
オーボエ 井上　瑠璃 （2-3)

クラリネット 菊池　美穂 （2-1)

サックス 佐藤　夏美 （2-2)

打楽器八重奏

個人戦

１試合目　２ー④　対　山形中央高（山形県３位）

２試合目　④ー２　対　大曲工業高（秋田県４位）

１試合目　④ー３　対　能代松陽高（秋田県３位）

２試合目　１ー④　対　田村高　　　（福島県１位）

１試合目　④ー０　対　学法石川高（福島県４位）

２試合目　０ー④　対　東北高　　　（宮城県１位）

春山海帆(2-3)・菊地はづき(2-2) １勝１敗　予選リーグ敗退

山﨑  華(1-5)・鈴木楓由 (1-1)   0勝2敗　予選リーグ敗退

団体戦
予選リーグ　２勝０敗　リーグ１位　通過

１試合目　③ー０　対　弘前実業高（青森県２位）

２試合目　④ー２　対　田村高　　　（福島県１位）

　準決勝　１ー②　対　羽黒高　　　（山形県１位）

代表決定戦　②ー０　対　山形　中央高（山形県２位）　

予選リーグ　２勝０敗　リーグ１位　通過

１試合目　③ー０　対　秋田西高

２試合目　③ー０　対　八戸大一高

　準決勝　②ー１　対　東北高　　　

決　 勝 　０ー②　対　山形城北高　　　

楽しかったです」と、まじめに答えました。・・・児童にとっては、まさに学校でのクリスマス

会でした。楽しかった記憶が刻みこまれ、良い時間を過ごせたのだなと嬉しく思いました・・・。

「皆様が帰られた後、小学部の子に今日は何があったの？と」聞くと「クリスマス会です。

　後日、祥雲支援学校の斎藤先生からメールをいただきました

菊池　瑠那(2-1)

髙橋　風花(2-3)

川村　彩里(2-1)

菊池　広夏(1-4)

平　　 苑佳(2-6)

髙橋　里奈(2-5)

白畑　　　賢(2-6)

三國　恵理(1-1)

流をしてきました。

　木管八重奏（金賞　３位：東北大会出場）

　震災からまもなく３年、町役場で黙祷を捧げ、当時の状況や復興が進んでいな

い現状について説明を受け、震災はまだ終わっていないことを実感しました。

　平成２５年１２月１０日（火）に、生徒会執行部、吹奏楽部、音楽部、家庭クラブ

委員の５６名と教員４名の総勢６０名で釜石祥雲支援学校（病弱児童生徒を支援

委員が景品選びなど児童生徒のサポートをしました。第三部は吹奏楽部が「とな

りのトトロ」「見上げてごらん夜の星を」などを演奏しました。

　午後は、雨が降る中を大槌町にある「おらが復興食堂」で昼食。復興食堂の店

主である岩間さんから震災直後から開店に至るまでの経緯を話していただき素

人ながら町民のために、まず一歩を踏み出そうと始めた熱い思いを伺いました。

の一部の収益金３０万円を義捐金として贈呈しました。交流会では、第一部は音

楽部が「ハピネス」「ジングルベル」などを合唱して場を和ませ、第二部は生徒会

執行部によるビンゴ大会、サンタに扮した生徒がゲームの進行をし、家庭クラブ

　釜石祥雲支援学校へは、山口大樹生徒会長より文化祭と体育祭のドリンク代

復興交流推進事業　In　釜石　＆　大槌　報告から

菊地　夏帆(1-3)

畠山　純玲(1-3)

金矢　 　笑(1-5)

菊地　菜生(1-6)

屋敷　真子(1-6)

小田嶋　光(1-1)

千葉康太郎(2-5)

室内ソフトテニス　男女で全国大会へ
女子団体　準優勝　全国大会初出場
男子団体　３　　位　１０年ぶり　全国大会へ

アンサンブル県大会高校の部２組東北大会出場
　全日本アンサンブルコンテスト第３４回県大会が奥州市文化会館で２月１９日

に行われ、２月９日盛岡市の県民会館で行われる東北大会に高校の部県代表

４組中２組が選ばれました。東北大会出場は逃しましたが金賞に１組入りました。

　木管三重奏（金賞　１位：東北大会出場）

する学校）、国立釜石病院、大槌町（おらが復興食堂・ひょうたん島）を訪問し交

　　　男子団体　３位

打楽器八重奏（金賞）

　女子団体　２位

伊藤　佳歩(2-3)

木管八重奏

（ｸﾗﾘﾈｯﾄ・ｻｯｸｽ）

２月１６日～１８日に行われ、男女とも３月末名古屋で開催される全国大

　ソフトテニスの東北高校選抜大会が福島県郡山総合体育館を中心に

会に出場を決めました。

佐藤貴大(2-2)・新井野湧平(2-1)　１勝１敗　予選リーグ敗退

(佐藤・新井野④ー１、佐々木・佐藤④ー３）

女子

女子

男子

(佐々木・佐藤３ー④、佐藤・新井野④ー３、粒来・玉澤１ー④）

男子

佐々木貴史(1-4)・佐藤哲平(1-2)　１勝１敗　予選リーグ敗退

粒来怜(1-2)・玉澤直人(1-4)　１勝１敗　予選リーグ敗退
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1月23日（木） 黒沢尻北高 市民交流プラザ

～ 27日（月） 北上翔南高 　催事場
※
25

専大北上高
黒沢尻北高 さくら野３階
北上翔南高 多目的ホール

1月25日（土） 北上翔南高
1月26日（日） 黒沢尻北高
1月25日（土）
1月26日（日）

1月30日（木） 黒沢尻北高 市民交流プラザ
～ 北上翔南高 　催事場

2月4日（火）
※

西和賀高

入学手続き（第２次締切）
大学入試センター試験　成績の本人開示

問合せ先　　北上市まちづくり部　生涯学習文化課芸術文化係
おでんせプラザぐろーぶ３階　℡　0197-72-8304

講師　
女子 　　大阪樟蔭女子大　

２回戦 １月２４日（金） ２回戦　　１月２４日（金） 10:00～ 受付 　菅　正隆　教授
一関総合体育館　Ｂ６　15:30～ 大阪府教育ｾﾝﾀｰ

対　一関高専 　蛭田　勲　先生
３回戦 １月２５日（土） ３回戦 １月２５日（土）

一関総合体育館　Ａ４　12:45～
授業研究会

講師によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

25日（土） 10:00～17:00

27日（月） 10:00～15:00

１０：００～１９：００

１日（土） 10:00～17:00

１１：３０～１５：００

※茶菓が無くなり次第終了

14:35～16:05

(1-6)　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ　三浦顕悟教諭

(2-1)　英語Ⅱ　　　　　　　 　山岸恵子教諭

第63回県スキー大会　栗谷京生(2-3)　ｽﾗﾛｰﾑ総合１２位　東北大会出場

男子

(釜石 対 盛岡三)　勝者

　　(一戸 対 岩手女子)　勝者

　　　（久慈 対 水沢　勝者 ）対 花巻南　勝者

10:40～11:30

11:40～12:30

13:25～14:25

英語拠点校研修会　2月3日（月）

東山総合体育館　Ｅ３　13:00～

一関総合体育館　Ｄ４　12:45～

（県内中高英語科教員対象）公開授業

公開授業 （県内中高英語科教員対象）

　　～３１日
４月 １６日～
※私立大学・短期大学の試験合格発表入学手続きは、１月末から４月始め迄様々

バレーボール県新人大会　　
１月２４日（金）～１月２６日（日）

一関総合体育館他

追加合格者発表・欠員補充第２次募集　出願・試験

３月

後期日程試験
　　　～１５日
２０日～２３日

中期日程試験（公立大）

前期入学手続き
中期合格発表

２０日～２４日 後期合格発表

　　　～２７日 中期・後期　入学手続き

　　２８日～

１日～１０日

　８日～
１２日～

大学入試センター試験　平均点等の最終発表
推薦入試（大学入試センター試験を課す場合）・ＡＯ入試結果発表

推薦入試・ＡＯ入試合格者の入学手続き
前期日程試験
前期日程試験合格発表（　国立大は６日～）

国公立大学の２次（個別）【前期中期後期】試験の出願期間は、
　1月27日（月）から2月5日（水）までとなります。
今後の主な入試　日程（国公立大学）
２月 ６日予定

～１２日
～１９日
２５日～

　ここから　創ろう　ぼくらの未来

　みんなの　しあわせ願い

　ここから　昇る　ぼくらの太陽　

　この地から　届けよう　ぼくらのこの歌

　未来に向かって

　みんなの　幸せ願い

　この歌を　これからも　歌いつなごう

　信じよう　みんなで　創った絆

　歩みだそう　輝く　未来に　向かって

　見えてくる世界　以前と変わった

　大槌町　「復興食堂」

　みんなの思いをのせて　ここから始まる 　12/24 アカゲラ　来校

釜石祥雲支援校での　「ビンゴ大会」

　大事なものは　変わらない

　復興ソング　「未来へ」バスケットボール県新人大会　男女ベスト８

55

78

66

63

64

大船渡東

42

112

58

78

65

黒　北

一関学院

盛岡北

宮古商

盛岡四

大　野

花巻東
53

山　田
75

62

87
黒　工

47

128
84

67

一関修紅

花巻東

一関修紅

女子

Dブロック

ｂブロック

男子

59

一関一 46
74

大　野 55
101

水沢商 45
31

一関二 73
59 104

一　戸 75
104

105
黒　北

対　黒工戦

白：黒北

対　修紅戦

白：黒北

バスケットボール県新人大会が、一関総合体育館、花泉体育館、東山総合

体育館などで1月17日～19日に行われ、男女ともベスト８でした。

　優しさにふれて

　希望　笑顔　ずっと

　あの日を決して忘れない

　温かいものに　涙した

　折れかけた気持ち　支えた　笑顔

　たくさんの支援が

96
65

盛　北

　ここから　創ろう　ぼくらの未来

　進もう　みんなで　明日に向かい

　何度でも　立ち上がれ

41

66

106

第１４回　北上地区　高等学校　合同作品展 開催

茶　道
実　演

ツインモールプ
ラザりぼん橋

華道展 １０：００～２０：００
ツインモールプ
ラザりぼん橋

黒沢尻北高

前期

黒沢尻工業高

書道展

写真展

北上・西和賀地区の高校生の作品や実演を公開する高校合同作品展が1月

23日（木）から順次開催されます。書道・美術・写真・華道の作品を是非鑑賞して

見て下さい。期日、会場等は次のとおりです。入場料は無料です。

　内　容 　　期　　日 　　　時　　間 出展高校 　会　場

１０：００～１９：００

26日（日） 10:00～17:00

後期
　内　容 　　期　　日 　　　時　　間 出展高校 　会　場

美　術
工芸展

2月2日（日）

黒沢尻工業高

茶　道
実　演

ツインモールプ
ラザりぼん橋

専大北上高

専大北上高

２日（日） 10:00～17:00

４日（火） 10:00～15:00

１１：３０～１５：００

※茶菓が無くなり次第終了

大学入試センター試験終了　県内16校平均点

大学入試センター試験が1月18日（土）・19日（日）県内7会場で行われ

県内約５３００名が受験しました。 　　　　　　　　　　　　県内16校速報

65.8 55.6 66.4 51.8
受験者 3303 3114 3104 3308 635 1084 1242 1825 139 422

倫理 政経
平均点 103.1 55.9 43.7

地理B 現社

293 1064 1752

68.6 53.6 62.4

倫・政 物理Ⅰ 化学Ⅰ

117.7 63.7 63.3

科目 国語 数ⅠA 数ⅡB 英語 世史B 日史B

総合56-7(900点）

504.7

地学Ⅰ

47.0

生物Ⅰ

50.4

30951719 341

文系6-7(900点）

493.4

1345

理系5-7(900点）

514.4

1740


