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美込める
-　素数の間隔で新定理発見　-
★　今判っている最大の素数　★

楽発表会が、県民会館で開催された。
数学者が最近見つけました。 29, 31, ・・・・・・,131 , 137 , 139 , 149 ,・・・・・

　　　　 19,

が輝いた。

ドを響かせた。

「Crow Song]　を披露した。

です。

２ ｎ -1 ｎ ＝ 2 , 3 , 5 , 7 , 13 , 17 わってくる一枚でした。

　ただ、 ２ 61 -1 , ２ 80 -1 , ２ 107 -1

手計算で ２ 127 -1 ２ 67 -1 　は素数でな

２ 67 -1 　＝
垓 京 兆 億 万

　＝ × であることを
億

花園出場を賭けた全国高校ラグビー県大会が開幕しました。
９月６日までに１，２回戦が行われ、ベスト８が決まりました。
本校は、１０月３日（金）盛岡北との対戦からスタートします。

　１６校２８組が熱のこもった、バンド演奏を
披露し、最優秀賞に黒沢尻北高校の５人組

バンド「Eveninng  grow　（ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ　ｸﾞﾛｳ）」

　生徒約１３０人が参加し、各校１～２組が、

ポップやロックなどのコピーやオリジナルの
楽曲を演奏し、練習で磨いた技と唄、サウン

　黒陵メンバーは、テレビアニメの楽曲

　「終わらぬ青春」松井実優(3-1)北上中、「咆哮」阿部成美(2-3)東陵中

　　　　　　　　ニコンD300ｓ　18-200 ミリ

１席
「迷路」　達下才子

　「あふれる想い」細田かおる(3-4)南中、「ﾊﾟﾗﾚﾙﾜｰﾙﾄﾞ」渡邊麻由(1-1)江釣子中

４席 「紅に染めて」 髙橋里永子 (2-6) 西南中

１席

10/3A11:00

想から２００年後の１８７６年にフランスの数学者ｴﾄﾞｱｰﾙ・ﾘｭｶが１９年かけた

いことを証明しています。米国コロンビア大のﾈﾙｿﾝ･ｺｰﾙは、1903年に

アメリカ数学会の総会での講演会で、黒板に終始無言のままで、事実だけを

書いて、講演を終わったという逸話が残っています。コールは毎週日曜の午

　自然数の性質を調べる「整数論」は純粋数学の中でも特別な地位にありま

すが偉大な数学者ガウスは「数学は諸科学の女王であり、中でも整数論は

数学の女王である」と言っています。

盛岡工
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２２個になるそうです。
　さて、現在わかっている最大の素数は、米国セントラルミズーリ大の数学者

では、数が大きくなると素数の間隔は際限なく離れていくのかというとそんな

は素数は２５個ありますが、１０万～１０万１００の間には６個しかありません。

ことはないことを、ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾒｲﾅｰﾄﾞ博士（26歳、ｶﾅﾀﾞ・ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ大）とﾃﾚﾝｽ・

ﾀｵ教授（38歳、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大）がそれぞれ独自に発見しました。
　「どんな大きな数でも、６００個ごとに区切ると素数が２個含まれる場合があ

グループが2013年１月に発見した1742万5170桁に上る超巨大な数

　１７世紀のフランスの数学者ﾏﾗﾝ・ﾒﾙｾﾝﾇは、275以下の自然数　ｎ　につい

19 ,  31 , 67 ,  127 ,  257 のときに限って素数になると予想しました。

っているので、メルセンヌ予想は間違っていたことになります。メルセンヌ予

２
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て、 という形の数を考えたとき、

も素数であることがわかっ
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9 月 22

岩手県立黒沢尻北高等学校

２ ０ １ ４ 年

素　数（上）

日

1とその数以外では割り切れない２以上の自然数を素数といいますが、そ

の素数がどのような間隔で分布するかについての新しい定理を米英２人の
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宮古工

盛岡南
岩   手
盛岡一

５校合同
福岡工
不来方
宮   古
盛岡三
釜石商工

黒沢尻北
盛岡北
一関工
釜   石
黒沢尻工

GMC　最優秀賞 県高総文祭
軽音楽発表会

９月４日
県民会館

        ※５校合同は、関一、水沢、水沢工、大船渡東、花泉の合同チーム

第９４回全国高校ラグビー大会県大会開幕

　１回戦 　　２回戦 ３回戦 　準決勝 決勝

9/5八11:00

9/5八12:10

9/5八13:20

9/5八14:30

 9/6八11:00

 9/6八12:15
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後に計算をして、３年間かけてこの分解を見つけたのだそうです。

1,4757,3952,5896,7641,2927

1,9370,7721 7618,3825,7287
　万 億 万

　第３７回県高校総合文化祭の第１４回軽音

優秀賞　JUKE BOX（不来方）、chaos（盛岡工）、Slow　Pace　Factor（水沢）

小澤魁君　日報フォトコン連覇 第８回
　　第９回

岩手日報９月８日（月）発表

　第９回高校生フォトコンテストの課題「夏来る」には県内９校の４９人から７１

点の応募があり、第８回課題の「春らんまん」の「happiness」に引き続き小澤

君（2-2)が見事１席に輝きました。野球部マネージャーの帽子のつば裏に書い

てあるメッセージに的をしぼり、応援するマネージャーの健康的な一途さも伝

23,
2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17, ・・・1999 , 2003 , 2011  2017 , 2027 ,・・・

ることを発見しました。必ず２個あるわけではありませんが、２個の素数が含

　数が大きくなると素数は、まばらにしか見つかりません。１～１００の間に

まれる６００個ごとの区間は無限に存在し、今後この区間は６００個より少なく

なる可能性があるそうです。ちなみに素数が３個だと、区間の幅は、３９万５１

１次審査通過作品

岩手日報８月２５日（月）発表

　日報キャビネコンテスト
　達下才子　先生　２　冠
　日報キャビネコンテスト８月の課題

　「盛夏」には、２２９点の応募があり

　その中から達下先生の作品が１席

　に選ばれました。達下先生は６月の

　課題「夏の初め」につづく１席の受賞。

　　　　　　　　　f　5.9  絞り優先オート

　が素数であることを確認し、

「summer　girl」
ｷｬﾉﾝEOS　Kiss　X50　55-250ﾐﾘ  2000分の１秒　ｆ　5.6

 小澤　魁 　(2-2)　江釣子中

２次審査通過作品



９月６日に行われた１・２年生柔道体重別

女子　48kg級
優勝 佐藤亜由美 棒高跳　　 優勝 並岡　真生 (1-4) 北上中

(1-6)江釣子中 三段跳 ２位 及川　知浩 (2-5) 北上中

８位 岡崎　圭汰 (1-6) 江釣子中

陸上新人大会 5000ｍW ２位 菅原　直人 (2-5) 北上中

走高跳 ３位 岡崎　圭汰 (1-6) 江釣子中

４位
髙橋　大輝 (1-1) 湯田中

及川　知浩 (2-5) 北上中

齋藤　　慶 (2-6) 花巻北中

並岡　真生 (1-4) 北上中

１００ｍ ５位 及川　知浩 (2-5) 北上中

１１０ｍH ７位 菊池　文太 (1-4) 上野中

女子
棒高跳　優勝　並岡真生 三段跳　２位　及川知浩 5000ｍW ２位 髙橋　春花 (2-3) 江釣子中

４位
神尾　　麗 (2-1) 東水沢中

菅原　実咲 (2-4) 上野中

大戸　里桜 (1-6) 江釣子中

佐々木こころ (2-6) 江釣子中

８００ｍ ４位 大戸　里桜 (1-6) 江釣子中

１００ｍ ５位 菅原　実咲 (2-4) 上野中

２００ｍ ６位 菅原　実咲 (2-4) 上野中

ハンマー投 ６位 黒井　文香 (2-１) 北上中

１５００ｍ ８位 大戸　里桜 (1-6) 江釣子中

　9月2日 東北総体（ﾐﾆ国体）　8月28日～8月31日
　和賀川GP 菅原（岩手高校）・玉澤（黒北）、鈴木（黒北）・及川（黒北）

男子 個人戦 団体戦 佐々木（黒北）・佐藤（黒北）
佐々木貴史 (2-1) 宮古一中 （ 県推薦 ） 岩手　０－③　山形　　　　　　岩手　０－③　　福島
佐藤  哲平 (2-2) 見前中 岩手　②－１　秋田　　　　　　岩手　０－③　　宮城
粒来　怜 (2-1) 中野中 岩手　②－１　青森　　　　　　２勝３敗で４位、国体出場枠２位以内には
玉澤　直人 (2-1) 中野中 入れませんでした。
鈴木　雄大 (1-4) 山目中 日韓中ジュニア交流大会　8月24日～8月27日
小野寺瑛司 (1-1) 山目中 岩手　２－③　韓国代表
千葉　拓也 (2-2) 高田一中 石川　敬太 (2-5) 南中 菅原（岩手高）・玉澤（黒北）　２－⑤ 鈴木（黒北）　１-④
及川　太希 (1-3) 前沢中 菊地　凌雅 (2-6) 南中 佐々木（黒北）・佐藤（黒北）　⑤－３ 菅原（岩手高）2-④
髙橋　一平 (2-4) 北上北中 千田　涼太 (1-6) 金ヶ崎中 鈴木（黒北）・及川（黒北）  　 ⑤- ２
小野寺敬志 (2-5) 水沢中 小野寺　弾 (1-4) 金ヶ崎中 岩手　５－０　中国代表

菅原（岩手高）・玉澤（黒北）　⑤－０ 佐藤（黒北）　④-０
女子 個人戦 団体戦 鈴木（黒北）・佐藤（黒北）  　 ⑤- ０ 菅原（岩手高）⑤-１

山崎　華 (2-5) 上野中 （ 県推薦 ） 佐々木（黒北）・佐藤（黒北）　⑤－１
仲條　萌 (1-5) 軽米中 岩手　０－５　日本代表
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　5000m競歩２位　菅原直人

走高跳　３位　岡崎圭太 　5000m競歩２位　髙橋春花 男子総合　４位

４×４００ｍリレー

新人　ソフトテニス北奥地区予選

技場で行われ、棒高跳びで並岡真生(1-4)君が４ｍ５０で優勝、三段跳で及川

知浩(2-5)君が１３ｍ８３で２位、５０００ｍ競歩で菅原直人(2-5)君が24分26秒

４×１００ｍリレー

髙橋春花(2-3)さんが29分26秒15で2位に入りました。男子総合は、１点差で

シード権を得ました。

佐藤亜由美さん

男子　
　惜しくも４位でした。４位以内入賞者は東北大会に出場します。

選手権で、佐藤亜由美(1-6)さんが女子４８

kg級で優勝し、新人大会の推薦選手として

女子
４８kg級 優勝

陸上新人大会　結果 9月5日～9月8日
県営運動公園（盛岡）

　　陸上競技県高校新人大会が9月5日から、盛岡市の県営運動公園陸上競

15で2位、走高跳で岡崎圭汰(1-6)君が１ｍ８６で3位、女子5000m競歩では、

１・２年柔道体重別選手権　

吉田　絢 (1-4) 金ヶ崎中 11 山口　藍美 (2-2) 北上中 菅原（岩手高）・玉澤（黒北）　２－⑤ 佐藤（黒北）　３-④
鈴木　楓由 (2-5) 上野中 位 小野寺茉友 (2-4) 北上中 鈴木（黒北）・及川（黒北）  　 ０- ⑤ 菅原（岩手高）０-④{ {２

位

佐々木（黒北）・佐藤（黒北）　３－⑤
8月29日 日本・韓国・中国の選手との国際交流を通じて選手達はいい刺激を受
黒陵祭準備の日 試合においても持っている力を十分発揮してくれました。

センター試験　　　　　’１５年１月１７、１８日

増えている原因になっているようだ。

１.７１時間？それってちょっと多すぎやしませんか！
　教育相談課で８月２８日に実施したアンケート結果「夏休みを終えて」による

と、携帯使用時間で　１年生の平均が２．０８時間、２年生が１．７３時間、

３年生が１．３４時間、全体平均時間が１．７１時間でした。

上と答えた人が全体の４％（およそ３０名）ありました。さすがに、適度に使用

ということでしたが、生活や学習時間に支障があり、改善する必要がある（１２

知れません。

た方々ありがとうございました。
　尚、今年の　２００ｍL献血者数は４７名、４００ｍL献血者数は４名でした。

黒陵祭準備の日に、献血を行い日本赤十字社岩手支部（髙橋敏彦北上市

地区長）より、お礼状が届きました。準備の合間をぬって献血に協力してい

　献　血　に　協　力

　小中学生の４２．８％が「直接言えないことも携帯電話やメールなら言える」

と回答した調査報告もあり、面と向かって人と会話や相談が出来ず「自分の

前期試験２月２５日以降、中期試験３月８日以降、後期試験３月１０日以降

気持ちを伝えるのが下手な人」や「人付き合いが面倒くさいと感じている人」が国公立大出願受付　’１５年１月２６日～２月４日　

来年度の国公立大入試要項まとまる
国立大８２校と公立大８４校の２０１５年度（平成２７年度）入試要項が９月５

日に発表された。山口大は国際総合科学部を新設。

の英語を満点扱いする。AO入試は昨年度より２校増えて７１校、推薦入試

も２校増えて１５７校となり、ともに過去最多になった。
　センター試験出願受付　　　９月２９日～１０月９日　

英検やTOEICなどの英語検定試験の結果を前・後期の小

論文に加点する。また金沢大人間社会学域国際学類で
は英検１級以上やTOEIC７５０点以上などでセンター試験 改善する必要がない（１％）と回答した人は、一日何時間携帯やスマホと向か

い合っているのでしょうか、一日３時間を超えるようだと中毒を疑うべきかも知

　１時間以内の人が４８％、２時間以内が３６％でしたが驚くことに、３時間以

しており問題ない（５３％）、使いすぎることはあるが生活に支障がない（３４％）

％）と回答した人は、早速改善方法を実行すべきでしょう。ただ、支障があるが
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