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がむしゃらに勉強Ц進略長メ礁螺える黒慶生
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燃える黒陵生
部活動 こ
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て
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餞
青糧 然やせ
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★婢畔罰Ⅸ3月 1日 )

鼻部麦週舗言2017 野罰号
平成 29年 4月 27日
岩手県立黒沢尻北高等学校

校長

菊池

浩

*黒 〕ヒは捨1立 93年 を迎 えました。日窓生は20.956人です。

《巣立ちの日 校 Flを 出て振り向瞬ゴ きらきら光る青春の日々》
黒陵 89回 生 228名 が学び舎を巣 立った。代表千田理秒子 さんは
答辞 で数 々の思い 出を語 り、次のよ うに結 ん亀
「この校舎で過 ご した 3年 間で私たちはた くさん笑 い 、悩み、多
くのことを経験 して きま した。 これか ら進むそれぞれ の道 にお い
て 、仲間 と過 ごした 日々は私たちを支 え続 けて くれ るはずです。

『 やる気の原点は目標にあ り、楽 しみの原点はプ ロセスにあ り、
喜びの原,点 は結果にある。
』私たちが聞き慣れたこの言葉を胸に感
謝 の気持ちを忘オじ
ず、 日の前に広がる新たな道を堂々 と歩んで行
の
きます。J式 後、卒業生全員で 「城歌」を高 ら力ヽこ歌い、母校 と
の別れを惜 しみ、在校生にエール を贈 った。 佐 の写真)

進路状況は、大学進学 176名 、短大 10名 、専門学校等 19名 、海外留学 2名 、就職 4名 、浪人 17名 。国公立大学合
格者は 120名 、内訳は、北見工大 (3)室 蘭工大 (1)北 海道教育大⑤ 弘前大⑦岩手大0つ 東北大(1)秋 田大⑦ 山形大(1)福 島
大⑨茨城大③筑波大③ 宇都宮大(1)埼 玉大②東京学芸大(1)新潟大③釧路公立大161名 寄市立大⑤ 青森県保大(1)岩 手県
立大(1カ 官城大O秋 田県立大④ 高崎経済大②前橋工科大(ron横 浜市立大②都留文科大③ 新潟県立大②。私立大学合格者
は岩手医大、東北引院大、津田塾大、帝京大、東海大、法政大、明治大、中央大、同志社大など 177名 。就職は岩手県
職に 2名 採用など。また、前年度卒業の浪人生は東北大学 3名 を始め 18名 が苦難に耐え花を咲かせた。それぞれの進
路先での頑張りを期待 したしゝ
☆ HABATAKE黒 陵 !(3月 12日 )《 香港の 夜 景に誓う我が未来 /11‑ノ ヤレ社会の リーダーとならん》
同窓会、保護者、市内企業から多大なるご支援を頂き、本校初となる学校独 自の生徒海外視察団を中国に派遣 した。
生徒は広い視野 と大きな志を持 つて〕
識 した。詳細の報告書は 5月 1日 、開校記念 日での報告会 と同窓会総会で配布
す る。学校ホームペ ー ジ 町mmTttE黒 陵」 にも掲載す る.
3/12(日 )
香港べ 移動

3/13(月 )
3/14(火 )

テ クノセ ン ター訪間
久 田有限公司 (プ ラ スチ ック等製造業)

深ガ￨へ 移動

東京彫刻 工業 (金 属加 工)第 一電材 (電機製造)工場見学
3/15(水 )
東京彫刻 工業、久 田有限公司で実習
3/16(木 )
学校 見学 「,知 ￨1職 業技術引院J、
会社訪問 「ツ ァンワンフー トン」 「SNAILNESTNOLOGYJ
3/17(金 )
香港へ移動 観光 (夜 景 も堪能))

3/18(土 )

帰国
久田有限公司で研修する HABATAKE黒 陵第 1期 生

☆入学式 (4月 8日 )《 黒陵に 入学せし誇り
胸にして 伝統の間を父母とく
ぐる》
新入生 241名 が黒陵 ∞ 回生 として入学 した。新入生 を代表 して
小原真優 さん (北 上 中学校出身)力 ｀
次 のよ うに宣誓 した。
「歴 史あるこの学校 で学 ぶ ことに大きな喜び を感 じるとともに、新
たな生活 に向けて身の 引き締 まる思 いです。私 たち新入生一 同は、
今 日の この気持ちを忘れず、これか ら女
台まる三年間を有意義なもの
とし、 自らの夢 を実現す るため、次の とお り励む ことを誓 い ます。
常に高 い志を持 ち、師を敬 い努力を惜 しまず学び続 けます。部活動
で技 と心 を磨 き、仲間 と切磋琢磨 しなが ら文武両道 を実践 します。
伝統を誇 り、黒陵生 としての名 に恥 じぬ よ う、社会に貢献できる人
間を 目指 して精二 杯努力 します。J

★応援歌練圏 (4月 10日 〜17日 )《 向上の一路ましぐらに 進む健児が意気を患

》

感想文 「応援歌練習 を終えて」
◎最初は、学校 が嫌 にな りそ うな くらい辛 かつた し、応援団
か ら言われ る 「下を向いて 目を開 じろJか ら 「前に出ろJに
至 るまで何 一つ として理解 できなか った。「なぜ こん な伝統
を作 り上げた のかJ「 なぜ こんなことをす る必要があるの
かJそ ういつた気持 ちで取 り組んでいた。そ んな気持ちで取
り組んでいたせいで、全てにお いてや る気 を無 く していた
が、最後まで耐 え抜 いて 目の前に広が った景色は、想像超 え
ていま した。団長 が言 っていた言葉 に 「黒陵 の強 く美 しい桜
は、辛 く苦 しい冬 を乗 り越 えない と咲 くことはない」 とあつ
たが、 自分たちが必死にな って取 り組 めば、や ること成す こ

と全てを成功へ と導 くことがで きるとい う意味を含んでいたよ うに思 う。
『 耐雪開花』 と言 う言葉 と同 じだが、自分た
ちも花 と同じように、苦 しい応援歌練習 を乗 り越えた ことで見 える景色は何 にも変 えられない と感 じたのだろ う。 も
ちろん、花を咲かせ、実を結ぶのはまだ先 の話かもしれないが確実に上に向かつて歩いてい くための階段 を作 って く
ださった応援部 と有志の皆 さんには本当に感謝 している。最後 になるが、応援歌練習で得た力は、応援歌を覚 える記
憶力や耐 えるための基礎体力などではなく 「精神的な忍耐力J「 最後までや り抜 く責任感」主にこの 2つ の大きな力を
養 つて くれた と自分 が感 じている。黒陵生になるために、厳 しい練習 を乗 り越えさせて もらつた。支 えて頂いた方 々
に感謝 したい。
◎私は、 2日 目の放課後からみんなと 一緒に練習することが難 しくなつて しまい、とても残念だった。みんなが頑張 っ
ているのに自分 壇 っているとい うことがとて も嫌にな り、だんだん と歌 うことも意識 した。緊張や不安、恐怖でごは
んが食べ られなかった り、夜 に日が覚 めて しま うなど、今まで体験 したことがないよ うなことがた くさんあった。自分
は基本的に前向きで明るし｀
i生格のはずが、まるで自分ではない人になって しまったよ うな気が した。そんなときに励 ま
￨｀

して くれたのは、家族や親せきだった。特 に母には毎 日すべての応援歌を聞いて もらい、ア ドバイ スをしてもらつた。
また、応援歌練習 の間は生徒会 の人たちに文えてもらつた し、有志 の方々に応援 して もらつた時もあつた。「こんなは
ず じゃなかった」とず っ と思っていたが、たくさんの人の支えのお力ヽずで、周 りと少 し違 って もがんばることができた。
もし、支えがなければ自分は ここまでやってこられなかった と思 う。応援練習 を終えてもちろん苦 しいことに耐えるた
めの力を身につ けることもできた と思 うが、自分は一番、周 りの人がい ることのあ りがたみを実感することができた。
来年は後輩を支える立場になつていきたい と思 う。
◎応援団 と生徒会の方 々に感謝 しかあ りません。とても怖 かったですが、黒陵生 としてのあるべ き姿を見せてもらえま
した。あ りがと うございまりL太 鼓の人はImを 流 しなが ら叩いてい ると問いたときに、まだ私たちは全然辛 くないんだ
なと思えま した。先輩たちの頑張る姿を見てまだまだ頑張れると思えま した。先輩方の思 うよ うに声や態度 で しめす こ
とはできなかつたかもしれませんが、私たちな りの精二杯を最後に出す ことがで きました。黒陵の伝統を途切れ させぬ
ように、後輩たちにしつか りと伝えていきたいです。

★《黒陵嘔物「万柔の桜」》

rll百 占選晨
晟吾暴桑罫悪子可
110:00 記念講演 【
藤代博之さん

《満開の桜の下で化学の授業》

《笑顔嘲満開のランチタイム》

――
―――ロローローーーーーーーー由――――――――――――――――ロロロ曖――、
(岩 手大学理工学部教授・本校昭和 50年 卒業、47回 生)「 大学で何を学ぶか?」 】

16:00 同窓会総会 (シ ティー プラザホテル )
(本 校体育館 )
*講 演会・総会とも当日の受付が可能です。多くの方の参加をお待ちしております。問い合わせは学校 097‑63‑2181)ま で。

11:40 HttATЖ E黒 陵 海外派遣報告会

