燃 え る 織 鐘
がむしゃらに勉強し、追路逹咸に燃える黒陵生
こ
ひたむきι
囃に心を差 、
部 活動に燃える黒陵生
伝筑蒻初、逹人の恙を持って青春を燃やせ
!

31日

岩手県立黒沢尻北高等学校

校長

菊池

*黒 jヒ は倉1立 93年 を迎えました。同窓生は20956人 です。

7月 28日 (a中 学生一 日体験入学 を実施 した。県内
20の 中学校 か ら中学生 497名 、保護者 65名 、中学
校 の先 生 29名 、計 591名 が本校 を訪れた。学校説明

《
陸上競技部》新田英理子
◎全国高総体 (南 東北インターハイ) 棒高跳 11位
◎東北総体 (秋 田ミニ国体

会 の あ とグルー プに分 かれ模擬授業 を体験、部活動 を見

)

3m62

第 1位 (大会・県新
記録)司 体出場決定 佑 写真)
◎全国高校選抜大会 (大 阪)

学 した。受付、案内、学校説明な ど生徒会執行部 が担当
し、ふ り返 りのアンケー トで中学生か ら 「生徒 の皆 さん
の対応、雰囲気がよか つた。」「生徒会執行部 の誘導、指

3m607位 入賞
「初 の全 国 人 賞 でうれ しい。

示が素晴 らしくす ごい と思 つた。J「 みんな明るく楽 しそ
う」な どとい う声 が寄せ られた。

磯

惜 しくも決勝進出ならず

平成 29年 8月

7/280中 学生一 日体験入学 591名 がが参〕ロ

夏の場鐵
栓 国・粛ヨt汰 会 )
新田英理子全国で飛躍

鑽i

黒陵通信 20]7 第4号

インターハイ・ ソフ トテニス部男子》
《
団体 :1回 戦 1‑② つ るぎ高校 (徳島
個人 :及 lll憂 斗・ノ田島圭 1回 戦④ ‑0徳 山高専
(山 口)、 2回 戦 0‑④ 高田商業 (奈 良)
大粒未徳浩・鈴木渓太 2回 戦 0‑④ 高瀬高校 (香 川
インターハイ・ソフ トテニス部女子》
《
個人 :清 水あい・伊藤紬 1回 戦 1‑④ 大津商 (滋賀)
杉澤梨・高橋萌々花 1回 戦 ④ ‑0熊 本北 (熊 本
2回 戦 2‑④ 広島修道大鈴峰女 (広 島)
◎全国高総文祭 (南 東北
《
放送部》高橋楓 ビデオメッセージ部門ブロック 2位

他に多かった回答内容】
【
。学校紹介 とVTR(放 送部制′
つ が とても面白かつた。
・模擬授業はとてもわか りやすく楽 しく受けられた。
・吹奏楽部の演奏、音楽部 の校歌紹介に感動 した、
。入学するのが楽 しみになった。受験勉強頑張 りますЭ

)

]ヽ

)

)

)

《
囲碁将棋》高橋佑佳里 3勝 3敗 第 32位
吹奏楽部》県代表 として出場
《
◎第 64回 NHK杯 全国高等学校放送 コンテス ト
テ レビ ドキュメン ト入選、倉J作 ラジオ ドラマ入選
◎第 13回 岩手 日報高校書展
高橋 菜 々子 日報大賞 (最 高賞)
◎全 日本吹奏楽 コンクール回岩手県大会
金賞 (岩 手県代表)→ 東北大会で銀賞
(写真・8/24東 北大会出場を北上市長に報告会 、左か
ら市長、江釣子中、上野中、黒北、専北、教育長)

(明 左上から・全体会の進行をす る執行部・高橋千穂
水
奏楽部歓迎演奏、国語の授業 (菊 池) ラグ ビー部の練習 を見学
(2‐

3)、

す る中学生、保護者

ミニ国体ラグビーで先輩見つけた 1 8ノ19。 秋田市
ラグビー少年岩手県選抜に本校から 10選 手が選抜 されたが
惜 しくも国体出場はならなかった。成年 と女子選抜にも本校卒
業生が選ばれ活躍 したが双方 とも国体出場を逃 した
成年 :左 。児玉康 (北 上市役所)右 ・藤原壮太 (岩 手県職員)
女子 :左・ 高橋千晃 (日 赤秋 田看護大)右・後藤璃乃 (日 体大)

驚 織 構 1700名 来場
8月

26日

(土 )、

27日

(日

轟鉤 ξ

)黒 陵祭を開催 した。

昨年か ら土曜 日は校内発表 、日曜 日に一般公開 とした。
日曜 日は好天に恵まれ、午前 9時 の開始 と同日
寺に多 く
の方が来校 した。
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宣伝活動 を行 った。市役所前広場では校歌 。エール を披

今年度初登場 「黒陵 まん じoう 」
黒陵まん じゅ うは 2種 類、黒糖 が上 写真。甘 さの中に伝

露 し市民か ら声援が寄せ られた。

統 と誇 りを感 じたこ
)一 個

8混 6(上 )応 援部 と有志に よる広報隊 が北上市内を歩 き

100円 。食堂開始― 時間で売

り切れ る人気 茶道部 のお東 子 (3種類 )の 一つに も採用
されて いた。

転勤 された佐藤禎信先生来拠 す ぐに 3年 生に囲まれた。
サ ッカー部屋台の焼き鳥に舌鼓を打ちなが ら笑顔満開。

1年 生 「きたかみ世界塾 」 グループ発表
このグループ では高齢化社会に対応 した町作 りを課題 と
し解決策 を考えた。未来 の リー ダー達に期待 したい。

書道部 による 「書道 パ フォーマ ンスJ 音楽にのせて全
員で力強 くそ して美 しくコブク ロの 「今咲 き誇 る花たち
よJの 歌 pplを 書 き上げ、最後 に万感 の思 い を込め 「誇」の

一′
き不舌Ыこフラ ンクフル トを焼 くラグ ビー音
『員。
左は昨年度県高総文祭俳句部門で 「灼熱 をま とって走 る

一文字で締め くくると大きな喝采を浴びた。

・7日 (木 )〜 12日 (火 )前期末考査
9月 行事予定】
17日 (日 )PTA講 演会 。
22日 (金 )期 末休業 日
υ H
エ 曜講習
｀コ ン ｀
、工16日
(土
ヽJ̲ノ)土
Ⅲ2日日 (J∋
"F口 世 H

トライまで」 と詠み、岩手県チャ ンピオンになった豊泉
選手。 フラ ンクフル トの焼き方にも趣が感 じられ る。

￨【
,。

￨三

￨ 「模振店の賑わい焼 て黒陵祭」(壮 恙
tヽ

ノ

)

