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美込める

黒北Ａ 3-0 盛岡中央

３年連続

最優秀作品賞受賞

までの３週間

残り３名は

　「つばくらめ手をつないでもいいですか」が選ばれました。

第９６回全国高校野球選手権大会岩手大会で藤原鈴音（3-5野球部マネ

開会式は７月１１日（金）10時から岩手県営野球場で行われます。

ージャー）さんが開会式の司会者として開会式の進行アナウンスを行います。

予選リーグ

黒北Ａ 3-0 盛二

決勝戦

黒北Ａ　2-1 盛一

最優秀作品賞

及川憂紀

６月１７日～７月１日

までの２週間です。

実習期間は

餘目実習生が

６月１７日～７月８日

　　　　　　国語　１－６担当

餘目聡美　実習生　８３回生
　　　　　保健体育（３－２担当）

　　　　　高校時代はバドミントン部

日報キャビネコンテストで達下先生見事　１席
６月の課題「夏の初め」に２１４点の応募があり、写真部顧問の達下先生

が「水しぶきを浴びて」という作品で見事１席に輝きました。
　２次予選通過作品　「俺のジュースだ！！」町中大悟(1-2)　「夏告げる」細田かおる(3-4)

　プログラムオート

　黒北Ａのメンバーは全員３年生で

１席　達下才子　「水しぶきを浴びて」　ニコンＤ９０　18-200ミリ

　千田一稀（3-5）,及川憂紀（3-1）、髙橋倭子（3-1）、伊藤祐樹（3-6）,

第１７回俳句甲子園の地方大会が６月２１日北上市の日本現代詩歌文学

　真嶋陽（3-2）　の５名。

最優秀句には及川さんの

５年連続５度目

館で行われ、黒沢尻北高Ａチームが決勝で盛岡一高Ａチームを破って５年

連続５度目の全国大会出場を決めました。全国大会は、８月２３日、２４日松

山市で行われます。

俳句甲子園全国大会出場 文学部

追い込まれることを覚悟しなければならない。さもなくば「無能」のレッテル

を貼られることになる。

　自己尊厳性というのは、ある意味「根拠のない自信」を持って生きろと言

か、自信を持っていそうな人を眺めてみると「些細なことを気にしない」「くよ

っていることに等しいかも知れない。どうすれば、自信を持てるようになるの

と石と砂と水を並べて「さてこの石と砂と水をビーカーに入れようと思い

全て出来るように見えますが、大抵そう言う人はまず骨子を押さえるのが上

にビーカーからこぼれないように水を足すんですよ。でもこぼれる寸前まで

手くて、まず大事なところを押さえて、繰り返す中で少しづつ砂を足し、最後

ますがどれから先に入れたらよいかわかりますか。」と、もう皆さんな

らおわかりでしょう。「水と砂を先に入れたら肝心の石が入らなくなりま

すよね」。人生も勉強も一緒です。よく出来る人は確かに結果的に何でも

北村 　東文　責広報
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日本の高校生は、米中韓の高校生に比べて、自己尊厳性が低いのだそう

しかいないのだそうだ。

と思う」ということについて、米中韓の高校生は肯定的な回答をする生徒が

だ。例えば「勉強ができる」とか「先生に認められている」とか「やればできる

８～９割なのに対して、日本の高校生で肯定的に答える生徒は３～４割程度

　物 事 の 順 番

来た、封建制度的風習がそうさせてきたのではないかとも思っている。

　しかし、自分のことを主張、表現できないことは、決定的に不利な状況に

　国民性の違いと言えばそのとおりかも知れない。万事控えめな日本人に

に対して、自己主張をしないと認めてもらえない欧米、中韓の人たちとの違

いを考えざるをえない。ましてや東北人、いわての人たちではやはり乗り越

えるべき壁があるように思う。決して自分の意見を持って無い訳ではないの

だが臆したり、口が重すぎて矢継ぎ早にまくし立てられると発言する機会を

くよ考えない」「即断即決できる」「何か一途に打ち込むものを持っている」

というようないわゆる「人間力」のようなものが背景にあるように思われる。

を逸してしまうというのが東北人では普通のことのようだ。

　サッカーの本田選手のようにＷ杯前に「優勝を目指します」というような発

言を「大言壮語」「大口をたたく」などという表現で牽制して、出る杭を打って

　最近「物事をきちんきちんとなんでも完璧にしないと気が済まない」

というような子が増えてきたのが気にかかっている。

　ある大学の先生の話を思い出した。講演の最後に用意していたビーカー

水は足してはいけません。必ずちょっと余裕を残しておくんです。その遊び

（ゆとり）が次の好奇心の火種になって行くんですよって。

　何んか物事の本質を突いているようなほっとするような話だった。そうか

がるだろうにと思うこの頃である。

教育実習始まる 今年は８３回生３名
　　　　 ８４回生１名

たが、一個石を入れては砂を詰め水で浸してはまた１個石を入れて・・・・・。

というような律儀な学生が多すぎると思っている。それにしても学力だけに

　今思えばビーカーに石もろくに入れなかった未完の大器のような人物もい

限って言えば携帯スマホの時間を減らせばかなりゆとりが出来て成果も上

大きいところからでいいんだ、繰り返して行く中で少しずつ砂をつめて、水

は最後。器は一杯一杯にはしないこと。妙に納得出来た。

及川奈穂　実習生　８４回生

　　　　　高校時代は吹奏楽部

川邊瑞穂　実習生　８３回生

　　　　　　　生物　１－３担当

　　　　　　　高校時代は弓道部

佐藤裕太　実習生　８３回生
　地歴公民（世界史）２－１担当

　　　　　　　高校時代は応援部



第２シードブロック上　組合せ １回戦 黒北　　５６－０ 石巻工（宮城２位）

準決勝 黒北　　１９－２１ 秋田中央（秋田１位）

３位決定戦 黒北　　３６－１２ 青森北（青森１位）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ
１回戦

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ
１回戦

男子ダブルス
予選リーグ
１試合目 粒来・玉澤　０－④　綾羽（滋賀）

２試合目 粒来・玉澤　０－④　松江工業（島根）

総合優勝は３年２組、準優勝は３年５組でした。

長　縄

男子　バレー　阿部一誠(3-4) テニス リレー

１位 ３－２

バドミントン ２位 ３－５

３位 ３－４

卓球 ４位 ３－３

５位 ２－４

６位 ２－５

影も跳ねてます

12:30

１３日八幡平

東北高校ラグビー兼ＮＨＫ杯　３位

菊地はづき（3-2）　１ー④　安齋（福島：田村高）

粒来      怜(2-1)　2ー④　鹿児島商（鹿児島）

　今年の高校生平和大使に選ばれた八重樫美綺（2-5）さんと中屋なでしこ

（宮古高２年）さんら県内の高校生約２０名が平和な世界の実現に向けて活動

３年生生徒会役員　引退の挨拶　「感謝！」　そして　「お疲れ様でした！」

しました。八重樫さんと中屋さんは８月、全国の大使と欧州を訪問します。集

めた署名は国連欧州本部に提出し、震災支援の感謝と被災地の現状を伝え

て来ることにしています。

核兵器廃絶を訴えて 平和大使署名活動
２２日盛岡大通り

盛岡中央

一関第二

　体育祭開催　３日間晴天に恵まれる
６月１９日～２１日　男女・共通１３種目にわたって競技が行われました。
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１３日県営

14:00

１７日県営

14:00

天童市　山形総合運動公園

６／１９～６／２２

ハイスクールｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ 札幌市
ｿﾌﾄﾃﾆｽ

１１日県営

14:20

１３日森山

12:30

江南義塾盛岡

一関第一

盛岡第一

水沢工業

黒沢尻北

１７日花巻

14:00

２０日県営

12:30

２１日県営

12:30

１３日花巻

14:00

野球初戦は盛岡中央
７月１１日{金）県営球場

 14:20～　全校応援

盛岡大附属

水沢農業

活動委員長　刈田    彩

活動委員　   佐々木菜緖

会計局長　   八重樫佳純　

会   　長　　　山口 大樹

副 会 長　　  小原 大貴　

議　   長　　  菊池 優希

書記局長　   髙橋 倭子

広報局長　   奥島 美優　

行事運営委員長　土井美穂

行事運営副委員長　中舘倫子

運動部長　   高橋 和希

文化部長　   伊藤 祐樹

タノムゼ！　マカシトケ！

「お願い！入って！」　乙女の祈り

A種目

   バスケ　松風寛至(3-5)

   ソフト　　菊池　章(3-5)

 　サッカー阿部智大(2-4)

   バスケ　紺野真琴(2-4)

   ソフト　小原くるみ(3-4)

 　ドッチ　佐藤史織(3-5)

女子　バレー佐藤はぎの(3-2)

B種目

児玉惟衣

小田島慧
(3-5)

新井野湧平 (3-2)

佐々木尚仁

八重樫佳純

息
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各種目のMVPおよび総合順位は次の通りです。

(3-2)

C種目

加藤鉄麿 (3-2)

照井真帆 (3-3)
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