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美込める

特賞や入選数が増えました。

　GROW　コーチングをスムーズに進めるために

　コーチングの５原則

内記    
深幸

●黒北　２－６　○盛岡中央２nd
２部昇格叶わず
３部残留　残念

スライドフォト
コンテスト　　11月

参加11校　109作品の中から特賞7・入賞15・佳作23が選ばれました。 加本麻那美
入賞 町中大悟 (1-2) 　西南中

小原和仁 (2-4)  東和中

佳作 町中大悟 (1-2) 　西南中

絵画とデザイン、立体、工芸の４部門で入選した465点が展示されました。

　　絵    画　　　　　八重樫鈴香 (3-3上野中）さん、

デザイン  入選10点、立体  入選1点、工芸  入選9点と昨年度より

　　デザイン    　　 加本麻那美 (2-5北上中)さん
　　　　　　　　　　　　梅津　舞　　(1-3大迫中)さん、
　　立    体　　　 　　内記深幸　 (3-1北上中)さん   です。

　応募は61校から927点あり、入選の中から51点が特賞に選ばれました。

　本校では、4人が　特賞　を受賞しました。特賞受賞者は、

ｼｮﾝ」ということであるがそもそも　「Coach」 には『馬車』という意味がある。
　コーチングは「大切な人を現在いるところから望むところまで送り届ける」
というところから生まれた。
　みんなで励ましあうチームをつくる　５　つの方法
１　「可能感」（できる）という気持ちを引き出す。・・・・「君ならできるよ」
２　見方や捉え方を変える（ピンチはチャンス）。・・・・「あと１０分もある」

「今日も
　進む温暖化」

デザイン部門　

　第37回県高総文祭美術工芸展が11月22日から25日まで開催されました。

　デザインの梅津　舞さんの作品は、来年夏滋賀県で開催される全国高校
総合文化祭に推薦されました。　本校の作品では他に絵画  入選9点、

３　安心感を持たせる（これでいいんだという気持ちを引き出す）。
　　　　　・・・・・・・・・「僕がフォローするから、君は思いっきりやっていいよ」

４　つながり感を高める（横に並び、後ろから見守る）。

④　目標協力の原則

前半１－３　得点　児玉勇真　(2-4)　南中

後半１－３　得点　佐藤永基　(2-3)　花巻中

県高総文祭写真専門部

「ハマの番長」

　　　　　特賞

美術・工芸部門

絵　　画

特賞
八重樫

　鈴香

八重樫鈴香　「最後の街」

特賞

コーチングとは「人間を大切にし、人間の能力とやる気を引き出すｺﾐｭﾆｹｰ

　　　お互いの信頼を培うことがチームワークとコーチングの基礎、信頼のコミュニケ

デザイン部門　　特賞 全国高総文祭推薦

内記深幸　「眩しい」

立体部門　　特賞
絵画部門　特賞

美術・工芸部門

デザイン

梅津　舞

美術・工芸部門

     梅津　舞　「自分らしさ」

作品にビニール
の包装がしてあ
り、撮影するとき
にどうしても光が
反射して映って
しまいました申し
訳ありません。

お詫び

　　　ーションの中で言動と行動が一致しているときに長い時間をかけて醸成される。

⑤　評価感謝の原則
　　　コーチングは、褒め活かし、褒めたてること、一人ひとりの美点、長所、短所、

　　　成長を見逃さず、事実をタイミング良く心をこめて認めることが大切。

　　　一人ひとりに個性があり持ち味が違う。既存の指導方法に囚われず、資質・能

　　　力を発揮するための最適な指導方法を常に新たな気持ちで探し出し創造する。

　　　目標を一方的に押し付けるのではなく、メンバーが目標を達成するために、リー

　　　ダーは自分に何ができるか考え、約束することで協調的な協力体制が生まれる。

G　Goal　・・・・目標の明確化、抽象的な大目標から具体的な中小目標へ。

　　Resource・・資源の発見、人・物・金・情報・時間など目標達成に使う物。
O　Options・・・選択肢の創造、無限の可能性を考え、ベストのものを選ぶ。

R　Reality・・・現実の把握、本当の問題は何かを見つける。

広報

燃える  黒  陵
　コーチング　　Coaching
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12 月 10

岩手県立黒沢尻北高等学校

２ ０ １ ４ 年 発　 　行

文　責 北村 　東

日

高総文祭美術工芸展　 県民会館
11月22日～25日

サッカーＩ.ＬＥＡＧＵＥＵ１８ＤⅢプレーオフ　　　　11月24日

特賞

立　　体

「西日に染まる街」
「カモメに送られて」

W　Will・・・・・・目標達成の意思、やる気の確認、計画を立てる。

　　　　　・・・・・・・・・「いつも見てるから」｢君は頼りになるなあ」
５　エネルギーを高める（言葉に気合を乗せて、相手の心に訴える）。
　　　　　・・・・・・・・・「ファイト！」「気合いだー！」「思い切ってやってみよう」

③　個別開花の原則

①　人間尊重の原則
　　　人間は、無限の可能性を持ったダイヤモンドの原石ような存在、一人ひとり

　　　の才能を引き出し発揮させる。

②　相互信頼の原則

美術・工芸部門

デザイン

特賞
加本     
麻那美



開会式 １２月２７日（土） (1-3) 南中

報徳学園高校 近鉄花園ラグビー場
兵庫県 １０：３０～
３年連続４１回目

日川高校
山梨県

９年連続４４回目

土佐塾高校
高知県

３年連続１４回目

黒沢尻北高校
岩手県

３年連続５回目

大分舞鶴高校
大分県 第２種（半切） 第２種（半切）
２９年連続５３回目

青森北高校
青森県

４年連続１６回目

国学院栃木高校  A
栃木県

１５年連続２０回目

11月23日 第１種（全紙）
入選 菊池未奈子　(2-5) 和賀西中

入選 髙橋夏季　(1-1) 和賀東中

① 朝食を毎日食べていますか
毎日食べている・・・・・・ 岩手県

② 新聞を読んでいますか
ほとんどまたは全く読まない

・・・・・・・ 岩手県
③ １ケ月に何冊ぐらい本を読みますか

１冊も読まない・・・・・・・ 岩手県
經費概算左ﾉ如ｼ（多少增額ﾆﾅﾙ見込） １冊～４冊・・・・・・・・・・・岩手県
　　 授業料　　　月　四、五０　（※４円５０銭）　交友會費　　月　、八０　 ④ 土曜日は主に何をして過ごしていますか

学校の部活動に参加・・岩手県
（寄宿舎） 　食費　月約二一、五０　舎費　月約　二、００　 家でインターネット等・・・岩手県

⑤ あなたには「あのような人になりたいと」思う人はいますか
円 いる　・・・・・・・・・・・・・・・岩手県

　夏服　約二五、００ ⑥
　冬服　約二八、００ 当てはまる・・・・・・・・・・ 岩手県
　教科書（一年生） 当てはまらない・・・・・・・岩手県

⑦ 学校の勉強は将来の人生にとても大切である
とてもそう思う・・・・・・・・ 岩手県

⑧ 人の役に立つ人間にないりたいと思うか
とてもそう思う・・・・・・・・ 岩手県

秀作賞

髙井　輝 (3-2) 北松園中

花園ラグビー　初戦は土佐塾高（高知）
組合せ抽選

12月6日 和洋女子大学競書大会　11月16日

特　選 髙橋珠実

岩手県民会館
11月11日～18日県高総文祭　書道部門

に行われ、黒陵は１２月２８日（日）１４時から第３グランドで土佐塾高校（高

知県代表）と初戦を戦うことになりました。

12/28　(3)
12:40

12/28　(3)
14:00

12/30　(1)

10:45

1/1　(3)

14:45

秀作賞

藤本彩菜
　　(3-3) 西南中

第42回全国学生比叡山競書大会

朝日新聞社　特賞 髙橋珠実　(1-3) 南中

12/28　(2)
14:00

12/30　(1)

9:30

　　 　 　約一四、００

　　　小遣　月約　二、００　記念貯金　月額一、００　　　計　二五、五０

臨時

33.2

69.1 ＞ 全国 63.0

携帯電話やｽﾏｰﾄﾌｫﾝの使い方について保護者との約束を守っているか

41.6 ＞ 全国 33.7
11.3 ＜ 全国 17.1

41.0 ＞ 全国

19.5

78.1 ＞ 全国 69.4

40.1 ＜ 全国 46.4
53.6 ＞ 全国 46.0

70.1 ＞ 全国 46.3
12.8 ＜ 全国

78.1 ＞ 全国 69.4

65.1 ＜ 全国 70.3

全国高校協会生徒指導研究委員会アンケート結果から

　今年７月に校長協会生徒指導委員会で、全国の高校生の生活実態調査が

高校２年生に行われました。調査回答数は、全国４７都道府県×５高校を対

象とし、本県分は公立・私立高校80校に対し、2,452名の回答集計です。
　本県の回答と全国の回答について、回答割合の差が５ポイント以上の差が

ある代表的なものについて、拾ってみました。

第９４回全国高校ラグビーフットボール大会組合わせ抽選会が１２月６日

ますがその中から昭和二十一年度の岩手懸立黒澤尻中學校生徒募集要　

　　　　　　　　第六學年修了見込ﾉ者

　期日　昭和二十一年四月一日ﾖﾘ仝月三日ﾏﾃﾞ

　出頭ﾉ際ﾊ考査票、筆記具、上履、辯當ｦ携行ｽﾍﾞｼ

　　　愛國貯金　月　一、００　　獎學會費　月　二、００　計　　八、三０

高校生平和大使　宮古で報告会
宮古市ﾏﾘﾝｺｰﾌﾟDORA

11月29日～30日
８月に高校生平和大使としてスイスの国連欧州本部を訪問した、八重樫

美綺(2-1上野中）さんと中屋なでしこ（宮古高）さんが宮古市で活動報告をし
ました。高校生平和大使は、核廃絶や平和の願いを訴える活動で、2人は

他県の平和大使とともに宮古に滞在し、核兵器根絶などを訴えたスピーチ

や震災における被災地の様子などを伝えた報告をしました。

歴史を振り返る-昭和21年度生徒募集要項-
創立９０周年に因んで、同窓生の皆様から様々な資料提供を頂いており

項を紹介します。
　募集人員　凡百五拾名
　應募資格　國民學校初等科卒業者又は本年三月ﾆ於ﾃ國民學校初等科

　入學考査　志願者ﾆ對ｼ左記ﾆﾖﾘ入學考査ｦ行ﾌﾍﾞｷﾆ付毎日午前八時ﾏﾃﾞﾆ出頭ｽﾍﾞｼ
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