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きたかみ世界塾一期生・黒陵魂見せた
心を磨いて進路実績記録的に飛躍

!

国公立大学 151私 立大学 195公 務員 2
卒業 生 231名 の進路 が決定 した。国公 立大合格者数 が 151
名 で卒業生数 の 65.4%と な った。 これ は平成 になってか
らの新記録81127年 度入学生 (黒 陵 90回 ω は 「きたか
吼咀AT皿 黒陵」の一期 亀 ヨヒ上市 の支援 を受
け地域課題解決 プ ロ グラム に取 り組 み、 グ ローバル な視

み世界塾

点 で 自 らの 在 り方・ 生 き方 を探 求 して きた。 昨年 の
脱咀JAE黒 陵」海外派遣 に参加 した及川 真奈加 さんは
「将来 、世界 を舞 台 に国際平和 の仕事 に就 き社 会貢献 し
たい Jと 国際教養大学 を志望 し見事 に合格 した。231名 全
員 が部活動 に も積極 的 に取 り組み 心 を磨 き、や りきる黒
陵魂 を養 った。 ま さに 「一 人ひ と りが文武 両道 を実践す
る進学校 ・ 伝 統 を重 ん じ人 間性豊 かで有為 な人材 を育成
す る学校」 を実践 した と言 える。合 格者数 は次 の通 り。
【
国公立大】北見工大 1、 J麟 曜動育大 9、 弘前大 4、 岩手大 20、
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HA3ATM黒 陵 海外派遣大きな成果
今年度 も 3月 H日 (日 )か ら 17日 (土)ま で 1週 間、
中国の深釧で研修を積んできま した。深ガ1は アジアのシ
リコンバ レー と呼ばれ発展著 しい場所 です。測 II市 だけ
で香港のGDPを 抜 いたそ うです。 12兆 2400億 元、約
38兆 円 201路 /1付 日本経済新聞)研 修内容は、 日本 の
企業が進出 している 「深り￨￨テ クノセ ンター」での見学や
実習、講義などを受けま した また、世界最大 の ドローン
メーカー「DJI」 を訪問 しま した。 (最近 の ドローンは
コン トロー ラー を使わずに、操縦者 の手の動きで操れ る
のにビックリ !)さ らに、深馴大学を訪問し、国際交流学
院 の副院長 か らお話をいただき、中国へ の留学事情や起
大学は 日本でい
業意識 の大切 さを教わ りま した。 餡∪‖
′
・
1/1
レ
え7よ 東大 京大 や
日本にいては決 してできないよ うな ことを沢山経験す
る ことが出来ま した。 生徒 たちは、大きく成長 して帰 っ
てきま した。 「HABATAKE!黒 陵」とい う海外での研修
の機会 を与えてくだ さつた同窓会、円■、地元企業の方 々
に心か ら感謝 申し上 げます。 (引 率教諭、藤 田lal

東北大 8、 秋田大 7、 山形大 4、 福島大 15、 宇都宮大 5、 埼玉
大 2、 東京学芸大 1、 東京芸術大 1、 千葉大 1、 新潟大 5、 富山
大 1、 信州大 1、 愛知教育大 1、 釧路公立大 8、 名寄市立大 1、
札幌医大 1、 はこだて未来大 2、 青森公立大 3、 青森県保大 3、
国際教養大 1、 岩手県立大 11、 宮城大 4、 秋田県立大 9、 福島
県医大 1、 山形保健医療大 1、 高崎経済大 5、 前橋工科大 2、 首
都大東京 2、 都留文科大 1、 新潟県立大7、 富山県立大 1、 福丼
県立大 1、 兵庫県立大 1【私釧
6、

北海道科学大 3、 酪農学園大

青森大 2、 ノヽ戸工大 2、 岩手医大 6、 盛岡大 33、 岩手保健

医療大 2、 富士大 3、 石巻専修大 1、 仙台大 1、 東北学院大 フ、
東北工大 7、 東北福祉大 3、 東北医薬大 2、 宮城学院女子大 5、
尚細学院大 3、 仙台白百合大 2、 秋田看護福祉大 1、 東北芸術工
科大 1、 いわき明星大 1、 奥羽大 1、 つ くば国際大 1、 流通経済
大 1、 国際医師

自鵬大 2、 日本工大 1、 文教大 1、 文

4、

教学院大 1、 日白大 1、 日本医療科学大 3、 東都医療大 1、 淑徳

テクノセンターで記念撮影・派遣報告会は 5月 1日 開校記念 日
講演会の中で実施 します。多数のご来校をお待ちしています。

大 3、 秀明大 1、 青山学院大 1、 桜実琳大 6、 北里大 3、 杏林大
2、

国立音大 1、 駒澤大 1、 芝浦工大 1、 大正大 2、 大東文科大

1、

玉川大 1、 中央大 1、 帝京大 3、 東海大 2、 東京家政大 2、

東京工科大 2、 東洋大 4、 日本人 9、 日本社会事業大 6、 日本女
子体育大 1、 日体大 1、 法政大 4、 明星大 1、 麻布大 1、 神奈川
大 1、 関東学院大 4、 フェリス女子大 1、 横浜薬大 1、 新潟薬大
1、

山梨学院大 1、 静岡理工科大 1、 常葉大 6、 中京大 1、 京都

産業大 1、 同志社大 5、 近畿大 2、 大手前大 1、 吉備国際大 1、
国公立団
【
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3月 22日 (木 )終 業式・涙の離任式
教職員人事異動 16名 が転任・ 退任
終業式 が行われた。校長講話に先 立って生徒会長・依
「執行部 が体育
田一夏が今年度 の生徒会活動 をふ り返 り、
祭や文化祭 で準備 が遅 く全校生徒に迷惑をかけたがみん
なが協力 して盛 り上がってくれた」と感謝を述べ、「次年
度はグローバル社会に 目を向ける『 きたかみ世界塾』や

岡

TA皿 黒陵』 の 中で海外 の高校 と姉妹校のような交

流 をしたい。み んなが新 しいチ ャ レンジをしてもつとも
つと意欲的、積極的な黒陵の生徒会や学校生活にしたい」
と抱負 を述べた (抱 負を述べ る生徒会長 ・依 田一夏)

銹ε聰 湧

離任式 。退任式】
【
3月 21日 の新聞紙上に岩手県教育委員会の春の人事異
動が発表された。翌 22日 、離任式・退任式を行い、転退
任者がそれぞれ黒陵生への思いを述べた。
退職 :菊 池浩 頗
、新沼正史 (英 語)→黒北再任用
→黒北非常勤、箱崎満美 (英 語)、 高橋匡之
及川清克 憫
科)沖 たい子

(事 務)、

(理

古賀美玲 (事務)

転勤 :千葉治 偏厳 長)→ 花泉高・校長、谷口寛 (数 学)→沼宮
内高、寒河江みちる
→高田高、椛本康平

(英 語)→福岡工業高、三階堂幸枝 (英 語)
(英 語)→ 盛岡―高、小林隼人 (数学)→ 久

慈東高、堤友理江 曙 斗)→ 杜陵高、渡部将
岩渕織江

(英 語)→ 宮古高、

(事 務)→ 北上翔南高、千田莉香 (事 務)→ 久慈高

《
終業式 コ校長講話》
2月 に行った学校 アンケー トの 中に 「課題 の内容や量
は私にとって適切である」とい う項 目があつたが、「そ う
思 うJと い う回答が 40%と 下がつてい る。 6害 Jの 人が
「課題 が多いJと 感 じてい るとい う結果 ですЭ このこと
について考えてみます。本校に入学する多 くの生徒は家
退任式での校長挨拶》
《

庭学習 の習慣 が身についてい るとは言 えない現状です。
しか し、全員 が大学に入学 したい とい う希望を持 って入
学 してきている。 だか ら入学時に 「家庭学習 の時間を最

力向上を 目指 して創立 した県内に 5校 ある旧制中学校 を

低 3時 間は取 って欲 しい と」話 した。 さらに進路達成の
ために夏休み以降課題の量を増や している。それを多い

前身 とした歴史 と伝統ある学校です。 これまで卒業 した
人は 21,187人 、全 ての先輩が誇 りを持 って卒業 してい

と感 じているよ うだが、黒北 の先輩はそ うや つて進路希

ますЭそ してそれぞれの分野で社会貢献を しています。
北上和賀地区のすべての人 がそ うい う人財を生む学校

望を達成 してきた。今年度 の卒業 生も素晴 らしい成果 を
あげている。君 たちも自分 の将来を見て欲 しい。 ゴール
はどこだ ?君 たちの ゴール は大学入試 ではない、将来を
豊かに生きること、そ して社会貢献をす ること。例 えば
医者になって社会貢献が したい とい うゴール を設定 した
人は、そ の第一の 目標 が大学入試である。 自分 の ゴール
を考えた時、今頑張れないで第一 日標 を突破 できないの
は、今や らないでい るのは、将来 の 自分に対 して失 ネ
Lで
はない力、 や らなければな らないことはきつい し、楽 し
くはない。 しか しそれをや らなければ力にな らない。平
昌五輪 で女子スピー ドスケー トは素晴 らしい成績 を残 し
た。金メダルの高木姉妹 の談話 の 中で印象的なものが あ

黒沢尻北高校は大正

13年岩手県 の リー ダー養成、学

だ と信頼 して くれています。だか ら君たちはその伝統 を
区がなければな りません。信頼に応える責任 がある
引き糸
のです。ぜひ誇 りと品位 をもつて生きて欲 しい。そのた
めにも 「がむ しゃ らに勉強 し進路達成に燃 えろ、ひたむ
きに技 と心を磨き部活動に燃えろ、伝統を誇 り遠大 の志
を持って青春を燃やせ !」 とい黒 陵健児 のスローガンを
胸に して頑張つて欲 しい と思います。黒陵は君たちの人
生を創 るかけがえのない青春 の学び舎、学園です。 この
学園で大い に笑 つて泣 いて悩 んで人生を学んで くださし、
君たちの未来に幸多かれ と心か ら祈 り応援 し続けま九

つた。彼女たちは以前なかなか結果が 出なかったがピ ョ
ンチ ャンに向けスケー ト強豪国 ドイ ツか らコーチを招聘
し指導 を受けることになった。彼女 たちは先進的な科学
的 トレーニングに期待 したが、結局はものす ごい練習量
だった、とい うもの。未来 の 自分 の ゴール を見て欲 し,ヽ
そ うなるために、がむ しゃ らにお勉強 して欲 しい。君 た
ちは出来るはず。期待 しています。

時を経て友と語 りし黒陵の万柔の桜永久に咲かなむ

胴上げで送 つて もらいま した。重いのに、あ りが とう

退職やらゝ
るえる肩になごり雪

(浩

)
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