工 82 229 49 207 86 2,4

82 279 22 258 94 2.7

78 192 48 175 83 2.1

120 350 133 330 130 2.5

合計 1,865 5,101 1290 4,664 2,013 -

岩手大　前期日程　数学（傾向と対策）2012年度

学部 番号 項目 内容

〔１〕 小問３問

教育 〔２〕 図形と方程式

〔３〕 数列・ベクトル

〔４〕 微積分法

女子 〔１〕 小問３問

工 〔２〕 ﾍﾞｸﾄﾙ

〔３〕 微分法

〔４〕 行列

底面 底面

化学・ﾊﾞｲｵ工

材料科学総合

建築・社会環境工

農

絶対不等式、式の値、正二十四角形の面積

不等式の表す領域、最大値

階差数列・Σ の計算、ﾍﾞｸﾄﾙの図形への応用

涼しさや　友人が　雲の峰 髙橋　倭子

真っ新な　たずさえる　夕暮れの 千葉紗也香

ラケットで　汗の粒　五月雨に 菊地はづき

植田から　遠雷を　水泳部 三田　泰大

帰ってこお 伊藤　詩歩

　1００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ　５位　　佐藤廉（1-6） ,

男子　塚野晃人　100・200自由準V

　４００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー４位　　　　　　　　　

　２００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋和希（2-2）

　1００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋和希（2-2）

（４位以内東北大会出場）

尐年女子 菊地はづき（2-2)

男子４００ｍフリーリレー　３位

何故でしょう

国体（東京大会）出場者　ｿﾌﾄﾃﾆｽ

　　高橋美月（1-2）,小野寺柚乃（2-3）,小野寺彩純（1-6）,小野寺福実（2-6）

佐藤貴大（2-2)

藤原　優（3-1)

　　柳口咲希（2-3）,高橋美月（1-2）,小野寺彩純（1-6）,小野寺福実（2-6）

　４００ｍ自由形　６位　　小野寺福実（2-6）

　　塚野晃人（1-6）,高橋和希（2-2）,佐藤廉（1-6）,金子尊哉（1-3）

　２００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋美月（1-2）

　1００ｍ平泳ぎ　６位　　高橋美月（1-2）

　４００ｍフリーリレー５位　　　　　　　　　

　４００ｍﾒﾄﾞﾚｰリレー６位　　　　　　　　　

水泳男女計１４種目（短水路）の決勝が行われました。

　２００ｍ自由形 ２位　塚野晃人(1-6)　 １分５６秒８９

　１００ｍ自由形 ２位　塚野晃人(1-6)　　　　５４秒６１

　４００ｍフリーリレー３位　　　　　　　　　３分５０秒１６

　２００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ　５位　　佐藤廉（1-6）

文学部

　　塚野晃人（1-6）,菅原裕介（1-5）,金子尊哉（1-3）,佐藤廉（1-6）

　　それができれば、一気に解決するはずです！

どう切ればいいか

　容器に水を入れて計る以上

　どうしても誤差はつきもので

どうやってもピタリとはいきません

　　はたして

　中学校の教科書では、なんと錐体の容器に水を入れ、柱体の容器に移して

いくと３杯入るから　錐体の体積＝柱体の体積÷３　です。としていますがそん

なことで納得していいのでしょうか。

絶対不等式、式の値、正二十四角形の面積

空間ﾍﾞｸﾄﾙ、四面体に内接する球

接線の方程式、微分法の方程式への応用

回転移動、無限等比級数

底面の面積と高さが同じである、錐体（先が尖った立体）
の体積は、何故柱体の体積の３分の１ですか。

関数の決定・微分法の不等式への応用、定積分で表された関数・最小値

※３年生後半でないと太刀打ちできませんがそもそも正答率は受験生でも６割程度です。

この問題を解決するために、立方体を同じ形

の立体に三等分する方法は無いでしょうか

県高校水泳新人大会が　９／２０～９／２１　雫石県営屋内温水プールで

佐藤哲平（1-2)

鈴木凉太（3-3)

川村　萌

賞

岩手県高等学校文芸コンクール結果
部門別

忘れてもいいから覚えていて 伊藤　詩歩

　書　　　名

社会人大学人見知り学部卒業見込み

飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ

「16歳の日記」

手紙屋

宮澤賢治詩集

その時までサヨナラ

ラン

人間失格

ある奴隷尐女に起こった・・・

ソウル・アンサー

氏名

 　佳　 作

髙橋　倭子

 　佳　 作

 　佳　 作

 　佳　 作

 　佳　 作

 　佳　 作

村上英里奈

菅原　隆聖

髙橋　里奈

日下　朋実

林崎　淳弥

軽石　郁哉

高橋　瑠華

三浦　琳

３つがこんな形になる切り方は

１３

学部・学科・系統

機械知能・航空工

情報知能ｼｽﾃﾑ総合

彼（てき）を知り己を知れば百戦危うからず
　まず自分を知ろうとし、能力を認めること。ある程度能力を持っていて、自分

の能力を過信しすぎている人より能力が劣ると認めて研究し、努力する人の方

が最後には目的を達成する。対戦して優劣を決めなければならない場面が想

定される場合、相手の戦力を確かめもせず戦いに臨むのは無謀のそしりを免

れない。高校２年生の３期末考査前には尐なくとも目標を絞って作戦を練るべ

きでしょう。その彼（てき）を知る手段が赤本（教文社）や青本（駿台文庫）でしょ

う。それぞれ、大学情報、入試データ、傾向と対策、過去問と解答・解説が載っ

ています。例えば、東京大学公表　合格最低点・・・青本

※俳句は三つの句の初句のみの紹介です

夏休み感想文　受賞者

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞


