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大学入試本番
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きつと勝つ !の 願 い

大学入試セ ンター試験 (1/13〜 1/14)231名 受験
1月 12日 (金 )翌 日か ら始まる大学入試セ ンター試験
を前 に黒 陵会館 で結団式、激励会 を行 つた。 PTA母 親
委員会か ら 「きっ と勝 つ !合 格 IJの 願 いが込 め られた
「キ ッ トカ ッ トチ ョコ レー トJと 「5角 形 の合格鉛筆 Jが
全 員 に配 られた。放送部が作成 した先 生方か らの激励 メ
ッセージにはそれぞれの思いが込 め られてお り、そ の魂
を受 け取 った受験生は決意 を新たに して 次 の 日か らの試
験 に臨ん浅
(写 真は 「You can do ltl」 とメッセージが書かれたチ
ョコ と鉛筆。代表 して願いを受け取 る 3年 5組 菊池蓮 )

(セ

ンター試験の朝、雪の中の応援 「先輩頑張れ

伝卒
た芸能「能楽」体験

!」

)

総合学習紹介

本校 の総合的な学習 の時間は「きたかみ世界塾 Jで 、地
人
域 の課題探求、グ ローバルノ
ヽ
材育成 を中心 としたプ ログ
ラム を進 めている。そ の一環 として 10月 に 日本 の伝統芸
能を学 んだ。喜多流・北上喜櫻会語 と仕舞 の会 の「素謡」
「仕舞 J「 連調 Jを 鑑 賞、実際 に仕舞や太鼓 を体験 した
。

1年 1組 月ヽ
【
泉和心

翌 日は学校 集合 が 7:30、 バスで受験会場 の富士大学 に
向かつた。先輩達 を応援 しよ うと後輩達 が 7時 前か ら集
合 し、冷 え込んだ雪景色 の 中、声 を限 りに応援歌を歌 い
送 り出 した。
1日 目は地歴・ 公民 、国語、英語 の 3教 科 で 18:10ま
で 、 2日 目は理科、数学で 17:40ま で。疲れ果 てた様子
を見せた ものの さすがは黒陵魂 の持 ち主達、 自己採点 を

し、出願準備 、個別試験 の勉強に取 りかか つた。
1月

22日 か ら国公立大 学 の 出願 、私 立大学 の試験 も

始ま りい よい よ本番 、 がむ しゃ らに頑張つて欲 しい。 国
公立大学前期 の試験は 2月

25日 か ら、後期試験は 3月

12日 か ら行われ る。夢 を諦めるな。君たちはできる

!

(写 真)の 感想】
能楽に触れることができて良かつた。声をそろえての
謡はマ イクもないのにとて も響いて重みがあり迫力を感
じた。舞を実際に体験 してみて、手の向き、足の運びなど

とても難 しく、仕舞いの先生方が身体の先 々まで とても
美 しく表現 しているのは素晴 らしい と思った。伝統を糸
睦
承す る若い人が少ない と伺い少 し寂 しい気が した。 これ
からも機会があれば古典に触れ 日本 の心を勉強 したい。
行事予定
2月 13日 (火 )〜 16日 (金 )学 年末考査
2月 23日 (金 )PTA役 員会
2月 28日 (水 )卒 業式予行

3月

3月 8日 (本 )高 校入試学力検査
3月 15日 (木 )合 格発表

1日 (本 )卒 業式

