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第３７回岩手県高等学校総合文化祭

髙橋　倭子　(3-1)湯田中

第２８回高等学校文芸コンクール

俳句部門優秀賞

第１７回俳句甲子園全国高等学校

俳句選手権大会　個人優秀賞

文芸部門（俳句）　入選
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準々決勝では、兵庫選抜と対戦したが個々の強さに圧倒され１０トライを

挙げられﾍﾞｽﾄ4進出はならなかった。タックルしても相手は簡単に倒れず、2

人、3人と人数をかけて相手の球出しを遅くしようとしたが、個人の強さに圧倒

された。後半3分ｷｯｸﾊﾟｽを受けたWTB小田中玲志（黒北3年）がトライを決め

岩手女子高

盛岡誠桜高

フィナーレ

文化連盟賞

黒陵を中心メンバーとする岩手選抜は、リードされた後半１２分、ナンバー

岩手選抜 14 24 東京選抜

た。
岩手選抜 5 66 兵庫選抜

国体　少年ラグビー　６年ぶり　８強
長崎県総合運動公園

10/17・18・20

１０日、第３７回岩手県高等学校総合文化祭の総合開会式が岩手県民会

館で行われました。今年度は盛岡地区の高校生が担当しました。、

うことの出来ない、高校生だからこそ味わうことの出来る青春をたくさんの人

手女子高３年　武藤彩佳さんが生徒企画委員長として「高校時代にしか味わ

岡二高の箏曲をはじめとして、盛岡地区の文化部の発表がステージを飾り、

発　 　行

文　責 北村 　東

第３７回　岩手県高等学校総合文化祭
10月10日
県民会館

盛岡四高

総合開会式

に向けて発信しましょう。」と手話を交えて挨拶しました。総合開会式では、盛

バトントワリング部

フィナーレでは次年度開催の久慈地区に連盟旗の引き継ぎが行われました。

が発行されている。享保年間（1716年～1735年）に算術書や奇術の書を書

いた多賀谷 環中仙(たがや　かんちゅうせん）が著者であると考えられているが『枕

タングラムは温泉旅館やホテルでよく売られている。厚紙で容易に作成で

の厳澄が、三角形や台形を用いた「蝶翅几」を考案し、それらを更に発展さ

せたのがタングラムであるという説がある。中国ではタングラムのことを「七

巧」と呼ぶようである。

　どちらも分けてある正方形の７つのピースを組み立てる点では、アイデア

は同じだが ７ つのピースの構成は全く違っており、中国と日本のどちらが

草子』の作者で知られた平安時代の女流歌人・清少納言が女児の知能開

発を目的に考案したとされる民間伝承が残されている。

　中国の宗の時代に黄伯思という人物が著した「燕几図」という机の並べ方

に関する書物があり、それは７個の長方形の机を並べる物でこれを基に明

発祥なのかはよく分かっていない。

広報

燃える  黒  陵
　シルエットパズル
シルエットパズルとして有名なのが「タングラム」ですが、下の図のように

正方形を分割した７つのピースを使って色々な図形をつくるパズルである。

　タングラムは中国が起源のようで、最古の文献は1813年にあるようだ。

語源は、tang（唐＝中国の意味）に英語の gram がついたものとされてい

る。実は、日本ではこれよりも早い1742年に「清少納言知恵の板」という本

　雫石高校郷土芸能委員会の「さんさ踊り」がオープニングを務めたあと、岩

17

10 月 31

岩手県立黒沢尻北高等学校

２ ０ １ ４ 年 日

Ｅｌzzup　puzzｌE

きるので、頭の体操に丁度良い。秋の夜長に何種類か挑戦してみるのもい

いかもしれない。「清少納言の知恵の板」も「タングラム」でも色々なシルエ

ット図形があり、文字や記号の作例も膨大にあり、新しく創作したつもりでも

清少納言の知恵の板

それがオリジナルであるかどうかを判別するのは難しいかもしれない。

タングラム

このシルエットパズルの特徴はピン・ホ

イール（風車）の豊富さです。幾何学的

な図形を愉しむ人に向いています。

※　文化連盟賞とは、全国高総文祭や全国規模の大会・コンクールで、

　　　３位以内に入賞した個人・団体に対して、県高文連から贈られる賞です。

　　　　　　髙橋倭子(3-1)湯田中、菅原楓太(1-3)北上中、小川口真由(1-6)上野中

８大澤大和主将（黒北３年）がラックからスピードに乗り、ボールをもらってト

ライ。１９分にはSH稲垣佑都(同）が相手ゴール前のラックサイドを抜いてトラ

イを挙げ、ゴールも決まって28-26と逆転し、６年ぶりベスト８に入った。

岩手選抜 28 26 宮崎選抜

かず７位でした

5、7位決定戦では、東京選抜に前、後半に １ Ｔ Ｇ を挙げたものの、今一歩届



男子 団体 男子 １回戦 黒北 1 - 3 一関二

(2-3) 上野中

(2-3) 上野中 女子 １回戦 黒北 3 - 0 釜　石

女子 ２回戦 黒北 0 - 3 盛岡市立

(1-4) 南中

朝日新聞社特賞

比叡山書道連盟賞

推　　薦

特　　選 照井はるな(1-2)南中

髙橋さんの作品

女子　個人　４８ｋｇ級
準決勝
○ 佐藤亜由美（黒北） けさ固め 四役柚華（久慈）

○ 久保田由衣（久慈） 優勢（延長） 立身美穂（千厩）

決　勝
○ 佐藤亜由美（黒北）

優勢 （東北大会出場）

久保田由衣（久慈）

県高校将棋新人大会　 県高校教育会館　１０／２５

男子団体　B　級　２　位　（黒沢尻北B1チーム）

女子　団体

準々決勝　 黒北　０－３　一関学院（準Vチーム）

男子　２５位

女子　 ９位

女子団体 ※男子１位　一関学院（20年連続24度目優勝）2時間11分40秒 

決勝リーグ ※女子１位　盛岡誠桜（８年連続８度目優勝）１時間12分47秒

① 花巻北高　 ２勝１敗

② 一関二高 ２勝１敗

③ １勝２敗 奨励賞（４４名）　第１種　漢字・かな（４５１点）

③ 不来方高 １勝２敗 菊池　未奈子(2-5 )和賀西中

１位・２位は総的中数による 髙橋　夏季（1-1 ）和賀東中

秀作賞（４０名）　第２種　漢字・かな（５４８点）

髙井　輝　　(3-2)北松園中

藤本　彩菜 (3-3)西南中

した。大変名誉ある賞を受賞しました。

女子団体　メンバー

男子団体　ベスト８
　男子団体　メンバー

　　　石川竣平(2-4)南城中

　　　梅田隆之(2-5)金ヶ崎中

　　　小原佑太(2-6)南城中

　　　髙橋直輝(１-１)水沢南中

ズをいくつか紹介します。勝負はこれから、がんばれ黒陵生。

「整理された１００の知識は、整理されない１０００の知識に勝る」
「制限時間内に素早い決断力と推理力を加味して最大得点化を図る」

「将来の夢のために、眼前の”今”を大事にしなさい」

「理系は、国語を諦めるな」

「みんながやっている、だからこそ土日の使い方で差がでる」

「新課程初年度のセンター試験は平均点が高くなる1点でも多く取りに行け」

センター試験100日前ガイダンス
10月10日
黒陵会館

10月10日盛岡中央ゼミナール校長　小坂敏雄先生に講師をお願いして

3年生のセンター試験100日前ガイダンスを行いました。3学年通信に、3年生

諸君の詳しい感想が述べられておりますがその中から印象に残った、フレー

２時間３５分８秒

１時間２５分２０秒

（男子７区間 42.195km 32ﾁｰﾑ出場）

（女子５区間 20.0975km 19ﾁｰﾑ出場）

岩手県高等学校総合文化祭　書道部門 総出品数1,014点

【菊池将史(2-1)上野中、有馬和也(2-6)沢内中、佐藤祐介(1-1)上野中】

　黒北　２－１　花北青雲１回戦

花巻市日居城野運動公園　10/24高校(女子）駅伝県予選会

髙橋珠実（1-3)南中

髙橋夏季（1-1)和賀東中

平埜あゆみ(2-2)上野中

さくらホール
高総文祭演劇部門 １０月１９日

舘松　汐里 （1-3)上野中

最優秀生徒講評委員

　高総文祭演劇部門がさくらホールで開催され

黒陵は、団体としての出場はしませんでしたが

舘松さんが最優秀生徒講評委員に選ばれました

※以上4名の作品は期間中、根本中堂の回廊に展示されます。

全国学生比叡山競書大会
H26,11/23～H27,7/30

比叡山延暦寺根本中堂

　第42回全国学生比叡山競書大会が行われ

髙橋珠実さん(1-3)南中の作品が大会５番目

に相当する朝日新聞社特賞を受賞しました。

　11月23日に比叡山延暦寺で「作品奉納法会」

と「表彰式」が行われ、奉納者の書道の上達と

書道が正しく発展するよう祈願されます。

　卓球　県新人大会
奥州市総合体育館

１０／１８～２０水泳　東北新人大会 宮城県利府町
１０／１６～１８

４位　塚野　晃人

５位　塚野　晃人

２００ｍ自由形　　　

４００ｍ自由形　　　

1分54秒02

　　　　　　（校門わき中庭で撮影）

をつけ、全体を覆っている皮は３層に

なっています。一番外側の皮は薄くて白

ヨーロッパではスライスしたものをバター

　内部が白い時のみ食用。汁物、揚げ物

焼きにする。

音楽部「震災の教訓を伝える」沿岸２校と合唱
１０月１７日第２５回全国介護老人保健施設大会がマリオス（盛岡市）で開

かれ、震災の教訓を伝えるために作曲家の「千住明（せんじゅあきら）」さん(53)が

作った合唱曲「坂道のうた」を黒陵、高田、大船渡の３校１８人の音楽部員が

す。表面は白色で基部に根状の菌糸束

「オニフスベ」・・・ﾎｺﾘﾀｹ科
　ピンポン球のような球形のキノコで

７位　佐藤　　萌

色、２番目の皮は淡い黄色をしています

女子柔道４８ｋｇ級　佐藤さん優勝
県高校新人大会

宮古　10/25

優　勝
佐藤亜由美　（1-6）江釣子中

弓道選抜女子３位＆射道優秀賞
全国選抜県予選

県営武道館10/25

黒沢尻北高

弓道の作法や姿勢の良さを審査される

射道優秀賞　に黒陵女子が選ばれま

　伊藤玲加(2-3)南城中、花田あかり(2-3)江釣子中

　渡邊明子(2-3)東陵中、笹原莉和　(2-6)和賀東中

が参加して３日間開催されました。

　５０ｍ自由形　　　

千住さんの指揮に合わせて合唱しました。「坂道のうた」は大船渡市の保育園

が「津波が来たら、高いところへ」との教訓を残すため、千住さんに曲作りを依

頼し2012年に誕生しました。同大会は４７都道府県の約1200施設から4440人

第42回


