
  創作テレビドラマ部門　　準々決勝　 「赤い手帳」

２０１３　長崎しおかぜ総文祭　開催

　
　

した。

第8回岩手日報随筆賞　奨励賞
千葉  桃     さんが「自分探し」で、20歳未満の応募者を
                   対象とする奨励賞に選ばれました。

入賞　佐々木香穂「やべっ！」　

　　　　細田かおる「満点応援大逆転」

　　　　中村柚紀　「瞬きもせず」　　　

佳作　小澤　　魁 「人生のお手本」　

　　　　松井実優　「期待のまなざし」　

　　　　常松　　　楓「水の中にAnother　World・・・」

全日本合唱コンクール  銅  賞    8/31県民会館

特賞！！高文連夏季写真コンテスト

高橋茉由

「見返り美人」

高校生ポスターの部
岩手広告美術賞「その包帯をといて」　内記深幸

入     選　　　　　　 「操り人間」　　　　　　　　　髙橋梨花
入     選　　　　 　　「オリから出して」　　 　　　菅野未帆

優秀賞　　　　　「環」　　　　 　　　　八重樫鈴香

高校生フォトコンテスト

第４４回岩手広告美術展　最高賞！

　最優秀賞　「俺達のジガモガナ」　　全国
　優良賞　　「ひたむきに前へ」

創作テレビドラマ部門
　最優秀賞　「赤い手帳」　　　　　　全国
創作ラジオドラマ部門
　優秀賞　　「恋と文房具」　　　　　全国
テレビドキュメント部門
  優良賞　　「Eeath　ricH」あーすとりっち　全国
アナウンス部門
　優良賞　　千葉紗也香（３－１）　　　全国
朗読部門
　優良賞　　及川愛海　（３－１）　　　全国

　『届け！！』　3席

細田かおる

　 黒沢尻北高校A　（3勝０敗）　優勝
　　　 黒北A　２－１　水沢B　

　　　 黒北A　３－０　盛岡一B　

俳句甲子園出場　　文学部 4年連続

　　　 黒北A　２－１　黒北B　

見事　優秀賞　千葉紗也香
NHK杯全国高校放送コンテスト

　７月２２日～２６日 NHKホール

　アナウンス部門　　　　　　入選　及川愛海
　ラジオドキュメント部門　　制作奨励　「俺達のジガモガハ」
　創作ラジオドラマ部門　　 入選　　 　 「恋と文房具」
  テレビドキュメント部門    準々決勝 　「Earth　ricH」

第36回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会兼

放送部に拍手！全６部門全国へ

第60回NHK杯全国高校放送コンテスト岩手県大会　6月3日～4日

ラジオドキュメント部門

放送　アナウンス部門には、千葉紗也香「早池峰神楽」、菅野光希

「踊り伝える鬼剣舞」と題してオリジナル原稿で挑戦してきました。

大会マスコットの美龍（めいろん）

第３７回全国高総文祭（長崎大会）

　全国高総文祭が長崎県各地で７月３１日（水）～８月４日（日）まで開催

本校からは、美術工芸（デザイン）部門で千田光花さんの作品が出品

吹奏楽部 １位で 東北大会へ
　７月２８日県民会館で開かれた全日本吹奏楽コンクール第５１回県大会

　東北大会出場校は、黒沢尻北、専大北上、盛岡北、盛岡三の４校

H25.9.6GMC同好会　 B e t h （ベス）

吹奏楽部東北大会　銀賞（県内唯一）　　福島県郡山市

優秀賞高総文祭　
軽音楽部門　

岩手日報高校書展

高円宮杯書道展　８／２５

審査委員長奨励賞
平埜あゆみ　さんが受賞
第２９回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
毛筆の部

秀逸賞　竹中優花　　⇒

島津優人(3-6)君　優秀賞　

「紙飛行機になる八月のカレンダー」
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
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

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

 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）

　団体　

　俳句甲子園　個人

「臓器移植」を呼びかける千田さんの作品

諫早文化会館で行われた
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俳句 優秀 （2-1）

優良 （3-１）

入選 （2-2）

入選 （2-1）

随筆 入選 （3-3）

戯曲 入選 （3-3）

文芸誌 入選 　轍

ｸﾗｽ

(2-1)

(2-4)

(2-2) 朗読部門 菊池優希
(2-5)

千田一稀

真嶋　陽

高橋愛海

高橋海斗

佳　作

　　入 選　　　　 　　「オリから出して」　　 　　　菅野未帆

川谷尚也　（１－４）

２席日報第５回高校生

フォトコンテスト

「絆」のヒマワリ

Ikenobo花の甲子園

華道部初優勝
左から本間先生、細田かおる

　　　　菊池榛奈、三原佳純

旧大槌町役場前に咲く
ヒマワリに復興への熱
い願いを込めて

真っ新な　たずさえる　夕暮れの

飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ

　　入 選　　　　　　 「操り人間」　　　　　　　 　　髙橋梨花

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

岩手県高等学校文芸コンクール結果
部門別

涼しさや　友人が　雲の峰 髙橋　倭子

最優秀賞 髙橋　倭子 社会人大学人見知り学部卒業見込み

優秀賞 村上英里奈

※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

帰ってこお 伊藤　詩歩

忘れてもいいから覚えていて 伊藤　詩歩

文学部

優秀賞 菅原　隆聖 「16歳の日記」

優秀賞 髙橋　里奈 手紙屋

第４４回岩手広告美術展　最高賞！
岩手広告美術賞「その包帯をといて」　内記深幸
優秀賞　　　 　　「環」　　　　 　　　   　八重樫鈴香

←「思い出多き三年（みつとせ）」

　　F80　　千田光花

第36回岩手県高総文祭　　　文芸部門

　優秀賞１席の黒沢尻北高と最優秀賞の盛岡市立高

　が東北大会に出場。

優秀賞
井上ひさし作　

黒沢尻北高演劇部潤色「父と暮らせば」

　書　　　名氏名賞

　　県高総文祭　演劇部門 10/17～19  県民会館

　地区大会を勝ち抜いた１２校が出場し、既成やオリジナルの作品を熱演。

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

優秀賞 （2-6） 全国高総文祭
オーディオピ
クチュア部門

最優秀賞 剣舞こけし 全国高総文祭

ビデオメッセー
ジ部門

第36回岩手県高総文祭　　　美術工芸展
立体 次年度　全国展推薦 絵画 特　賞

「寝るなよ～」 31×17×22　 内記深幸

「conucuｒu」　100×160
川村綾香

絵画 特　賞

優秀賞 ＧＯ！ＤＩＡＭＯＮＤＳ！！

入　選 中舘倫子 （2-4） 東北高総文祭

入　選 菅野美咲 （2-2） 東北高総文祭

第１０回　「俳句まつり」　現代詩歌文学館主催

文芸誌部門

入　選

入　選

入　選

伊藤詩歩

伊藤詩歩

『　轍　』　第３６号　黒沢尻北高校文学部

優良賞 Ｈｅａｒｔｆｕｌ

ラジオキャン
ペーン部門

優良賞 前のめり系男子 東北高総文祭

２席　松井美優  「恋するオトメ」 特別賞  細田かおる 「ファイト！」 佳作　小田島悠「元気いっぱい」

　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

国大会で華道部が初出場で見事準優勝しました。

あっぱれ　華道部　！　全国　準優勝！！

左から
細田かおる　さん

菊池榛奈　　さん

三原佳純　　さん

テレビキャン
ペーン部門

優良賞 夢飛行機 東北高総文祭

朗読部門 入　選 小原大貴 （2-6） 東北高総文祭

アナウンス部門

優良賞高橋倭子　 千葉紗也香

鈴木楓由,伊藤　栞,吉田風香,高橋倭子

       千葉雄磨,林崎純樹,及川憂紀,小野寺柚乃

「夏休み振り子時計を止めてみる」

第１２回

イー歯トーブ笑顔の写真コンテスト

入　選 三田泰大 , 菊地はづき

戯曲部門
随筆部門

俳　句
部　門 優秀賞

優　秀

秀　逸
「おかわりはひとり二杯の栗ごはん」

「筆箱に色鉛筆の秋の色」

「秋夕焼とおくのまちに光あり」


