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修学旅行（２年）関西4泊5日 

歴史・文化・平和・仲間との絆・思い出 

２年生２３２名は１１月２７日（日）～１２月１日（木）の関西へ

の旅で学習を深めた。広島原爆ドームでは平和の尊さを再認識し、

京都・奈良では史跡、文化財等の参観で地理、歴史、文学、美術等

を実体験した。また、友と大いに語り合い豊かな人間関係、絆を深

めた。出発前に怪我をし、松葉杖で参加した生徒もいたが、全員で

支え、高校生活最大の行事でたくさんのいい思い出を作った。 

《11/27》9:16北上駅発16:31広島駅着（新幹線）→宮島 

《11/28》厳島神社→平和公園（慰霊塔・平和講話・資料館） 

《11/29》奈良公園・東大寺→法隆寺→USJ（自由行動） 

《11/30》京都市内自主研修 

《12/ 1》金閣寺→二条城→京都駅発13:26北上駅着19:33 

 

 

 

 

 

 

↑北上駅出発式（校長の激励）     ↑夕暮れの宮島 

 

 

 

 

 

 

↑東大寺仁王像           ↑伏見稲荷（自主研修） 

 

 

 

 

 

 

 

↑どこに行っても笑顔の黒陵生と山田先生 

【俳句】黒き眼の鹿と見ている仁王像 （東大寺）     2-4豊泉壮志 

ティーカップ寒さを飛ばし回りけり （USJ）   2-4豊泉壮志 

あかいろに染まるや鳥居と恋心 (（伏見稲荷）  2-4阿部綾乃 

 

U18花園女子ラグビーに後藤璃乃 

    １２月２７日から東大阪市で開催される第 96 回全国高校ラグビーフ

ットボール大会開会式当日に「U18 花園

女子東西対抗試合」も行われる。その試

合に3年6組後藤璃乃さんが東日本代表

選手として選抜された。本校ラグビー部

は花園出場を逃したが、その思いも一緒

に頑張って欲しい。彼女は、いわて国体

女子ラグビーに出場しトライをとる活躍

を見せた。大学進学後もラグビーを続け

東京オリンピックを目指す。 

授業納め式・賞状伝達式（12/20） 

１２月２０日（火）授業納め式を行い、２１日から冬休みに入っ

た。休みは１月９日まで。１・２年生は２２日から２６日まで冬季

課外講習、３年生は年末年始の休みもなく１４・１５両日に行われ

る大学入試センター試験に向かう。 

【賞状伝達式】夏休み以降の部活動などの活躍を全校にあらためて

紹介し、それぞれに賞状を伝達しその頑張りを讃えた。運動部は国

体入賞のソフトテニス部など６部、文化部はNHK放送コンクール入

賞の放送部など８部、個人では高総文祭俳句最優秀賞の豊泉壮志君、

英語ディベート大会の４名に伝達した。また、今年度の校内読書感

想文コンクール最優秀賞2年 3組多田和音さんに賞状を授与した。 

※賞状伝達名簿は別紙 

【授業納め式】校長講話の概要は次のとおり 

今日12月20日は私の誕生日だ、５９歳になったが、振り返ると、

つくづく「積み重ね」ということを感じる。人生の積み重ね、教員

という仕事の積み重ね、特に教員生活３４年を振り返ると、その「積

み重ね」は大きな自信になっている。 

「積み重ね」が大きな自信とともに「大きな輝き」となるというこ

とを実感したのは１１月２０日にさくらホールで開かれた「藤原め

いこバレー教室」の発表会であった。本校3年1組の齊藤実音さん、

司東実優さん、司東里菜さんの３名のクラシックバレエの卒業発表

会に招待されたが、その演技は圧巻であった。発表会は４歳から高

校生までの４２名のバレリーナが「パキータ」「くるみ割り人形」

「白鳥の湖」の３部構成で約２時間のコンサートだった。とても華

やかで一人ひとりがきれいにしなやかに、時に力強く踊る姿は感動

的で魅了された。さくらホールを満員にした観客から鳴り止まない

拍手が贈られた。 

               齊藤さんらは３歳からクラシック

バレエを始め、今回で教室を卒業す

るが、バレエは続けるという。 

               15年間の「積み重ね」が人々を感

動させたのだと思う。３人の少女が

どんな思いでバレエを続け、練習し

てきたのかを思うと胸が熱くなった。 

３人のバレリーナをステージ上に上げ紹介。司東実優さんは次のよ

うに話した。「毎日学校が終わってから夜の練習に行くのは大変だった。

うまく踊れずに泣いた日もあったしやめたいと思った日もあった。今はやって

良かったと思えるし、これからも続けたい。支えて下さったみんなに感謝してい

る。」（全校から拍手が贈られた） 

 ３年生は今、センター試験に向け頑張っている。焦る気持ちもあ

るかと思うが、今まで積み重ねてきたことを信じて欲しいし、あと

数週間まだまだ積み上げられるはずだ。１年生、２年生も将来の自

信とするため、一つ一つの英単語から毎日毎日をしっかりと積み上

げて欲しい。部活動でも同様だ。ひたむきに努力を積み上げれば必

ず結果が出る。必死でボールを追っていれば、試合では必ずボール

がグローブに飛び込んでくれるはずだ。がむしゃらに勉強し、ひた

むきに技を磨こう。 

 

「HABATAKE！黒陵」 海外交流生徒募集 

本校では昨年度、グローバル人材育成課題研究プログラム「きた

かみ世界塾」を立ち上げた。グローバルな視点から柔軟な思考で地

域課題を考え地域のリーダーを育成、国際社会に貢献できる人材を

育成しようというものだが、その一環として海外交流事業を計画し

ている。３月１２日から一週間、香港・深圳を研修し日系企業の進

出やアジア経済を学習する予定。昨年の北上市主催アジア経済視察

に本校から２名参加したが、それを本校独自で企画するものである。

１０人程度の派遣で、一人分の費用約２５万円は同窓会、PTA、市内

企業のご寄付をいただいている。個人負担はパスポート、国内経費

の約５万円の見込み。詳細は１月中旬に決定する。同窓会や保護者

の皆様、また市内の賛同企業の皆様に心より感謝申し上げます。 
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《運動部》
部名 大会名 種目 順位 氏名

第53回岩手県高等学校新人大会
200m平泳ぎ
100m平泳ぎ

1位
1位

高橋麗那

高等学校東北新人大会
100m 平泳ぎ 3位 高橋麗那

第71回いわて国体 団体 5位 鈴木雄大・及川憂斗・小田島圭

団体 優勝

及川憂斗・小田島圭
大粒耒徳浩・鈴木渓太
渡辺碧人・青木紫朗
鈴木千里・千葉亮太

優勝 及川憂斗・小田島圭
2位 大粒耒徳浩・鈴木渓太

団体 準優勝

清水　あい・伊藤　紬
千葉　麻衣・佐藤　花音
大石　鈴来・伊勢田　梨歌
杉澤　梨・高橋　萌々花

個人 3位 清水　あい・伊藤　紬
個人 3位 千葉　麻衣・佐藤　花音

ハイスクールジャパンカップ岩手県予選 個人 優勝 清水あい
第96回全国高等学校ラグビー大会岩手県大会 準優勝 　
第49回岩手県高等学校新人ラグビー大会 準優勝

棒高跳 2位 新田　峻介
棒高跳 3位 高橋　聡平
棒高跳 1位 新田　英理子
110ｍＨ 1位 駒ヶ嶺　光瑠
円盤投 2位 菅野　由真
棒高跳 2位 髙橋　珠里
三段跳 2位 髙橋　珠里
2000ｍＳＣ 3位 八重樫　朋夏

100ｍ 3位 大山　里花
三段跳 3位 熊谷　奈保

4×100ｍＲ 3位
金子　遙果・駒ヶ嶺　光瑠
新田　英理子・大山　里花

棒高跳 ３位 新田　峻介
棒高跳 2位 新田　英理子

剣道部 第６５回岩手県下剣道選手権大会
高校男子団別個人
二段の部

2位 小西　世悟

《文化部》
部名 大会名 種目 順位 氏名（題名）
吹奏楽 平成28年度全日本吹奏楽コンクール第59回東北大会 銀賞

テレビドキュメント部門 入選 純くんへー大切な想いをのせてー
創作テレビドラマ部門 入選 櫻田門が変

優良賞 高橋　楓
入選 菊池　郁佳
優良賞 佐藤　礼佳
入選 松田　楓

オーディオピクチャー部
門

優秀賞 鬼剣舞～受け継がれる舞～

ビデオメッセージ部門 優秀賞 繋ぐ～想いを乗せる伝統～
ラジオキャンペーン部門 最優秀賞 Taro challenge
テレビキャンペーン部門 最優秀賞 あなたの一歩
テレビキャンペーン部門 優良賞 初挑戦

演劇 第39回県高総文祭演劇部門 上演部門 優良賞
昭和みつぱん伝～浅草・橋場二丁
目物語～

音楽 第68回全日本合唱コンクール岩手県大会 優良賞
参議院議長賞 高橋　菜々子
フジテレビ賞 皆方　綾
奨励賞 伊藤　理莉
優秀賞 高橋　菜々子
奨励賞 米川　花野

高橋　珠実
照井　結葵菜
久保　美友
高橋　菜々子

滋賀県議会長賞 髙橋　菜々子
京都市議会議長
賞

佐々木　真依

高文連夏季写真コンテスト 特賞 菅野　里菜
高文祭写真部門 優秀賞 剣吉　美紗稀

入賞 菅原　綾香
入賞 八重樫　明日香

岩手日報キャビネコンテスト １席 町中　大悟
岩手日報高校生フォトコンテスト １席 今野　佳奈
イー歯トーブ笑顔の写真コンテスト 学生の部 １席 剣吉　美紗稀

囲碁将棋 第39回岩手県高等学校総合文化祭囲碁部門 女子個人 ２位 高橋佑佳里

華道 Ikenobo 花の甲子園　2016 東北地区大会 ハーモニー賞
池田　美咲　後藤　瑠泉
名須川蓮未

文学 高総文祭文芸部門　岩手県高校生文芸コンクール 俳句部門 最優秀賞 豊泉　壮志

ディベート 岩手県Kenji Cup 高校生ディベート大会 第３位
梅木　萌花　及川　真奈加
仲谷　尚人　浅沼　朱那

陸上部

ラグビー部

平成28年度後期賞状伝達式 名簿

水泳部

男子
ソフトテニス部

第61回岩手県高等学校新人大会

女子
ソフトテニス部

秀作賞

個人

第20回東北高等学校新人陸上競技選手権大会

第67回岩手県高等学校新人陸上競技大会

第60回岩手県高等学校新人大会

放送

第６３回NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会

第39回岩手県高等学校総合文化祭放送部門大会
兼第34回岩手県高等学校放送新人大会

アナウンス部門

朗読部門

写真
高文連スライドフォトコンテスト

書道

第32回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

第39回岩手県高等学校総合文化祭書道部門

第１種

第２種

第44回全国学生比叡山競書大会
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