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男子
三段跳 優勝 及川知浩 （2-5） 14m13 北上中

走高跳 岡崎圭汰 (1-6)  1m80 江釣子中

(1年生の部）

１００ｍ 並岡真生 (1-4) 11秒73 北上中

110mH 菊池文太 (1-4) 17秒11 上野中

走幅跳 岡崎圭汰 (1-6)  5m84 江釣子中

110mH 髙橋璃玖 (1-1)  17秒93 北上中

女子
やり投 福士香織 (3-) 35m23 東和中

10000mW 髙橋春花 （2-3） 64分10秒29 江釣子中

４００ｍ 佐々木こころ（2-6） 61秒01 江釣子中

(1年生の部）

1500ｍ 大戸里桜 (1-6) 5分00秒92 江釣子中

※

ストというのを受けた。映像の大文字がひらがなで「くろ」と「青色」で書い

しかも、定食を食べた人は良いがおにぎりやパンで済ませた人のパフォーマ

成長ホルモンが
夜１０時頃から分
泌される。
成長ホルモンは
免疫機能を高め
る。

優良賞　畠山　遥　(2-2)  宮野目中 　参加校数１６校　応募点数６０点

奨励賞　　八重樫美綺 (2-1)　　上野中

県高校書道コンクール作品展
７月９日（水）

県民会館

　　　　　　　　　　　 　 　「さらば脳ブーム」（新潮新書）ほか１５０冊以上

脳はブドウ糖しかｴﾈﾙｷﾞーとして使えないのだそうだ、だから主食をとる必

というのも、日本の米や小麦は精米のし過ぎで糖質だけで出来ていて、脳

の電気信号を各神経組織に伝えるべき栄養が不足しているのだそうだ。

要がある。朝食を取らないと、午前中の能力に２割ほど差が生じるらしい。

ンスは食べない人よりはちょっと良いぐらいというショッキングな話であった。

県高文祭ポスター展 ７月４日（金）
サンセール盛岡

※レム睡眠のときに記憶が固定される。

アートスクールに五十嵐先生と1年美術部員8名が応援。子供たちが海中の様

子を描く手助けと指導をしました。児童らは壁紙や床材などの凹凸をﾊﾟｽテルｸ

ﾚﾖﾝで紙に写すﾌﾛﾀｰｼﾞｭ技法を使って魚や海藻など海の中を描きました。
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  ６位

  ２位

及川知浩君は日中韓陸上に地元代表として三段跳に出場します。

こどもアートスクールで美術部大活躍
７月12日（土）

市生涯学習センター

黒北

県民体育大会（国体予選） 県営運動公園陸上競技場
７月12日～13日
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※睡眠時間は個人差がある。

勉強はだらだらやらないで時間管理をし、努力した（時間をかけた）分よく

眠らないと記憶に残らないことになるそうである。つまり、勉強は１１時まで

に効率良くやらねばならない。できる人はタイムマネジメントが上手い。

　もう一つ大事な話があった。スマホは学んだことをキャンセルしてしまうそ

※睡眠は、レム睡眠（浅い眠り）とノンレム睡眠
（深い眠り）を９０分ぐらいの間隔で繰り返し、朝方
に眠りが浅くなって目覚める。

深い

睡眠のリズム

朝食をおにぎりやパンで取ったつもりでいてはダメで、朝忙しいならば夕飯

のおかずを残しておいて朝、食べるとか朝食ぐらいは自分で作るぐらいの家

庭教育を社会人になったときの素養として身につけておくべきだと注文をつけ

ていた。　　　著書は「元気な脳が君たちの未来をひらく」（くもん出版）

うである。２時間勉強してもスマホを１時間すると学んだことが消えてなくな

るという。「勉学する者にとって、スマホは毒以外の何者でもない」と語気を

強めていた。どうもスマホを扱った際の、映像を含む大量の情報処理が脳

の別の分野を過剰に活性化させてしまい、記憶を消してしまうらしい。

　夜１０時過ぎてからと就寝前のスマホの使用は学力向上をする上ではマ

イナスであるようだ。

ねむり
の状態

浅い

　　　　　

レム睡眠（学習内容が記憶に固定される）

医学部に現役で合格した子に勉強時間を聞いたときに、彼が「僕は１１時迄

現しました。福岡県立福岡高校は、ラグビー部創部９０周年を迎える過去に全

国大会37回出場し優勝３回、準優勝３回、国体優勝２回を誇る名門校です。

援をしていきたい」と話してくれました。

　福岡高校の監督は、元新日鉄釜石ラグビー部で活躍した森重隆さん（６２）

で「釜石は復旧はできても復興が出来ていないと感じた。部員も、ラグビーに

打ち込める自分たちがいかに恵まれているか、見つめ直せたろう」と話されま

した。　　　　　　　　　「両校勢揃いして記念撮影」

でした。観客席からは両校の関係者やOBら約150人が声援をおくりました。

　試合は３３－２６で黒陵が再び勝利しました。当時は、１５－１２で黒陵の辛勝

　福岡高校の部員は、前日釜石市を訪れ、被災地を訪問しました。3年の北崎

敬介（１８）君は「津波の恐ろしさが改めて身にしみた。帰っても、できるだけ支

ひとしきり脳の部位の説明と各部位の役割を説明された後、ストループテ

てあったら「アオ」と言い、映像の文字が「あお」と「赤色」で書いてあったら

「アカ」と答えていくテストである。つまり、映像の文字に騙されないで、色

脳科学と学力

北村 　東文　責広報

燃える  黒  陵 ２ ０ １ ４ 年
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岩手県立黒沢尻北高等学校

日

90周年招待試合ラグビー
7月12日（土）
北上総合運動公園陸上競技場

台風一過、約40年前の花園開幕試合（昭和50年1月2日）以来の再戦が実

　　　　　ノンレム睡眠　　　　　　　　　　※この図はイメージです。

先日、東北大学加齢医学研究所長　川島隆太先生の講演を拝聴した。

しか勉強しません。それ以上は、集中力が持たないのでそこで打ち切るこ

とにします。僕が合格できた秘訣は、強いて言えば、それを１年生から３年

間、毎日続けたことですかね」とこともなげに話していたことを思い出した。

を答えていく認知力判断をテストされることで自然に講演に引きずりこま

れていった。「夜中の１時、２時まで勉強している生徒は東北大の医学部

には入れない」という言葉には、正直驚かされた。「夜更かしは、脳科学的

に見て百害あって一利なし」ということらしい。そう言えば、関一で東北大の

市内の小学１～3年生と父母ら合わせて約４０人が参加して行われたこども



優秀賞
秀逸賞

優秀賞 菊池未奈子 (2-5) 和賀西中

盛岡中央 盛中 中村ー葛巻 秀逸賞 髙井　　輝 (3-2) 北松園中

黒沢尻北 黒北 加藤、高田ー高橋廉

写真

　男子　２００ｍ自由形　２位
　１分５６秒１７

　　　　　　　　　　塚野晃人 (2-3) 上野中

各組３位によるボウルトーナメントに進むことになりましたが２０日の弁当が原因

にも２点を追加した。黒陵は３回、５回に反撃しましたが及びませんでした。

盛岡中央は１９安打と打線が好調。二回、中村が２点タイムリーで先制する

１年生数学　谷口先生　「順列問題の解説」

引率者52名の参加予定で中学生の高校一日体験入学

が本校で行われます。

授業始め式は　８月１８日（月）

８：４０～　授業始め式

９：３０～　１・２年生　課題テスト、３年生　授業

　　　　　　　インターハイ出場 

ある選手曰く「僕たちは点滴、監督・部長は無敵です」と。監督・部長も同じ弁当

１年生英語　新沼先生　「文型の説明」 ２年生数学　高橋先生　「微分問題の解説」

１年生　国語　畠山先生　「訓読みの説明」

　　　　　　　　　　　ご心配おかけしました
菅平高原スポーツランド

7/19～7/21
第１回全国高校７人制ラグビー大会が長野県上田市の菅平高原スポーツ

全国高校７人制　ラグビー

ランドで１次リーグがあり、黒陵は日本航空石川に　12-36、石見智翠舘（島根）

に　12-28 で敗退しました。大澤主将は第１回大会の選手宣誓を務めました。

と思われる食中毒に選手・コーチのほとんどが見舞われ、２１日の試合は棄権

しました。何とか２１日の夜、北上着の列車で全員帰ってくることができました。

を食べたにもかかわらず、全く症状は出なかったとのことでした。納得。

一日体験入学 ７月３０日（水）
受付9:00～9:30

  県内37中学校から男子240名、女子276名計516名、

７月２３日～８月１７日まで夏季休業に入りま

したが、恒例の夏季課外が各学年でスタート

しました。１・２年生は７日間ですが３年生は、

一日体験入学の日（７／３０）と岩手大ＯＣの日

（８／６）を休みにしながら１４日間行います。

３年生は８月２日・３日に全統マーク模試があり

難関大講座・超難関大講座を受講する生徒は

それぞれ一関一高、盛岡一高に８月１１日・１２

日の両日出かけていって受講します。

夏季課外スタート 　１・２年生　７日間
７月２４日～７月３０日

計 投手ー捕手1 2 3 4 5 6 7

0 1 0 0

▽1 回戦

受賞
８月１日～４日まで盛岡市の県民会館で展示される岩手日報小中高書展

の高校書展に県内１７５点の応募の中から黒陵の２名が選ばれました。

第10回日報高校書展

新館と西館のＦＦ暖房機取り替え
夏季休業期間（７/２４～８／１７)を利用して、ＦＦ暖房機を取り替える工事

と３回には細田のレフト前で加点。４回には３連打などで３点を加え、５・６回

0
0

2 1 3 2 2 0
0

第９６回全国高校野球岩手大会　　
初戦7月12日（土）県営球場

　　盛岡中央に屈す

東北水泳　２００ｍ自由形　塚野 君　２位
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　表彰式は８月９日盛岡市のサンセール盛岡で行われます。

1

夢を表現できたなら、まず一歩

踏み出した事になります。

いますとの五十嵐先生のお話でし

　夢に近づくにはまず想い願うこと、

　　　　頑張れ！黒陵生！

恒例の七夕飾り登場　”願いよ届け”
　東側階段口に小屋敷さんの計ら

いで七夕飾りが設置されました。

　毎年美術部が”飾り”を担当して

た。

　早速笹竹に相当数の短冊がつり

下げられました。

「早く人間になりたい」という意味深

「ゴールド東北大会出場」などなど。

　インターハイ水泳競技は、千葉県習志野市

に行われた東北選手権競泳男子２００ｍ

自由形で、塚野晃人（2-3)君が　２位　に

入り、インターハイ出場を決めました。

　秋田市の秋田県立総合プールで７月１９日

で、８月１７日から８月２０日まで行われます。

い切実？な願いから「大学合格」

をします。これにともなって事務室の操作盤も更新されます。

音楽部　９０周年記念定期演奏会 7月21日（日）
さくらホール

創部６７年目（昭和２２年創部）を迎える音楽部の

定期演奏会が７月２１日、さくらホールで高田高校の

賛助出演をいただきながら開催されました。

　高田高校の顧問の先生は昨年度まで黒陵で指導

されていた菅野純先生です。
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