
東北大　１０名　　　 岩手大　３４名

一橋大　　　 東京外語大　

☆　私立大学 (現役合格）

慶應大学　　岩手医大医学科　　同志社大　法政大　学習院大

☆公務員 ３名　（警察、消防２）

浪人生の活躍（判明分）
◇ 国立大合格・・・　山梨大　山形大　岩手県立大　電通大

◇ 私立大学・・・・・　

日本大４　芝浦工大　東京工芸大
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☆高看のべ　１５名　他専門学校のべ　４名

 転出する　先生方　お世話になりました

進路報告　四大等合格者数　速報 新入生 合格　おめでとう！

りました。合格者数は、２４０名（男子120名、女子１20名）です。 岩手県立大　１３名

 　推薦入試を合わせた、受検生総数は２６４名でした。今回の試験問題

は数学・英語が難しめ、理科が尐し易しめだったようです。晴れて合格を

果たした後輩達に早速、各部の勧誘活動が繰り広げられていました。

　高校生フォトコンテスト　待望の　第１席

発表当
日は生
憎の雤
模様で
した

☆国公立大学前期 ・中期試験 (現役合格）

慶應大２　早稲田大　東京理科大　明治大３  中央大

　３月１３日（木）１５時に、平成２６年度入学生（８９回生）の合格発表があ

岩手大　６名 岩手県立大　３名 等　　全日程のべ　１３２　名合格

等前中期のべ    　１１０　名合格

中央大　２名　青山学院大　２名 等　のべ　　　　　　１５７　名合格
☆短大のべ　２１名

　　　３月２４日現在

　１・３年生の世界史を教えていただきました。３年２組の担任として、ひょっとすると学校に泊まったのでは
ないかと噂されるぐらい生徒諸君のために尽くして頂きました。総務主任としてPTA活動に精通し活躍して
いただきました。本校には７年ご勤務いただきました。次年度から釜石高校で勤務されます。

 定期人事異動により、教職員１５名が異動になります。色々お世話になりました。

１席

「冬の道」

髙橋里永子

　　「いざ、出陣」佐々木香穂(1-1)でした。

第７回高校生フォトコンテスト（県高文連後援）が県内１３校の４４人か

ら６４点の応募があり、岩手日報編集局他６人の審査により、髙橋里永子

　撮影時間は、朝の７時半ごろ、太陽と雪景色をバランス良く入れるため

（1-6)さんの作品　「冬の道」　が入選５点のうちの見事１席に輝きました。

　　髙橋里永子(1-6)、一次通過作品は「光ル、流レル、冬の夜」小田島悠(3-2)、

に、縦写真にしたとのことです。朝焼けの中に兎の足跡や狐の足跡など

複数の動物の足跡が自然の営みの厳しさや深さを感じさせ、田んぼに降

り積もった雪原の柔らかさを見事に切り取った正統派の風景写真です。

　※２次審査通過作品は「もう一人の・・・」細田かおる（2-5)、「俺が一番だ！」

　１年生の世界史と２年生の世界史と地理を担当して頂きました。無類のサッカーファンであると聞いており
ます。温厚な人柄と日焼けした精悍な姿が印象的でした。厚生課主任として保健活動全般にわたってご尽
力いただきました。本校には６年ご勤務いただきました。次年度から釜石商工高校で勤務されます。

教科等

教務主任 １年国語

厚生課主任 １年世界史・２年地理

　１年生の国語を教えていただきました。１年生から３年生までの小論文ノート「遠大の志」を昨年６月に作
製、鈴木先生の遺産になりました。本校勤務は、わずか２年でありましたが教務主任としてまた、剣道部顧
問として、獅子奮迅の働きをして頂きました。次年度から軽米高校で副校長として勤務されます。

金子　俊二　先生

髙橋　利幸　先生 釜石高校 総務主任 １・３年世界史 バスケット

サッカー

　　氏　　　名 異動先 分掌等

剣道

部活担当

鈴木　勝博　先生 軽米高校

釜石商工高校

　１・２年生の音楽を教えていただきました。吹奏楽と音楽の顧問をして頂きました。吹奏楽では地区予選で
の劣勢を逆転しての東北大会出場と東北大会銀賞は先生の指導の賜とお見受けします。教育相談の副主
任としてもご活躍なされ、本校には７年ご勤務いただきました。次年度からは高田高校で勤務されます。

曽我　範晃　先生 福岡高校 教務・情報処理 １・２・３年生物 放送

菅野　純　先生 高田高校 教育相談副主任 １・２年音楽 吹奏楽・音楽

　１年生から３年生までの物理を教えていただきました。卓球部の顧問をしていただき、涙もろく情熱的な小
野寺基（もとき）先生とコンビを組みながら３年４組を沈着冷静に、淡々と指導して頂きました。本校には７年
ご勤務いただきました。次年度からは高田高校で勤務されます。

渡邊　健　　先生 福岡高校 情報処理室長 ３年数学 囲碁将棋・山岳

　１年生から３年生までの生物を教えていただきました。前任の芳賀先生のあとを次いで放送部の顧問なさ
れNHK杯、県高総文祭など丁寧に指導され、実績をあげていただきました。本校には７年ご勤務いただきま
した。次年度からは、福岡高校で勤務されます。

岩渕　好博　先生 高田高校 教務・情報処理 １・２・３年物理 卓球

　３年６組の担任をしていただきました。バレー部OBとしてバレー部顧問、２・３年生の地理を教えて頂きま
した。進路指導課の副主任として、進路指導全般とAO・推薦指導の統括、面接・小論文指導のチーフとして
ご活躍いただきました。本校には７年ご勤務いただきました。次年度からは、釜石高校で勤務されます。

村上　良　　先生 遠野高校 生徒指導 ３年国語 剣道

　３年３組の担任で、３年生の数学を教えていただきました。囲碁の腕前はプロ級という実力派でした。囲碁
将棋部と山岳部をかけ持ちで指導して頂きました。情報処理室室長として、本校のHP、情報関係の統括を
して頂きました。本校には６年ご勤務いただきました。次年度からは、福岡高校で勤務されます。

高橋　英明　先生 釜石高校 進路指導副主任 ２・３年地理 バレー

佐藤　陽介　先生 宮古西中学校 総務 １年数学 野球

櫛引　裕雄　先生 横須賀高校 教務 ３年国語 ラグビー

事務室

菊池眞里子さん 退職 事務室

　（Ｈ１６年度以来の２桁合格） （前期までで県内第２位） （前期までで県内第３位）

☆国公立大学後期 (現役合格者）２２名合格

青山学院大　　成城大　東京経済大　関東学院大

　　氏　　　名 異動先 分掌等 職種等

須藤　治彦さん 一関二高 事務室

小野寺博美さん 不来方高校

主任主査
　本校には、事務室の主任主査として２年間勤務いただきました。主に施設設備関係の修理・
更新の業務を担当して頂きました。３年生の黒板、調理室のホワイトボードの更新、暖房機の
更新などをして頂きました。来年度からは、地元の一関第二高等学校で勤務されます。

主任

　３年５組の担任をしていただきました。剣道部の顧問と生徒指導課で生徒会誌の編集総括、３年生の国語
を教えていただきました。広い視野から俯瞰的に見て意見をのべられる先生でした。本校には７年ご勤務頂
きました。次年度からは、遠野高校で勤務されます。

卓球

　３年６組の副担任として、３年生の国語を教えて頂き、ラグビー部の副部長として、クラブの渉外関係の仕
事を担当をしていただきました。本校には、６年ご勤務いただきましたが、ご家庭の事情から、次年度から神
奈川県立横須賀高校で勤務されます。

　本校には、事務室の主任として４年間勤務いただきました。主に先生方の出張旅費関係、
新入生の入学手続き、給付金関係の仕事をしていただきました。来年度からは、主査に昇任
されて、不来方高等学校で勤務されます。

校務補助員
　本年は、校務補助員として、仕事をして頂きました。学校通信の印刷や配布物の印刷、校内
の掃除、草取り、除雪作業などの環境整備などお仕事をして頂きました。市内でお会いするこ
とがありましたら声をかけて頂きたいと思います。

　小宮山先生の産休育休補助ということで、２・３年生の化学の指導と卓球部の顧問をしていただきました。
教育相談課員でもありましたのでいろいろ相談事を聞いていただいた人もいるかと思います。次年度から
は、水沢高校で勤務されます。

　１年生の数学を教えていただきました。大木先生の右腕として硬式野球部の指導をしていただきました。
本校には、４年勤務いただきました。高校生の学力の基礎は、やはり中学生の学力の裏付けが必要である
と一念発起して中学校の採用試験を受験し、次年度から宮古西中学校に新採用教員として勤務されます。

伊藤　正幸 先生 水沢高 教育相談 ２・３年化学
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☆

（月） 終業式・離任式（賞状伝達式）　9:20～11:00 鳴き声｢ツピッジュクジュク」

（火） 自学自習会

（水） 自学自習会

（木） 自学自習会 新入生入学手続き9:00～

（金） 新任式・始業式

（土） 入学式・PTA入会式

（月）

（水） 身体測定

（木） 春季課題テスト

（水） １・２年基礎力調査、部集会

（水） 尿検査・避難訓練①

～4月27日 高総体地区予選

　ラグビー東北高校新人大会１部３位決定戦　敗退

北上市バレーボール協会杯

高 校 選 手 権 大 会 女子　優勝 男子　３位

　熱を発散させるためなのだそうです。

体のかがく　

・手に汗をかくのは戦うための「武器を持つ手が滑りにくくする」ためで、

　て「血流量が増えて上がった脳の温度を下げるため」に顔の血管を開いて

・恥ずかしくて顔が赤くなるのは、恥ずかしいと思ったときにパニック状態になっ

　人は、初対面の人やたくさんの人を前にすると、とても緊張します。

　緊張すると、交感神経が活発化します。そうすると、循環調節中枢が刺激され

て手のひらに汗をかきます。初対面の人を前にすると脳が相手を敵だと勘違い

して「戦闘状態」になるのだそうです。

今月の来鳥者

◇スマーフォン　普及と共に　減る会話　【星野壮生（北海道恵庭单高）】

　◆喜びは　かけ算みたいに　倍になれ　　【藤田啓太（尽誠学園高）】

黒北　５
19
10

　29　 三本木農業(青森）

　２月８日雪のために試合中止になっていた、全国高校選抜大会出場をかけた

３位決定戦が３月１５日釜石市で行われましたが残念ながら出場権を逃しました。

　次の目標に向かって、健闘を祈ります。

　全国高校生　川柳　コンクール　から　　　　福岡大学主催

テストにも　三分欲しい　ロスタイム　【原田眞道（東福岡高）】

★花火見て　化学を思う　理系女子　　【栗原明日香（福岡大附若葉高）】

　第４４回北上市バレーボール協会杯高校選手権大会が１６日、黒沢尻体育館

などで行われました。県内外１６チームが男女別に予選リーグ、トーナメント戦を

繰り広げた結果、女子は黒沢尻北高女子が優勝しました。

男子

　１位　花巻東　　　　２位　黒沢尻工業　　　３位　黒沢尻北　・　東陵（気仙沼市）

女子

　１位　黒沢尻北　　 ２位　水沢商　　　  　３位　大船渡　・　花巻東

平成26年3月13日

総
受験者数

総　合

格者数

推薦合
格者数

募集
定員

平成２６年度　県高等学校入学者選抜
　主な学校の

合格者数

学科・学
系・コース学校名

285 430

280 28 282 387

普通

普通

280 28 283 316

200 20 204 254

普通・理数

普通

普通・理数科

普通科

普通科

普通科

280 28

40 67

40 4 40 73

芸術

外国語

240 24 241 280

160 16 164 248

普通科

人文理数

40 20

40 54

240 25 241 244

体育

普通科普通

40 21

41 43

国際化学 40

120 12 121 131

40 4 42 43

人文科学自然科学

生物科学科

2 34 33

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学 40 20

41 44

80 9 84 108

情報工学科

ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報科

農業 40 5 40 42

40 5 42 43

環境科学科

食農科学科

40 4

42 54

240 24 240 264

総合生活科

普通科

家庭

普通

40 5

240 16 229 229

40 5 40 49

総合学科

機械科

電子機械科

土木科

40 3

29 29

40 4 37 30

電気科

電子科

40 3

盛岡第一　※1

盛岡第二　※2

盛岡第三　※3

盛岡第四　※4

盛岡北　　※5

不来方　　※6

花巻北　　※7

大学科

普通

普通

花巻单 普通

普通・理数

黒沢尻工業

前沢 普通 普通科 80 8

黒沢尻北　※8

北上翔单

水沢　　　　※9

花巻農業

花北青雲

工業

商業

240

40

総合

材料機械科

普通科

40 3

40

55 57

工業

西和賀
福祉・情報ｺｰｽ 40 0 19 19

普通

普通・理数科 24 246 268

40 55

0 26 28

40 43

4 40 41

金ヶ崎 普通 普通科 120 12 120 137

岩谷堂 総合 総合学科 200 4 175 177

一関第一※10 普通・理数 普通・理数科 240 23 161 179

普通 普通科 160 12 147 149

40 0 15 15

大船渡　　※11 普通 普通科 200 14 185 186

　今後の　日程　　　　３月末～４月

福岡　  　 ※16 普通 普通科 200 17 181 181

高田

宮古　　 　※14 普通 普通科 240 24 243 255

久慈　   　※15 普通 普通科 200 20 203 206

釜石　　　 ※12

16校　※印　合計 3,720 462 3697 4230

併設 80 80

普通・理数 普通・理数科 200 9 187 187

遠野　　 　※13 普通 普通科 160 13 151 151

水産 海洋ｼｽﾃﾑ科

※応援歌練習～4/11

4月16日

4月23日

対面式・生徒会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

4月25日

3月24日

3月25日

3月26日

3月27日

4月4日

4月5日

4月7日

4月9日

4月10日

体長２４ｃｍ
鳴き声
｢ｸｳｪｯ　ｸｳｪｯ」

体長１５ｃｍ　

シジュウカラ　（四十雀）　　→

スズメ目ｼｼﾞｭｳｶﾗ科

Japanese Tit

ツグミ　（鶫）

スズメ目ツグミ科

Dusky　Thrush

カケス（懸巣）
スズメ目カラス科　　　　

Eurasian　Jay
体長３３ｃｍ

鳴き声　しわがれて

　「ジィ・・・」 「ｼﾞｪ・・・」

緊張すると何故手に汗をかくのか

　恥ずかしいとき何故顔が赤くなるのか

・胸がドキドキするのは、「心拍数を上げて、血液を全身に送るため」


