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※１　岩手高は合同Ｂと入れ替え戦の結果48-0で勝ちＡブロック残留、

※２　福岡工高は盛岡南高と入れ替え戦の結果０-83で負けＢブロックへ降格

優良賞
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最優秀賞 全国高総文祭

県高総文祭放送部門大会兼県高校放送新人大会

来年の全国高総文祭２部門に出場

Ｈｅａｒｔｆｕｌ

　　　　　　　--広島==のぞみ132号＝＝京都------清水寺-----旅館

12/4（水）　旅館-----奈良公園------法隆寺-------USJ-------旅館

      初日の宿　「ホテルまこと」（宮島）　　残り3日間は　「お宿いしちょう」（京都）

                                '8:40             9:20    10:40            11:10    12:12 

12/5（木）　旅館・・・・・・・・京都　班別自主研修・・・・・・・・・・・旅館
                            '8:30                                                                                                                   17:00

　第２回２学年PTA・進路研修会　11月7日（木）18:30～19:50さくらホール

　JTBから修学旅行の説明があり、3学年・進路課からは3年次のコース

12/2（月）　北上==学生専用520号==東京==のぞみ29号==広島--宮島口～～宮島・・ホテル

12/3（火）　ホテル・・厳島神社・・旅館・・宮島～～宮島口--平和記念公園

                           '8:27                                11:04  '11:30                  15:35  15:45   16:40  17:00        17:10      17:20

　　　　　　          　'8:00                810          9:30        9:40          9:55                 10:10                 11:00

　修学旅行日程　12月2日（月）～12月6日（金）

           '13:20 13:49             15:31  15:50   16:30  17:45   18:10   

                                                                           '14:30  15:00                                                     17:43 

                           ' 8:00                   9:20       10:40                 11:00     13:00               14:15   19:15               20:30  

12/6（金）　旅館-----二条城-----京都＝＝学生専用ひかり9338号==

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　==東京==学生専用やまびこ9523号==北上

１・２学年PTA開催　　高出席率

　関する説明などがありました。

　　家庭での６つの習慣に    Let’s　Try

　選択、スタデイサポート結果、7月進研模試結果の他AO・推薦入試に

ラグビー新人戦　２連覇　４度目優勝
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３．これからの進路選択・進学先決定について

　数字のはなし　　豆ちしき
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優良賞 前のめり系男子 東北高総文祭
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優良賞 夢飛行機 東北高総文祭
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100

４．勉強は楽しくないがとにかくがんばって勉強している

５．勉強したくはないが仕方なく勉強している

Q　現在の気持ちや状況

1000

参考値は、国公立大学力（GTZ）Aレベル合格者の回答内容の平均値

500

古代エジプト人は紀元
前3400年頃までに10の
累乗の記号を作ってい
ました。日本では江戸時
代に一番大きな数として
１無量大数（10の64乗）
が考えられました。イン
ド数字は7世紀初めには
今の表記をしており、１
から9までの数字はその
文字に含まれる角の数
に合わせて作られれた
という説があります。０も
インドで発明されました
がアラブ人が計算に便
利な位取記数法を確立
させ10世紀にスペイン経
由でヨーロッパに伝えま
した。ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀｰは16進
法を使っています。

　来でコースを決めないように注意が話されました。コースを決める時には

漢数字

　て説明がありました。「物理」の選択が鍵になるようです。

　　1年生のちょっと気になるデータ（第2回ｽﾀﾃﾞﾞｨｻﾎﾟｰﾄから）　　　　　％

古代エジプト

Q　悩み・相談したいこと
１．学習について

３．成績を伸ばしたいが方法がわからず悩む

　て決めておくように説明がありました。単純に教科の好き嫌い、出来不出

 　 1年生は12月の3者面談までにコース選択について、親子でよく話し合っ

　第２回１学年PTA・進路研修会　11月８日（金）18:00～19:30黒陵会館

（2-4）

（2-2）入　選
アナウンス部門

　　生徒一人あたりの旅行代金84，850円

　 参加者　保護者168名・教員13名　　出席率69.2％

４．部活動のことについて

８．特にない 16進数（上段が16進数、下段は10進数）

中舘倫子

菅野美咲

　よーく自分の進路を見極め、文系・理系コースを選ぶときの注意点につい

２．がんばって成績を伸ばしたい

６．勉強が無意味に思え、する気になれない
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予選リーグ

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

男子 団体 予選ﾘｰｸﾞ

個人戦
男子

女子

国公立大 私立大

た。次回、役員会は来年２月に開催予定です。

復興の活動と未来への希望を訴え、菊池部長が「最高の出来栄え」と話すと

黒北　　０－５　福岡

 １月

２月

大学入試センター試験 （１/１８・１９）

 ３月

樋渡知世 (2-5)１回戦

白畑朱理 茂木瞳 (2-3)１回戦

２０１４年度入試　スケジュール

一 般 入 試 募 集 要 項 （２/１５迄）

11月

(2-1)３回戦

(1-3)３回戦

齋藤遼 (2-2)３回戦 千葉周平 (2-2)２回戦

ベスト　８

１２月

　　　一次審査を通過したときは、思わず呆然としてしてしまいました。

佳作に小田島悠(3-2)が選ばれました。

　　　三人とも兼部しながら、本間コーチのご指導にもついていき、よく頑張っ

創立９０周年記念事業協賛会第２回役員会開催

告、当面はラグビーの募金を最優先して、９０周年募金は年明けに大詰めの

活動をして行くなどの確認がなされました。

　なお企画調整委員会からは、当日の新聞広告の業者の選定、表彰者の人

選、記念品の内容などの提案がなされ大枞の進め方について了承されまし

剣道11/8～9盛岡

新人大会

　菊池部長

　細田副部長

　三原副部長

　顧問の先生から一言（山岸恵子先生）

　指導者から一言（本間愛子先生）

　　　佳作　小田島悠「元気いっぱい」

 　 特別賞  細田かおる 「ファイト！」

と題して、女性の教育を求めタリバンに銃撃されたパキスタンのマララ・ユスフ

　11月17日（日）京都市池坊会館で行われた「Ikenobo花の甲子園２０１３」全

れ、一般部門237点、学生部門160点の応募作品中、入選８作品中３作品

に黒北から選ばれました、学生部門２席に松井実優（2-2）「恋するオトメ」,

特別賞に細田かおる（2-5）「ファイト！」

士らが込めた健康への思いを表現しました。三原副部長は「社会問題と花」

　第１部では、菊池部長が「生活と花」をテーマにタニタ食堂のプリンに栄養

女子 団体

第12回イー歯トーブ笑顔の写真コンテスト あっぱれ　華道部　！　全国　準優勝！！

国大会で華道部が初出場で見事準優勝しました。全国大会は９校が出場し

させた釜石中３年の打越佳奈さんの取り組みを紹介しながら、花に被災地の

　第12回イー歯トーブ笑顔の写真コンテスト（県歯科医師会主催）が行わ

　　　池坊事務局長さんに「おめでとう」と言われて本当に嬉しかったです。

５人のコメント

黒北　　０－２　久慈東

黒北　　０－２　不来方 　　　　　　　ならず

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

(1-4)２回戦本宮大輔

２席
松井美優  「恋するオトメ」

齋藤碧 (2-2)２回戦

鎌田麻愛

黒北　　３－０　遠野 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

３校と第２部が同じように競われました。

評価され、勝ち抜いた、ノートルダム女学院（京都府）、熊本県立第一高校の

京都の冬の花々を使い、２部構成で競いました。第１部は３人がそれぞれ花

を生けて趣旨を発表。生け花の出来栄えや、作品に込めた思いなどを総合

おり見事準優勝(優秀賞）を獲得しました。

左から  細田かおる（2-5）さん、菊池榛奈（2-3）さん、三原佳純（2-5）さん

ザイさん（16歳）の思いを花で表現しました。また、細田副部長は「文学と花」

をテーマに宮澤賢治の「グスコーブドリの伝記」の世界を表現しました。

　第２部では「明日への想い」を掲げ、東日本大震災津波の喪失と再生を花

に思いを込めて、全国からの支援に対する感謝と復興への希望を伝えまし

た。

　作品は、枝物で大きなアーチを作り、中央にラン科の「デンファレ」を配置し

　プレゼンテーションでは、釜石市で「SHIBUYA109」の期間限定開店を実現

　ゼンテーションでした。最高の笑顔でした。おめでとう。

　11月19日（火）創立90周年記念事業役員会が本校で行われ、予算書の修

正案（環境整備や教育活動・部活動の備品購入にあてられ、免税扱いとなる

特別寄付金の特別会計化）や９０周年記念行事計画、記念式典・祝賀会委員

会の進捗状況、記念誌編集委員会の今後の予定、黒陵景観整備事業の報

　　　本間先生に感謝です。

　　　東北代表として感謝の思いを全国に伝えられて良かったと思います。

　　本当に驚きです。なかなか経験できないことをたくさんさせてもらいまし

　　た。応援してくれたOＢ会の方々にも感謝です。

　　た成果が出たものと思います。本番では、本当に感動し、思わず泣いて

　　しまいました。黒陵生の底力を見た思いがします。

　　　最優秀賞こそ逃がしましたが、それにも劣らないような立派な作品、プレ

　　　本当に嬉しいです。毎日練習した結果が出たのだと思います。　

　　　全国大会出場だけでも名誉あることなのに、優秀賞までいただけるとは

ＡＯ入試 結果発表：2/12迄

推薦入試（11月～）

※結果発表 ｾﾝﾀｰ無：1/24

一般推薦出願

推薦入試（11月～

前期日程試験

２/２５～

個別（２次）試験出願

一般入試

1月末

～３月
中期日程試験

３/８～

後期日程試験

３/１２～
前期合格発表

国立３/６～１０

公立３/１～１０

前期入学手続

３/１５迄

中期・後期合格発表

中期：3/20～23迄

後期：3/20～24迄

中期・後期入学手続 3/27迄

合格発表


