平成十三蓑前期生徒会
執行部が決定した︒
以下は︑新執行部からの
一宮である︒

最終学年という追い込ま

つくっていきたいと思いま
す︒

僕は︑副会長になった山
口翔大です︒抱負としては
会長やその他の執行委員と
協力して岩高をもっと賓の
高いものにしようと思いま

哉

す︒どうぞよろしくお願い
します︒

紀柑智
書押合
森
畜記に当濁した森合で
す︒私は公約通り会長︑副
にできるか︑自分自身と勝
負していくつもりです︒が 会長を補佐しがんばって行
んばります︒
こうと思います︒
士

記欄大
書錘澤
米

今年度から︑中学部も本
格的に︑生徒会執行部を発
足させることになりました︒
次がその役員です︒
◆
◆

ま行粁

自分が関与していない︑
既に用意されたモノの中か
ら︑しかたなく︑自分が楽
しめそうなモノを見つけよ
うとする︒
今までの石櫻祭のイメー
ジがそうではなかったか︒
現在︑石捜索実行委員会が
中心となり︑掲示︑放送を
使って石櫻祭行事参加募集
を呼びかけている︒今年の
右横撃Jそ皆で盛り上げよ
うと必死だ︒
当然︑背とは生徒全員を
指すわけだが︑ここらでデ
カイ事をやってみてはどう
だろう︒
手始めに石櫻寮を自分の
挑戦の場として︒
︻3E 阿部 潤︼

■

生徒会長
三年甲組 北田 和也
副会長
二年甲組 佐々木裕太部
番 記

おレークイ17ランデフ小）とん
叩 〟9佃。入

学生募金の街頭募金に協力
しているが︑車椅子寄贈の
ためのアルミ缶回収など︑

◆

−

三年甲娼 古舘 静也
一年甲組 武田 明典
◆

中学校生徒会は︑中学校
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今司香記となった米澤
この度︑副会長になった
斉藤です︒任顔は残り少な です︒あと的半年ほど︑し
いのですが︑会長や書記の
っかり頑張っていこうと思
みなさんとよりよい学校を っています︒
ている︒生徒会として何か
しらの解決策︑対処法を考
え︑校内環境の向上を図り
たい︒

また︑本校の多くの生徒

今後ともボランティア活動−
には︑棟極的に取り組んで
行きたい︒

にもボランティア清動への州全体がよりよい中学校生活
参加を呼びかけていきたい ⁝を送れるようにし︑行事な
と考えている︒
どでの企画や準備︑運営な

当．．

れる立場の中で︑どれだけ
生徒・学校のために身を掛
けていく︒今年の講演会に
1 ﹁有言実行﹂
生徒会役員選挙で各役月 は︑著名人を呼び︑必ずや
が示した公約を︑なるべく 皆さんのご期待にお応えし
よう︒
早い段階で実行する︒しか
も︑﹁前進︼だけでなく︑過
去の生徒会の記録もふまえ
た︑r有言実行︼を果たして
いく︒
2 ﹁石櫻祭の成功し
これまでの石様舞は︑果
たして漣もが粂しめるもの

3 ﹁校内環境の向主

1 宗ランティア活動の

だったか︒
今回生徒会は︑今までに
ない︑﹁心の底から﹂﹁やっ
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どをします︒
5 rバン販売の継続し
今年から新たにスタート
例年通りパン販売は乾け した生徒会で︑うまくいか
て行きたい︒パン販売係を
ない所もあるかも知れませ
組親し協力をお願いする︒
んが︑みなさんのご協力よ
ろしくお願いします︒
︻岩手中学校
生徒会執行部︼

〜21世紀、理想郷を求めて〜
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生徒会執行部︼

最高に盛り上げようぜI今世紀

年
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一

春吉βの大会結果
第4両
シャヒ先生
教育実習

自動販売観が一時停止に
充実﹂
平成十二年度後斯執行部
なり︑それに喫煙・ゴミの
処理に関する問題も浮上し として︑四月は︑あしなが
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第1両
新執行部決定
第2・3両
て艮かった﹂と思える充実
した内容を︑念入りな準備
を積み重ねることで組み上

ThePrimeCentury

なプレーの無い︑よい大会
だった︒
中学は︑三学年の縦割り
で︑卓鏡とソフトボールが
行われた︒
グラウンド状暦を考え︑
リレーは後から行われた︒
数十年ぶりの部対抗リレー

の顔枝は︑つつがなく進行
した︒例年と比べて︑野蛮

雨模様の天気だったもの
の︑外でサッカーやソフト
ボールが決行された︒室内

五月十日十一日︑そして は仮装が楽しかっ
十九日に春季校内体育大会 た︒︻出版委員︼
が行われた︒

仮装に盛り上ガる

巾．守J7．甘
庸日南 晶
態
（ブHグタンス．・入日一ト▲暢
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▼桜の花も散り︑若葉の頃

も過ぎ︑婦が日に映えるの
を見て︑もう夏がすぐそこ
まで来ていることに気づく

⁝㌔本当は︑ただ暑くな
ってきたからそう思うのだ
が︒▼生徒だけではなく︑
先生達も加わり︑学校全体

が白熱した体育大会も終わ
った︒一年生の皆もだいぶ
学校に慣れてきたのではな

いだろうか︒▼政治の世界
では︑遂に失言で世間をに
ぎわしてきた森首相が辞任
し︑新しく小泉首相が座に

着いた︒まぁ︑日本をより
よい国にしてくれるなら誰
に任せてもいいんだろうけ
ど︒ところで︑わが校の国
会⁝⁝もとい生徒会でも︑

新しい役月が決まった︒執
行部員は立派な公約を掲げ
ていた︒こちらの方も︑新
執行部を中心として︑より
よい学校生清を送れるよう

にしたいものである︒▼も
う高総体も終了した︒三年
生にとっては高校での部活

動の最後を締め括る大金と
なった︒悔いの残らないよ
うに︑自分の力を最大限ま
で引き出して頑張ってくれ
たであろう︒きっと︑高校

li

生活の大切な思い出として
記憶に残るものとなるのだ
から︒︻三A 宍戸 透︼

本校テニス部の活足は︑次のように︑
岩手日報でも大きく取り上げられてい
ます︒

個人は歴代の先輩記録を
ぬりかえ︑産休はペスト8
日指してがんばってきます︒
▼竹浪 康弘

今までのインターハイで ▼谷地 隼人
団体戦は一国も勝てなかっ
たけど︑員指してがんばり
伸

▼檎

テニス部の目棟は︑全国
インターハイでは拭対戦

で勝利を収めることです︒

岩手日報（平成13年6月2日）
僕は実際に試合に出るこ
とはできませんが︑その分
先輩たちの応援とかをがん
ばって︑一つでも多く勝て
るようにがんばります︒

ダブルス
赤坂・谷地 琴二位
楠・谷地
岡本・浦島
以上 ベスト8
0議22回岩手県ジュニアテニス選手権大会
5月5日︵土∵6日︵日︶太田スポーツセンター

甫勢
布台
古館
鳥居

＼

十六歳以下シングルス
一B 竹浪 優勝
一A 雷巴
ニF
一C
一A
一D

以上 ベスト16
十六歳以下ダブルス
竹浪・石田︵北松園中︶ 準優勝
福勢・吉田
鳥居・布台

十八歳以下ダブルス
赤坂・谷地 準優勝
橘・佐藤 拙竺二位

以上 ペスト8
十八歳以下シングルス
谷地 準優勝
構︑赤坂 室二位
佐藤︑岡本 ベスト16
好調なテニス部は︑六月二十二邑東北大会において
も優勝を果たしました︒

ペスト16

0第出回北鴎旗争奪大会
5月20日︵日︶︑宮古市体育館

慢勝
○籠33回県高校選抜大会
5月13日石︶︑県営武道館
対 遠野高 0−3

1月30日︵里︑岩手県営武道館
団体戦
対 盛岡中央高 2−1
対 不束方高 2−2
対 盛岡南面 3−2

シングルス
谷地⁚努二位

高山・吉田 ベスト旨
○岩手県A鱒ソングルストーナメント
5月19日︵土︶︑太田スポーツセンター

以上

二D 谷地
以上 室二位
三A 佐藤
三A 岡本
一B 竹浪

つ高総体地区予選
4月26日︵木︶〜28日︵土︶︑太田スポーツセンター
シングルス
三C 緬 優勝
三D 赤坂

獣魁乳濁酢潤：鮎弘谷地（2D）
ベスト8

団体戦
対 花巻北C
対 黒沢尻北
☆第53回県高総体
6月1日︵金∵ 2日 ︵圭︑水沢市体育館
団体戦
予選リーグ
一回戦 対 二戸高
二回戦 対 千厩高
決勝トーナメント
¶回戦 対 宮古工業高 3−2
二回戦蒜丁々決勝︶対 高田高 3ト2

4月25日︵水︶・26日莱︶︑県営運動公励
対 盛岡農業高 6−2

対 盛岡中央高 013

6月1日︵舎〜3日百︶︑松尾村轟岩手連峰
︷三B石川︑三C吉甲三D山内︑二C檜山︶
第五位／6
1チーム中

4月25日宗∵26日︵杢︑盛岡市立武道館
団体戦

予選リーグ
対 盛岡農業面 310
対 盛岡北高 5ト0
決勝リーグ

対 盛岡第三高 4−1
対 盛岡第一高 3−2
優勝
個人戦

予選通過者
60短級 三B 和臼
66毎級 三E 金田一
73短敬 三C 森合

81短敬 三E 矢幅
二D 遠藤
測地級 二C 小原

二F 阿部
用地級 二C 内藤
州毎超級一D 菊池
○祭日阿市民体
4月諏日有︶︑盛園市立武道館
対 盛岡南高 1−4

対 盛岡商慧 1−3
○市内高校二線春季十人制桑道大会
5月19日壬︶︑盛岡市立武道館
対 雫石高 SL2
対 盛岡帝石 2−6

☆第日同県高総体
5月24日︵金︶〜27日︵日︶︑岩手県営武道館
団体戦
予選リーグ
対 大迫高 0−5
対 大東高⁚n−4

決勝トーナメント
対 久慈農林高
村 盛陶工票高
対 盛岡中央高
ベスト8
個人戦

トト ト
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ます︒

▼赤坂 利男
個人ダブルスで先輩がベ

ベスト8を目指してがんば

C D】∋

全国大会に出場する

︻出版垂員︼

ります︒

小道和
原藤田

部員に意気込みを聞き
ました︒

▼佐藤 友則

ス

ス

ス

スト16まで入ったので︑記
録を破るようにがんばる︒
団体はベスト8日指して
がんばります︒

大会結果
詐優勝l
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○全日本ジュニア男女柔道体重別選手権大会県選考会
6月3日︵呈︑岩手県営武道館
90地紋 二C 小原
一国戦 対 三本松︵一閃学院︶一本勝ち
二回戦 対 村井富士大︶ 一本負け
〇第9回県民体 盛岡地区予琴去
6月6日︵水︶︑盛岡市立武道館
60短級 三B 和田 推薦
66k汲 三E 金田一予選通過
90k敬 二C 小原 推薦
珊振放一D 菊池 予選通過
無差別級 二C 内藤 予選通過

5月31日︵木︶〜6月3日︵里︑
北上市和賀川グリーンパークテニスコート
個人戦
五組とも二回戦で敗退

盛岡市営体育館

団体戦
二回戦 対 大東高 211
三回戦 対 釜石工璧向 2−0
準々決勝 対一関学院 0−2
ペスト8入賞︵シード権確保︶

○高総体地区予選
1月26日︵木︶・27日︵牽︑
団体戦
Bグループ

◎第出回市民藁地区予選

ダブルス
高宮・角掛 グループ二位
県大会 出場
三E千葉・三も中村 グループベスト8

三B 高宮
二盲一見
一D 藤澤
以上 グループベスト1
二B 関 グループベスト8

シングルス
三E 角掛 グループ優勝
三C 村上 グループ第二位
以上 県大会 出場

個人戦

6月8日︵金︶ 〜10日︵日︶︑県営雫石屋内プール盛岡市立高 3−1
盛岡北高 3−0
二E 江刺家 50m背泳第五也
平舘高 3−0
100m背泳第五位

第一戦 46位

琴一戦 41位

第︼戦 43位

○中学 八幡平 春のボイントレース
4月22日︵日︶
中二 出口智康
中三 高橋翔太
琴一戦 13位
4月6日︵木︶〜8日︵日︶

○蔵王ライザアルペンスキー大会

SL① 46位 ／ 176人中

C 栖山 GSL 63位 ／ 172人中
SL② 68位 ／
SL⑳ 90位

二E 小原 SL① 65位

1月21日︵土∵22日︵邑

○秋田八幡平アルペンスキー大金

高橋 革二位
北島 第四位
千葉︑三E
日時︑二E 田山

個人戦
二E 佐藤 準健勝
三F
三E
三E
F

以上 誇五位

全国高校放送コンテスト県大会
及び 第封回県亮能文撃 放送部門発表大会
6月7日︵木︶︑盛岡市都南公民館

創作ドラマ部門 準優勝
全国大会出場
番組部門︵総合︶ 第四位 39校中

4月28日︵土︶・29日︵日︶︑運動公園ラグビー増
村盛岡第一高015
対盛岡北高5−15
対盛岡第三高12丁・∩
対不束方高0ト29
第四位
〇第
3
5
回轟体ラグビーフットボール競技
5月25日︵金︶〜27日︵巳︑
松尾村上寄木グランド
Bブロック

4月26日︵木∵
対一閃工業高15︵0−13／3
15−0︶1
27日︵垂︑県営武道館
対 盛岡工鷲 0︵22−25／15−25対
こ水
2沢高5︵0−川／5−17︶33
対 雫石高 2 ︵21−12／21−14︶0
対 盛岡商業面2︵25−10／25−11︶0

加
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二C 櫓山 SL② 73位 ／
二E 小原 SL① 99位 ／ 川人中
SL② 72位
5月13日︵日︶・14日︵月︶

○月山スキー競技会
二A 渡辺 や空二位

一D

4月27日︵垂■
1×川E走 本戦へ
1×爛m走 本戦へ
走り高跳び
川村 四位

対 盛岡北高 2︵14−25／25−12／25−22︶1
○高総体地区予選
対 盛岡農業高2︵25−15／25−10︶
0
対 雫石高 2︵25
0−
／1
25−柑︶0
予選通過
☆第53同県恵総体
6月1日︵金︶■2日︵土︶︑一関市総合体育館

一国戦対高調高

2︵25−22／21−25／25−柑︶1 砲丸投げ
二鳥 野里 第五位
二回戦対大迫高0︵11125／17﹂㌍2
円盤投げ
ペスト
61
B 野望 第七位
三E 阿部 第十一
ハンマー投げ
二B 野里 本戦へ

やり投げ
4月19日八木︶︑県営武道絶
川村
︑ 阿部 本戦へ
対盛大附属意⁚用9︵9−14／101ほ︶2
9
☆第53回県高総体
6月2日︵圭︑花巻市民体育館
二回戦対盛大附属商24︵
01
120／14−讐46

今年も本校は︑緑の募金街頭運動に協力しました︒
この運動は︑私たちの身の周りにこもっともっと植物
を増やして環境をよくしていこうとするものです︒
五月十五日︑午前と牛後に分け︑各学級の生活委員
と生徒会執行部が大通りの各所に立ちました︒

この日は快晴で︑魯さの中︑募金の呼び硯けをしま
した︒
︻出版委皇

笑顔で募金を呼び掛ける

二C 櫓山 第二位
二E 小原 第六位

区予選
4月24日︵火︶・25日︵水︶盛岡市太田テニスコート
団体戦
ベスト8シード
個人戦
三C奥二二C今野 準優勝
三E千葉二二E佐々木 琴二位
二E雪ノ清二E中村 ペスト8
三C高橋二二B成田 ペスト8
二C高橋二一F小幡 敗者復酒
以上五組 県大会出場
☆第53回県高給体

参金
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タクヤ君︵仮名︶は︑四
月で三年生になりました︒
進路を決める︑という大き

この春から︑オーラル・コミュニケー
ションの外巨人n師として︑ショーン
シャヒ先生かおいでになっています︒
そこで︑先生をもっと知るために︑い
くつかの責筒をしました︒

す︒

本校の卒業生なのです
が︑在学中とあまり変わ
りがない︒
ヒマな時は選びに来ま

車
竹内絵子

ださい︒

う気持ちを大切にしてく

で︑これからも︑そうい

教育実習の方々
六月十八日から二週間︑
本校に教育爽菅の方々が四
名おいでになりました︒
みなさんに次の質問をし
てみましたゥ

① 青森県八戸市
② 友達と遊んだり飲んだ

滝沢村

あるでしょう︒
タクヤ君︵仮名︶は︑ま
だ進路の事を何も考えてい
ませんでした︒そのため︑

森氏に続いて︑小泉純一
郎氏が新総裁になった︒そ
のことで︑橋本派が分裂状
態になっているらしい︒

したのガ︒
これまでの橋本派の通念
からすれば︑ありえないこ
とだ︑と私は患う︒

の中に︑今の人が入ってい
ったらどうなるか︑考える
ことになった︒
︻出版委員会︼

このごろ︑十七歳ではな
い︑大人の凶悪な事件も目
立ってきた︒世の中全体が
おかしくなってきているよ
うだ︒昨年に多く起こった
十七歳の事件はその前触れ
だったのだろうか⁝⁝
◆
◆
最近のジャパニーズ・ヒ
ストリーはやたら乱れてい
る︒なぜなら︑小学生らを
裂傷した宅間守その他もろ
もろ十三︵ヱ名が日本を
巌がしているからだ︒
こうしたことを追及して
みたい︒
例えば︑幼児虐待が目立
っている︒
虐待をする大人達に私は
言いたい︒
﹁育てていく自信が無いの
なら子供を作るな！﹂
﹁子供はストレス解消の道

−−最近の日本：

募金活動は思ったよりも
募金する人が少なくて結構
たいへんでしたが︑協力し
たことで充実感が得られま
した︒
次は秋に募金が行われる
という事なので︑気が向い

れる17蒔
を支援する団体です︒
本校は中三前で募金活動
を行いました︒しかし︑本
辞めたくなる気持ちも分 校からの参加者は生徒会執
からないわけではないけれ 行部だけでしたので︑次回
ども︑今後︑橋本派はどの
からは積極的な参加者がい
ようになってしまうのか︑

︻生徒会書記 米澤大士︼

ところで︑このような暗

い詔ばかりではなく︑明る

例えば︑スポーツでは︑

い話もある︒

アメリカの野球で大活躍の

イチローや新庄らがいる︒

他にも︑ローマのサッカー

で清躍中の中田が︑チーム

に大きく貢献した︒明るい

話頭を届けてくれる日本人

以上のことをまとめてみ

だっているのだ︒

ると︑いい話があれば悪い

話もついてくる︑というこ

この状況はいつまでたっ

とになる︒

ても変わらないのか︑と思

う︒そして︑いいことに比

例して悪いことも起こるの

凶悪犯罪が世の中のおか

ではないか︑と気になる︒

しさを褒している上うだ︒

しかし︑世の中がおかしい

からといって︑犯罪に走る

記

三石 門口敬膏︼

のは許せないことである︒

集

さんからの写真の綻鋏をお
願いします︒︻出版委員︼

までもありません︒そんな
写真を︑今回は写真部から
も提供されました︒また︑
デジタルカメラも使いまし
た．今後の新開作りにみな

たり︑ボランティア活動を い く こ と を こ れ か ら も 続 け
やってみたいと思ったりし たいと思います︒
た人は参加してみてくださ
ところで︑各部の活躍を
伝えるために︑写真が重要
な役部を果たすことは言う

をできるかぎり載せようと
したら︑二両で収まりきら
なくなったのです白各部が
いろいろな大会で活躍して
いるのは︑とてもうれしい
ことです︒それを︑伝えて

偶数月に発行する予定が
るように呼びかけていきた 遅れました︒その代わり︑
四月中旬︑全国的なボラ
ンティア団体であるあしな いと思います︒
構成が二面から四面に増え
ています︒各部の大会成淡

が育英会の多金活動が行わ
れた︒あしなが育英会とは
災害や病気などで親を亡く
した遺児たちの進学や︑ま
た最近ではリストラによっ
て就学が阪難になった学生

イ ム ス リ ッ プ す る と い う も 具ではない・・﹂
﹁子供は世界の財産だユ
ニの三つを訴えておく︒
のだった︒
ピンチになったら神風が
吹いて勝てる︑と思わされ
て戦争をしていた昔の人々

芸術鑑賞教室
六月二十九日︑盛岡市民
文化ホールで芸術鑑賞教室
が実施された︒
演百は﹁ザ・ウインズ
オブ・ゴッド﹂だった︒

フ リ ー フ ラ イ ド ス キ ー コワモテ俳優の今井雅之
さんが原作で︑自分で演じ
木上まなみ
男︑男︑男
たこともある︒
下倉スキー場で会いま
内容は︑今の若い漫才コ
しょう︒
︻二A 江刈内祐介︼

i ン ＿ たさ

③ 憲1い里奈の人︒
①出身地はどこですガ？
⑳教師になろうと思った
︵市川新之助︶
理由は何ですか？
④ 元気ですね︒
カナダのナナイモ市とい
たくさんの子供達と楽し ⑤ 短い間ですが︑仲良く
う所です︒
く勉強したいからです︒
していただきました︒
②何人家族ですか？
父︑母︑兄︑そして私の
⑥磐手中・悪の印象は

す＿＿ 寧茎 ＿′

￣￣￣で￣￣
「￣■￣￣

公民科
石川書寛先生
公民科
馬橋義昭先生

最近のニュースから②

中

では︑どうして︑橋本派
また︑自民党の衆議院議
注目したいと思う白
ブタヤ君︵仮名︶はこれか
小泉氏が新総裁になり
ら 困 っ て し ま う こ と に な る は︑そのような状態になっ 員から次のような声も出て
のです︒例えば︑教学は苦
たのだろう︒
いたらしい﹂小泉氏の出方 新首相になったことでいい
次第では︑橋本派に主要な
こともあろう︒しかし︑あ
手だ︑と三年生の授業に文
その原因は︑橋本氏旅立
系を洩択していました︒と
に造反した派閥の四人の若 ポストが回って釆なノ＼なる︒る
派意味では混乱も生じたの
ころが︑なんだか︑医療系
手のうちの大村秀華氏にあ は二つか三つに分裂するご ではないだろうか︒もし︑
の学校へ進学したい気持ち ㌻乞そう私は考える︒
橋本氏は派の幹部会で︑
小泉氏の次の総裁が決まる
になってくるのです︒そし
﹁会長を辞めたい﹂と漏らし 際には︑またどこかの派細
訂︑﹁地元愛知県での予備選 たという︒更に︑栖本氏だ が分裂するのではないだろ
て︑理系の科目が受験に必
うか︒そして︑派閥や旧来
要だ︑ということを痛感す の結果に従い︑迷うことな けでなく︑橋本派の村岡兼
の双発は消滅していくのか
るタクヤ君︵仮名︶なので
く︑橋本氏ではなく︑小泉
道民も︑秋田県知事選の敗
もしれないと思う︒
北の責任を取って辞すると
八 つ ゞ く ︶氏に入れたごと︒本選で小
︻三D 阿部正樹︼
︻三B 小倉征也︼
泉氏に投票したことを明言 言っている︒
した︒

着手高等学校ホームページアドレス htlp：／／www．iwatヶ丸ed．jp

書口裏淑先生

よ実大お宮
く 顔沢買城
操がたい；尽
拶いか物
し いお
て で
く す
れ
ナ＝
の

生活感度から見直す必要が

どうですか？
四人豪族です︒
すぼらしい学校です︒
⑳慮昧・特技は何ですか？
テニス︑ラクロスです︒ ⑦岩手中・高額の生徒へ
華フクロスとは︑先に網の
ひとこと
ついたスティックでボール
盛岡で楽しく揮発ができ
を取り合い︑敵のゴールに よかったです︒盛岡は美し
シュートするスポーツです︒ く︑たくさんの友達ができ︑
思い出もたくさんできまし
た︒ ︻二A 菊池和人︼

刺身などの日本料理です︒

⑳好墓へ物は何蓑Y

な壁にこぶち当たりました︒
︵本当は︑もっと早くから決
めていなければいけないの
で
す
︒
︶
大学・専門学校へ進学す
るか︑読取するか︑人それ
ぞれ違います︒進学しょう
と思う人は授業を集中して
聞く事が大切になります︒
︵本当は︑一︑二年生の時か
らそうしているべきなので
すが︑三年生の初めに気を
引き締めても遅くはないと
侶じましょう︒︶
就職しょうと患う人は︑
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