本年度予算決定す・
総額八九九︑九八六円
予算が封辞された︒芭要求蜜冒五十九万二三へ百七十七円に対し

今年度の第一回揺会が二日間にわたって開かれた︒この撃では今年度の

∇8月6日
▽8忌日
▽8月21日
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た．旧型一章一年匡匂璧茅貨報
告が経劫よ盈表された︒靡いて げられた︒規響長よめ芝の問
本年度予算の承認に入力討議され 題は︑校則で禁止されているので
す︒しかし規約ならば全義の三
たが︑体操部予聾爪課のとき︑キ

ャプテンから﹃鉄棒が不足なので 分の二以上の賛成のある場合には
二万円はど加算してほしい﹄との 改正することが出来るが︑欝の

志望状況内定

学習委員会より発表
四当五落のたとえも鹿に古くな ◎重要学︵琴一志望まで︶
ったが︑撃は披後の紛仕上げに
岩．芋大学
28％

9

校外短信
∇それならば
先生蛋間あ幻ませんか？﹄
生徒一同て・・﹂
先生﹃あわません喝では次の
ところをやってもらいま
す﹄

∇名句抄

しのべて ひとりたわむる
◎詰められて 教師もトラを
はしげり
◎ペンなめて 童かなしも 追

譲

点をもらうとホッとする︒

∇代返異聞

−教師

架空の名前を呼んだのに返事が

童甲有感

あった︒

産休みに弁当を食べると胃の調

∇習慣

光陰よのごとし︒

二︑三年

◎帯っこちて うち重な必ぬ

テス下用紙を配られた

▼熱波

∇難問反応

芸や︑今日先生の右眼とうか

とたんtl

子があわなくなる︒

∇御迷苔

冨のねえ︑署︑鰐︑右側に代

したらしいよ︑眼帯やってる﹄

∇時機を逃すな
次の文章を英訳せよ

生徒一問蛋聞−異聞上

﹃私は壁阜なのみますh

﹃おやすみなさい﹄

ベルで眼が覚めをようになった

始めのベル肩癖くな幻︑終幻の

次の六個が判った︒アシハラガ

し︑長期にわたって見えるはずが

たあれほど轟いところを飛ばない

葉長よや違休みの挙わし刀

一カ月間の長期休腹に入るので︑

あわ︑給金においては︑これよ幻

た︒当百は多数の父兄の参加者が

PワA給金並びに学級会が開かれ

さる七月七日月隠中堅蕗よゎ

QP壬・A鳩会
学級会開く

ないといわれる︒

状をさし上げてお礼を述べた︒

トリガヒ
学校としても︑掩嵐習及び紘尾
君の父兄の御芳志に対して︑感謝

こ︑イタヤバイイボタガキ︑エy

山先生にお蔽いして調べて頂いて た時期は泥め鳥の季節でなく︑ま

∇良心健在

弁当箱を木製にした︒

A君の答
ってくれない？山
■ふ み已P財dEO打巴−∇防音毒
∇新啄木

師

インカケガイ︑オキシジミ︑オホ

敢撃の机の中の弁当に 手をさ

工 学

師

郡

都

部

部

静群学
農学
商 学．
医 学
法 学

×

×

×

よ幻も沖の深いと 廻っているかのごとく︑弧を措い の義正するため映画を見に行っ
ころで堆積するか ているよう見えた︒四日の朝再び た﹄試験終了当時日映画館は満員
だったそうな︒

センチの護攣︑我々と同時刻

績腰帯所に聞いたところ﹃十五

ったことが解る︒ とが出来た︒逸状態は︑見えは．
×
×
×
というのは泥は砂 じめてから︑かくれるまで一秒た 豪を終ってある人の日く冠
が堆積するところ らすだったが誰の日にも丁度月を があまカ片刀はかめへかたよった

なく︑もう少し沖 時の欄に︑肖付近の頚がなくなっ 浴びて帰る有様︒
これじゃ相変らずテレますね︒
の深いところであ た時︑非常にはっき力と認めるこ

化石寄贈さる

立 教 大学
n％
要求が出て会場騒然となる︒また 場合は改正することは︑むずかし 大わらわである︒
体育学 部
部分月食の珂
″についていろいろのお帝があっ
先日行った撃一の志望調べによ
中 央 大学
9％一
汽ぎ通学葛大部分がぬけ出たの いと思いまとと琶義賊があわ
そ．の
他
始まる一時
た︒聾落丁後︑各クラスごとに
法 政大学
9％
で全会員の三分の二に満たず︑領 M副職に入った︒この間層を学校側 れは︑七割強のものが進学窒彗
間程前から
学級会が開かれ前期中間考査の成
事進行不可能となめ︑次回に再見 に提出すべきかどうかで亜官界 している︒やは必例年の御＜圧倒
月面を講適
横
が
各々父兄に手渡された︒
対立したが︑搾潔の葦数
的に中矢へ進出する傾向は変らな
当することにして︑五慧義一
するまるい
■ ××××××××××
で︑学窓問に提出することになっ い．また学部別にみると︑工学部
点のような
日日は打切られた︒
．⁚晰 ∴⁚
欝学璽釜が半数以上占めてい
篤一回線会等一日日は七日四日 た︒▼
もの彗二台
二月十一日︑松尾悦夫君が突然 点という大豊のもので︑ちょっと の望遠鏡で日馨し︑数分毎に頻繁
××××××××××
三陣十分より開催された︒出席者 それから夢に対し︑反対蕎鳥 る︒
者の眠たさからこんとは︑夏の
と賛成悪鬼義したが︑慧簑
以下は学習蕪民会のまとめた志 大豆の化石を寄贈した︒化石の蛮 手に入らぬ骨董な品である︒これ に現われるようにな幻︑感忠男
墜蓑の三分の二産か上回る
地として有名な二戸郡金田一打 らは何れも海楼詔の黛っで︑泥
一息が多いので墓がまとめて 望傾向である︒．︑
意匠であった︒
気象台や水沢稔島測所に問い合 うだるような暑さ︑をのヌルンだ
湯用のものであった︒しか阜九 岩の中に入っていることから︑生 わせた︒水沢では︑別にそういう 所へお灸み三本との岩手登山︑し
活した場所は川の出口や︑波打ぎ ものは見ていないが︑調べて見る かし︑宿舎の関係から薗一面敵嘗
わの浅い海底では といわれた︒その後十時から十一 商一の夢森も途中でシャワーを
点をしぼらねばならないはずだが 写巽は寄贈された化石

活発化とかつ商からみれば︑体育

文化の肇などはむしろ合体
してる利の方が大きくあるまいか

余については仕革の閏容も大いに

学習︑国営︑轟︑出版の薫
葬るので一慨には静じられない︒
当鼻筆曇なは各部したら︑中

らである︒そして
この義が望仔し

轟けたが︑十六センチ反射厳を

×

×

重曹竺ずるさいぞ′だまって開

宕中生只ハハ馬産みたいだ﹂

×

れ興味深かった︒

た地質時代は新生 に見ているがなんともいわれない 第一回が途中統合︑夢一回は最
高度の嘉会︑相変らずな生徒
代の夢二紀で︑今
bとのことだった︒それから六丹
から数千万年都で 三日まで盛岡一高と合同して観測 の関心の深さ7をマザマザと示さ
ある︒その大昔は

今の落田聞方は海 はじめ︼ハ台の葦顔で何度も実視

聞いたところ︻池田所長は雷鳥

岸よめ少しはなれ している︒最近水閑静度検潮所に
た海であったこと

物の小山先生の話では︑我々が見

．

姦会よゎ71

かもしれない﹄といわれたが︑生 いてろ′﹄
もわかる︒これら
の監の名前はか

T Eも3763

材木町

▽8月29日■

積月、立会
総

∇9月1日
▽9月20日 期末テスト

この日は前回に提出された体操
部に︑要求警認めるかについで
採決の枯農︑絶対多数で承認され
た︒絶局新たに体操部から二万八
千円の要求額に対し︑支払力法は
分割払いとし︑三十三年度は一万
と二力年間支払うこととなった︒

四千円︑三十四年度も一万四千円

票瑠技禁

予算額は八十九万九千九首八十七円で要求の単願静座か上回っている︒
但
し
こ
れ
は
︑
進
軍
二
万
円
か
ら
体
．明治 大学
また毎年聞垣になる・長髪関学が提出され︑白熱化した警みられ久
操
部
の
今
年
夢
と
し
て
︑
一
万
四
千
提
出
し
︑
応
答
を
待
つ
こ
と
と
な
そ
い
た
め
か
繁
多
か
っ
た
︒
ま
た
無
日 本 大学
万ぷカの活気ある総会であった︒
円な差引くため雑草は一万K千円 四壁亭分閉会した︒
用の紛糾をさけて余を進行させる
買手医科大学
と減ったのである︒その他は原案
今回の総会を反省してみると︑ よう︑幹部は詞事進行の技術を研
星亨七日午墾二時丁年互念
活発に討議してもらいたい﹄旨の
束．北 大学
通幻可決され︑述蓑定
中学の万はあまり関心をもってな 究されたいとの帝もあった︒
．々翌において開催された︒
挨拶があ幻余の墓が切られた︒▲
弘 前 大学
した︒
先ず会長の作山看よお﹃今回の 次に会長の選出では︑繋縫
そ の 由
給金は︑主に予算の承認であるが 薦した菅原宅が異議なく認められ 続いて今︑本校において閉篭と
◎学部別志渚校

写真は第一回饗看護模様

らあって鳥少な叶︑だのに産

中高分離につ√て

いか︒現に当室会では数年
な幻生徒会幹部の意見も大体一致
前から垂一が主体になって仕事を してる︒大方の意見はどんなもの
やってきている︒仕事の内容にも であろう︒異請なければ前期末に
生蟹の後見淘高二にやらして 畢っ激烈さだ︒当然最上級たるも よろぅが︑他の部撃真狩出来
でも生徒会事務引響をやってみ
はどうかとの声が最近また威力上 の専ら進路に応じた対策をたてね ることではあるまいか︒このことては︒
は畳のサロンではき轟題に
金の負担まで背負ってあえいでい

ばならない︒安験崖は時間がいく

徒会の役員はほとんど最上級等

を当然のこととして疑わないでき るといったら当らないだろうか︒

占められている︒そして誰もこ弟

ってきている︒いうまでもなく生

鴫忘徒会役雪二塁に

なっている■童︳が取め上

昭和88年定石桜会予算

たのであるが︑最近の受験界の情
役員とか蜜だはやはゎ何の変
最近出てきたもう一つのものは 当の距警るものが間組厳の中に 華一着の貴行とでもいうこ
あるということは色々の面で障害
勢などから親行のゆ書方に批判が いもなく積極的に精勤出来得るも 生徒会の中震問題である︒
とになろうか︒それが董活発
もっともこQ話は職員会議でそ が出てくるのではないかというの
出てきたわけである︒
のを琴入るべきではなかろうか︒
倦ちながるなら敢て分評も辞さ
の必要性が検討され︑替同産会
が我見雲の親心であるらしい︒事
進学率の高い豊療程︑孝二は生
実際のところ≡年生題受験勉強
ないのだが・⁝・とに角この聞落は
実樟啓はない訳ではない︒中学か
や放諌後の琶などに時間をとら 徒会から事なびいているというの の帯同尊重ということで︑董
早急に斡噺を下すべき瀾題ではな
れて律夜会は二の次とやっのが現 がもはや金国的な傾向でぁる︒し 会がその聾決定を迫られたもの 悪に顛幻すぎて自主性差ハいて
ることも事実のようだ︒しかしそ いように思える︒まず分離の比校
状である．積極的に哲動に参加し か主従会法棒より成績脾奉げ である︒
た者は卒業期に月指す大学にも入 ているのである︒
言うまでもなく茶校は一へヵ竺 のことが直ちに分離で解跡がつく 的容易な部門から着手してその陪
れんということになっては役員に
酵校がそうだからというのでは 質教育の鋪愚のもとに同一級禽同 かどうかは疑わしい︒
乗稔みてからでも遅くはないので
生徒会の患機構を鎗する以上
なく︑勝代の動きに応じて方法を t生徒会で中高が陪はれてる訳で
はあるまい︒
︵芭−
受験界も就職戦韓も数庄蔀とは 変えるのは当然のことではあるま あるが︑思組面でも仕宿面でも相 は汚動の措発化というところに焦
悪童がないということになる︒
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幅子専門の店

岩淵カメラ店

盛岡市材木町

盛岡市仁三E通わ
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大橋蓋時計店

東光社書店
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青
4本

予算顔
門
部

カメラ・8％撮影機を／
安心して使えるカメラと
きれいなp・￣PIEの
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晴子・襟章・各雇取揃え
お待ち致しております

一伝統と信用を誇る

広く読まれた良い本は
古書籍店の柳の中から
上の橋際
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：

′問題．あ れ こ れ

∵学⁚⁚関∵展∵撃⁝

：

．

．

．

署名蓬動も線胡す
長髪問題いかに
Dそれが本校生徒の大きな欠
陥だ︑何かやろうとしても勇気と

司会 最近長髪の聞贋がおこカ

幕足助ないので︑枯局最後

である︒

なるものは考える刀

やはりその行動を

離鰻

量するのが更意いのか︑良い
のかと言うのは︑はっぎ幻と蒙昧

G 妾は歪か通じがするな
司会 どうしてでしょうかn

づはるものがないと思いますが︒ GTつまめ︑曝首習字︑服
H 大学入試︑就聴試験の会場 装も乱れやすく︑乱行も多くなる
の中で短髪の者は少なく一音の劣
8 同感︑学厚写れを恐れ
等感詣感じてショックだったと革 ているんだろう︒

と思うのと同響すね︒︵窒e
司会豪した場合にどのよう

法事をおよぽすでしょうか︒

年生の悌刀が是非餅しいところだ

能力別のクラス分け

劣等戚が欠陥

ならない︒

ごだまし
挨拶について

我々が長夢をのぞむのは単に学

しようか︒

津野は小数の不心緒の帯いた

ような慈である．

さい︒

ることなどなどしどし理学Uて下

と孟丁遠慮なくふだん感じてい

このんこだま︐の闇は皆さんに
解放されたものです︒

新聞部よりお願い

とに努めよう︒︵高一・Ⅹ彗

等し下駄箱設備の効果塞げるこ

のかからぬように︑自分自身を反

そうされた事を考逢し他人に迷惑

．下葦用の諸君よ″自分が

いるけしからんやつもいると思う

のものを拝借しようなどと思って

校当扁の禁止に対する反発だけで ずらにこわしたわ︑あるいは他人
現義貞と同世代の考で長髪に

挨拶とはもともと尊敬や窺知の はないのです︒
表現であわ︑決していい加減にし

てはいけない︒美しく明るいもの しているものは半数以上にものは

G 休暇中にもいろいろ塾丁校

社会実習■も結構
だが注意を要す
司会休懐中は実社会にふれる
D そうですね︒アルバイトな

機会も多いわけですが︒
どを通して社会の矛盾︑現実のき
びしさを十分に霊するのもよい

々しく見︑社会にでた時に百分の

蚕以上のきびしさ汐尭鬼したと

音楽発表会

五行アンケート

■

言︑違巣る誓⁝

古川 造 崇哲ヨ
一︑墓︑魚釣︑登山︑昼寝 ■
二︑漱石︑藤村︑ドストエフスキ
ーヘッセの作品︑昔

き非常藍−蔓ける場合が応火
こと︒
司会 具伏厨に昏兄は︒
D 夏休みはあくまでも学校教 にしてみると思います︒このよう 二︑漫囲︑探偵小説
なところから一生産をふいにする 三︑酒︵洋酒も可︶

四︑クレオパトラ︑和委蔀︑徳
発展せしめるよう軍刀しなければ ですか︒
等変るところがないと思います︒ 場合が少なくないと思います︒
8 全くですね︒卒業前にしっ
川家康
E そうですね︒急に解放され
A 同感です屯学賛藷と切
るとついふしだらになることがあ 謬離して孝見るからいけないので か幻と実社会の姿をつかんでおく 苧助わすれの名人
l
■

育の一環で︑野禽の学校嘉と何

方がW還っているんじゃないです
か︒

H 賛成︒学校という温室には 四︑警部
幻ますね︒
D 我々の夏休みに対する考え かめとじこもっていると親実を延 五︑兼曽節
菅野照雄 国選置当
て囲碁︑でたらめな歌をとなる

貴慮ある行動を

夏休み／に備えて

患う︒

在のところプラスになっていると

ぞまれるなら分けるべき増す︒現

教育軋よってよカ以上に向上がの

⁝二︑愛読膏
考えるときあま幻に患符が小さ 思います︒それによってある程度
い︒劣等感ということも考誉れ 菜が傑てるようになると思いま ご て 警 な 嘉
仙四︑叢する人物
るかも知れませんが努に応じた す︒

とはどうしてもまずいですね︒ 行革があわますからそういうむの・
H 我人がクラス分けについて に積極的に参加してもらいたいと ﹁ 一 ︑ 漂

要なわけです︒ですか暴けるこ

寧弟lに︑一人前になった気
になって何んの効管見い出せな
聖
二
諒
と
し
て
今
こ
の
間
塩
に
ね︒現に︑A組よわ召組の方が学
すね︒
釜があ幻ますね︒
いというのか窺状だと思います︒ 符で自然に心がたるんでくると厚望むところは︒
びやすく学刀が増した人もいるの 司会澤へ山へとでかける絶好
D でも学生としてあまめ金だ
司会賛成意見と反対語鼻の両 さ．
A 農芸にかけることだな
です︒現在の︑国王火葦胃の方
のチャンスなわけですがこれに対 けに起る傾向は好ましくない︒
者のどこに相異がありますか︒
E そうでないさ︑現在長髪し
C 墓の意志で維財を変える
しての鞋語事項宅
針として一磨等に敬えるべきだ
H 同感ですぬ︒アルバイトの
B 校則に許されていないこと ている学校はたくさんある︒それ 事が出来るかということだ︒
A毎年滞切に感じることです
ね︒
仕事は多様であわますが選択
らは別にE影響はないと害ってる
F一寸した事にくじけず︑最
ですから蚕ですね︒
が︑空があまカに華夢だと患い に姦悪したいと思います︒
H 同感︑匡劣等常識を持
F でも校則を改正して︑個人 H 同感︑東京にはたくさんあ 後までネパルようにしたい︒
ます︒
たせる革が露だからね︒．
司会ではこの辺で︒
る︒
︐E 学校側の撃を待とう‡苫・
の自由にすべきだ︒
G これは本校崖徒に限らず滞
七三年の場合なら︑進学組︑
H 全く同感︑世界の高校生に
校生壷について字見ることでん
異色一あ る
就職組とに分けて︑それらについ
比べで我々が短髪であると奮うこ
ね．
て克酉に蓼見る方がいいな︒
とは︑まるで罪人のよう嘉考
C高閲訂と共に公露環は
8 そうすれば背過高校の価値
量人としての恥である︒︵
必ず守ってもらいたいですね︒一
市内高校茄塞撃王催による第
がなくなる︒進学組と就藩組とを
笑e
部の心ない者によって学校全体が 四回発表会はさる山へ月二十一日展
分けて教育するというのならなに
B 学蓬寮︑倹約をモット
司会 例住め通ミ能力別によ 制度であると思います︒
評価されますからね．
公会党にて昼撃一回︑盛岡一高︑
ーとするものをり高校生の長夢はるクラス分けによって授業してい A Aクラスに入・つた人は問題 も実業嚢とか普通葉という必
A ともかく自分の正湯を考え 懐固こ高︑空席︑盛商︑一高定
感心出来ない︒全く反対です︒
ますが︑これについて︒
があカませんが︑地のクラスのも 要がなくなる︒
た行動をして︑それに寡貢任を
藩︑久保高︑蓋嵩︑岩手女子
G 広くこの間垣を見た場合に D 進学する者には非常に良い のは何かの面で劣等感を持つね︒
A 全くです︒もし分けたとし 持つような感度が欲しいと思いま
本校の八校参加で行われた︒
B 自分の能力に適切な授業が たら先達もそれに応じて二重に必す︒

相当もめているようで署名欄覇
A 責任者の氏名臨記されて

越感を持つべきだ︒実e
な︒
自発的に行うべきで︑互に無蓋
下駄衝使用に︼亭
A 塁したからと言っても別
司会 この．童聞囁″に対し
のうちに挨拶できるよう心がけて
下駄精は作られてからそんなに
に利益にならないし︑それは好奇 三年生は消耗的なようですが⁝言ほしい︒
︵轟TC告
年を巌いるわけでもないが︑とこ
心からじゃないかな︒．
C 受験勉強のため忙しくてこ
長髪禁止反対
ろところにこわれたのか目につく
F 僕の場合は好奇心からでは の閉篭を考える余裕はない︒
近頃校内呈皐の閉篭がもちあ
．錠がこわされた︐〝盗まれた″
ない︒喉がかわけば水が飲みたい
8 金＜そうですね︒
が幻︑だいぶ白熱化してきたが︑一 という声をしばしば耳にする︒
F 三應蓬はもう掌レで社会に
反対蕎兄も多くでてきたようだ︒
けしからんことである︒おかげ
出るから考えるべきだ︑そこ竺二
何茂に学校側で長髪を挙るので 意してクツを入れておけない

新聞部肇はさる七月五日の放談から玉名︑夢前ら三名の代表者 た︒だいぶ活発嚢でて︑な
二 年
孝焉話していました︒
D 喫茶店の出入が多くなるよ であるべきだ︒しかるに我が校の つているのです︒早急に具体附に
小 原 実尊
で憂聞翠二着休みに備えて ごやかな談話のうちに三勝間にも
G そういう人は不断の馨が
F 何もかにも禁止だからかえ 場毒に美しいと墜苧見ない︒
潔か上げて下さい︒
角 掛 哲 也
﹄等︑我々と策姦盗閑静にあ
わたミ午後四博に閉会となった
足劇ないからだ︑劣等感でなく靡 って窒息歪等するようになる
これが遥硬生の欠陥だ︒これは
︵革TF望
司会本紙佐々木也翼長

後︑当部王促による重な行っ

池坂山田原山
克糟英国籠
票符光司嘉子

もあったようですが︒

C そうだ斉任者がないのでた

いたなら心扱いが⁝卓・︒

F それ唱も蓮の大努が賛

よ払ない︒
成し︑書名したから期待がむてま
す︒
入 貢任者が精いぼかカに︑学
校側との交渉とか岸夜会の聞垣と
して頗め上げるにも不利だ︒
日数の刀で何もかも解決しよ
B 席かに正当な方法でない︒

うとする悪い僻同が見られた︒
．F 笑はこの間宅は二年A組か
ら起ったものですが︑誰れもが責
任者となる蔓のある者がなかっ
た︒

篭 違 教 育 を

写実は大いに語る座談会風景

出席者は崖縫合長夜始め︑高三 る渚聞落について話していただい

た︒

∵

代の民主員親的油碍たり得るもの

州研修舎参加して

㍗∵言わ十︑・

たくみに掛り出されて来た立派な 東洋道徳のうち︑現代に零し得

．
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ヽ菊】夷〃ヽ1夷菅作

受けられ︑大き森泉があるので
この三つのことについては説明 問題である︒
山へ月二十八日は嘉い日であった その道徳を戦争遂行のために無 致しうるものは︑同じくこれを同
を翠するが今はこれをさけ︑風あ
良心は人間の心の灯火である︒ 私ぽこの制檻に大賛成ですね︒
が︑全国から蓼即された私学の先 理血盛に我人の頭の中にたたきこ 化し︑巧みに績め出す蓉こそ新
司会 このクラスの分け方が︑
葉が大体三百五十人︑千葉県成
んだから何にか威関節なものに考 日本の常でなくてはならない︒ 三要素の基盤は何にかということ 良心というの法績語鼓である︒
一．軍閥宅になると思いますか︒
新道産は既成の護でもなけれ である︑道徳はあくまでも正と奉
えられるから︑すぐに昔の考えが
自
他
の
品
性
お
よ
童
に
対
し
て
︑
田商等学校の壁に一杯であった
E そうだ︑分け方挙げ象らな
私学の各校の先第如何に蔽棟数
間違っているように解釈されてい ば︑所与の通庸でもなく団々につ とがそう基盤になっておらなけれ 正聖憲の判断を下し︑正で華で
ければ賛成です︒能力に応じた授
ばならない︒かってそれが三つの
胃に熱心であるかがこれによって るのに我々注意しなければなら くの出す︑常に新鮮垂なけ
あるという香を与え︑それを梗
業こそ︑自分の向上に最も良い手
要素を内包するものであって︑は
れば啓りないのである︒
も窺われる︒聾︑公立の学校
ない︒
樋
田
に
行
わ
し
め
る
意
地
於
姥
で
あ
る
段だ︒
敗戦ということによって︑今や
良主火錦国家となった目茶の新 じめて貝王墓たカ得るのであ
では繁評定に反対﹄であるとい
そこに人格の同トがある︒人間が
．Aそれもそうですが︑やっは
る︒
っているとき語頭教育について検
入管持つ叔巌に尊いことを自覚
カ何んだかの点で分け方がまずい
治葎笹会の撃あった床下
討する︑■何にか対詔術であった︒
して来る︒このような自己の人格
一笑生︵壷墓貴会委員
﹃今は会そのものの摸後というよ
豊富すると同好に︑常に人間と
長︑元東京彗美学々きはつぎ
むも教育における護そのものを
のようなことをいわれた︒花は花 しての曇保ち︑自己の天分を
どのように解決すけるかが大切で
としこの弄しさをもっている︑そ 発揮して岸嘗申糞のある人生を送
あると思う顔で︑私見墓べるこ
×
してそれぞれの特長義してい ることにつとめるべきである︒自
とにする︒
∵．⁚⁚⁚㌧∴㌧⁝日野莞完竿∴
る︒
己の人格の陶冶につとめるならは 司会 いよいよ夏休みに入るわ
義人は通常遺徳というと︑戦前
人間は人間としこの価値ある存 他人の人格もまた蓋しなければ けですが休みを前にしていろいろ
の国家主義の道徳セそのままに考 西洋的藩がわが国を席捲しょう しい道徳はその内容として︑三つ
えるが︑しかしそれは日本暁姶博 としているが︑果して重大に発展 の民主皇琵琶首たなければな 在︑その人らしい生活︑どのよう ならないことに気がつくであろう 九倍溝があると思います︒
に拝郵すればよいか︑ということ 否これは平行して考えなければな
B 夏休みと早見はます第一に
して来た東洋的濫徳を温洋的遺徳 なない︒第一は人間尊重の精神︑
代の彊なすてて紀元五世紀以来
を常に考見て行く比清人動そのも らない︒
解萬なものを感じますね︒
に値きか一けそよいだろうか︒
等圧白田︑自主︑自律︑毒一一は
滑々と流入した︒鮪仏二敦遺徳︑
のが藩である︒自分を創造的に
このように良心︑人格の完成を
C そのようなところから豊伯
その道徳をわが民族性に適合する 適玉の日本の雁史の教えるとこ ヒューマニズムの情操である︒
考えるときあらゆる横倉に自己を 腰度がみだれてしまうんじゃない
ように同化し︑醇化して︑そこに ろに従って︑要に発展して来た
この三つの要素を内包している リアライズすることが菅大切で
徳目であってこそ︑いわゆる新時 あること尊重された︒

三三座：；；三；；談；；；；…三重；三

東洋的の通常であったということ
が出来る︒

．
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若人のカと技の祭典
各部共に善戦力闘
高校スポーツの重へ︑璧由県下高校総合体育大会は︑宏る六月七︑八︑九の三日聞出

に傑膠をねらおうと闘志をもやし
た︒先ず先鋒中里は先鋒の鷺に
よって勝敗がきまるので盛んな閲
蕾盲やした結果に釜商の先錨を
放った︒つづいて二稲北館もよく
がんばカこれ交響︑中警官某
は引分けこんだが︑茶校は2対0
とリードして膵敗はきまった︒文
って2対1と摩隆仮構の段有力釜

軌習二浦は放れたが畜勝

▽準決勝

だのである︒

中里

1−4−

商を敗必自信滞火で準決膵転進ん

本校

岡中富心として︑県下南棟五七校五千余名の若人によって攣々しく展開された︒開会
入場什誌に移力大金会長挨拶︒次いで︑選手代衷太田代横︵鎧衰︶の宣誓などがあ

式は︑七日牛革一時県営グラウンドに於て塗行︒打ち上げ花火を合図に全選手︑役員は

先鋒

球︑側道︑轟︑轟謎︑陸上競技︑の十一種真名の連字が出場︑栄冠を管得るべ

り︑大会の弊頭を飾った︒本校からは︑体換︑水泳︑ラグビし柔道︑排湖︑寵球︑送

準決勝で敗退
笥決勝進出はばまる

−0で計24−0で大勝した︒．
八日の準決勝は県南の雄窯工を
放った摺微塵工と対喝本校題字
は市長体育大会の哲膵世とげんも
のと闘志をもやして出場︒一膵十
分盛工のキックオフで試合が開治
された︒前半中央線をはさんで肉
弾戦が展開されたがタイムアップ
寸前盛工にオフサイドがあ幻タッ
チに出しゴール前ラインアウトよ
めルーズとなカF・Wここぞとば
かゎ二気に盛工F・Wを扁して
そのままルーズトライ成って本校
先制の得点社上げる︒この準ナで
後半に入ったが前叫藩閥の疲れが
出て盛工の攻撃恕防ぎ切れず6分

12分︑21分にトライされた︒本校
も濱後まで要ったが得点出来ず
9点をゆるし︒79彙た︒

ここで勝利を得て決陛虹進出しよ ラクピーの都は云る六月七︑八

ンよめ小川・斎藤・鈴茶・米沢と

先鋒 中里 引分け

実力を発揮し︑18分は軋・W佐山
ゆっくわトライ︒穿は小川︑斎
藤︑鈴木︑神谷とパスがまわ幻中

撃管小門⁚出島エ

七位にとどむ
剣道の都は八・九両野にわたっ
ミスが多く苦戦したが︑11分で・ 央にトライ︒24分は℡・丑神谷が て豪殿で行なわれた︒我が剣他

は固くなっていたためか︑バスの

要撃墾0︒︸︒害帯

二将地銀 ○

うとあせったせいか本校選手は落 九日黄金ラクビー場に於て各班区 きれいにバス一巡して米沢がトラ

鞍担し讐三位に入館した︒

一回戦

回戦で敗返した︒

が寺沢︑西村は一回戦︑玉山は二

文個人戦に本校から三名蓼調した

躍にはめざ蓋しいものがあった︒

しかし敗れた幻と蛙等兄玉川の活

出来ず残念ながら七位に止まった

の五位の贈位嘗保持することが

回暫日に強敵水沢との対戦で費牢

文ヌィムアップ寸前25ヤードライ誠に鮮かなプレーの連続で後半15に臨んだが試合前の足の故障且二

に立ち二位の宮古高を約十三点引 火輝く二連讐飾った︒刀命A聯

聞嬢は滋背同会場で頚定商選の錯 それぞれ入貨して︑体操〝岩手高
果上位六チームの参加で行なわれ ″の名をほしいままにした︒

成績は次のとお幻

日日の規定問題にのぞんだ︒
たバこの日も本棟は断然すぼぬけ 尚本校体操部はこの勝利によ幻来
この日︑本校選手は実力十分に た妙技で癌衆沙虚了茜一位の宮古 る八月轟で行われる金国体換遇
宇襟大会の出場権を獲得した︒

戸塚︑大坪の四名が出場して肯↓

れた︒本校からは五日市︑阿部︑

両日盛岡体育館で男子十一チーム 離し健蟹竺候補で考百日の自
でも本校は他政敵圧し︑五日市が
の闇で真紅の優勝旗をかけて争わ 由閥垣にのぞんだ二百日の自由 健勝︑阿部が三位︑戸塚が四位に

置体速体操の部は六月八・九切

息全国大会に期待

堂々金種目に優勝

頑張力量に放った︒そして一気

豪を同こうにまわし全力を尽して健勝を逸したが高体連は期待通わ B神谷︑15分F・W庶喝がトライ 次々とタックルをはずしてトライ 部署全員ファイトをだして試合

柔道部は市民大会で盛工に敗れ

をあげて面目を保った︒

放れ1対1となったが︑義古館
浦も取れたが︑最後義
の襲撃寄寓と対戦し︑細事のキ
が牽く勝ち2対1で水沢商を放っ ファイトを出しよくがんば里勝 ックオフで開始された︒前半本校

森吉餓 ○
放れ︑中堅佐々木も敗れて勝取は が乾ききっていたが︑まずまずの もどし5分甘・W麓が再び斗ラ
本校は二将北舘が勝ち副将前沢が 一瞬のうちに決した︒つ票いて三 コンデシ瓢ンで一回戦本校は暫岸 イ︑8分で・お鈴未がトライして

副将 前沢 ×

付きを欠いた︒それで引分けても 代奉八チームが参加して行われた イ響品半9−0とリードした︒ ∇夢一試合．
らいたかった中里が群れ︑北館も 七日は連日の好天気でグラウンド 後半に入力本校は落ち付きをとり

準決勝で本校は花巻北高と対戦︑

⊂）××××花
北

中堅 佐々茶引分け

茶校 211 水沢

▽一回戦

▽決管−ナメソト

く各会場に於て健闘した︒尚水泳は諾戸準温泉プールで行われたバ

準決勝花北に放る

本校4−0盛 帝

▽二回戦

杢登71一閃一高

▽リーグ戦

熟温 もう一息のファイト
高体連柔値の郡は云る不月八・
九の二日間武徳殿で行なわれた︒
県下から二手五校が珍那し︑農
優勝をめざして試合にのぞんだ︒

帝の強警固一革苫−1でたお

本校は塩見ファイト音感やして戦 三校リーグ戦で本棟は一恩驚藤
い三位に入館した︒柔道は熊笹二

ーナメントの出場権を得た︒

写素早グピー盛＝との激戦

一

げ

ああ︑符茎の夏山だ／

いざ布かん︑われ等〃

夏山の美しい
大饗宴に招かれて⁝⁝⁝⁝⁝

スポーツの店

費苗 モシモシ二︑四三二

藤沢体育空

香きよい万年筆

が鳥目学生の店

デンワ 二︑二四〇

或陶市材六町

大津屋文具店

御好評の

プラチナ・オネスト

中屋万年

彫刻サービス致します

造って売る店

盛田かパン店

当店お里上げのカバンは

盛盛市大連8m▲閃︑三二六

無料修理致します

長町・

佐々宗豪具店
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46●20墾戸塚寧紀岩手︶
5折・
4体連の捻合成練発表に一部の
ミスがあった︒発表後日まで48点
十二
分の政商が︑鹿扶蓮事務缶の
51●95 五日市衰運宇一同実力
で第
盛岡市長町一〇六
こい
んか
な
し点差引かれたため
44●56に発揮して二連勝出来
手違
ら嬉
︑6
大で
金多
で
選った本校が琴一
46点
面は
であ
電話 四︑九八三
43
5●6 いことはない︒長崎の
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でEL
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▽鞍馬
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○萱口高
⑳盛岡一
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マ平行棒
○岩手商
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▽鉄棒
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校リー〝酌で二膵したチームが決 し二回戦はこれ交差商を裂く た︒本校は二回戦にして昨年窟
勝トーナメントに出場する方法で 410で放って一顧0敗で決勝ト 葦と対戦し選事一同この強
行われた．

写真は一校浜拳先頭に堂々入場の本校選手団
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t第十回高体連行わる

潮見小野寺の活躍目立つ

∵∵告卜圭吾吊上告告

斡膠成純次の滴カ
∇男吉田型四百決喝
四位角掛五分四九秒三
三位 鎗田一旦三壁ハ

∇男ヱ轟泳百㍍
∇男子バタフライ百錬膵
︼位小野寺一分十四秒五

釜ェ弱点︑三位釜石高24点

据ム蒔点︑一位若手蔵50点︑二位

なお小雀の記鍵は大会タイ記録で
∇男子四百メドレーリレー
あった︒
二位若手諌鎗田︑小笹︑小
∇男子背泳二百㍍
野寺︑角掛
タイム 五分十七秒三
二位飽田 二分五七秒T．
四位 入倉三分〇六秒七
∇男子自由型千五百

二位 小菅 二分五十六秒八
三位青田 三分〇二秒五

∇男菖亀型八百㍍リレ1
二位岩手轟小笠院︑村上︑
小野寺︑角掛
タイム︑三分十四秒二
∇男子二房軍泳

本校ふるわず

恋2i土沢

転門⁝盲

∇複合

庵2ム鷺
二回戦

癌1t2番而

陛違出した︒準火港勝は名門水

準々決勝で敗退

で行なわれた︒第一日日は心配さ

れた雨も降らず︑あま幻魔もなく 沢寓と対戦したが︑各選手とも連
巻北高を破って二日目の琴南戦

た︒戦続は次の通曳

警及ばず︑惜しくも破れ宏っ

絶好のコンテシヨンでこの日は花 日の讐相当疲労していたため
に駒倭進めた︒

第二日日は二年連続優勝で第一 第一回戦

高体連バレーボールの部は上田

一セットから激戦を展開18対相ま

優勝候補と目された花巻北凝︒第

ークの点において優れ︑本大会の

で押しつ押されつ︑しかし︑それ

小学校々魔において行なわれた︒
比べ閥らかに力は落ちたが︑尻上
ョンで試合に臨んだ︒

続く相手のミスで一セットをもの

幻の好調によの最良のコンディシ よカ日日︑中村のタッチが決ま幻

から優勢︑21対用墓碑よ幻奪い

蛇鹿に強い花北はコートを取って

にした︒二セットは字義璽撮
七日の第一戦は︑市民体育祭で風
琴見る鐘の進境ぷカを見せた楕高 うオープン戦法に切力換えたが︑
校︑墾丁帯の前衛に苦戦した場面

セットオール︑第三セットも︑も

高体連茸の部は︑山へ月七︑八

（左）阿部（右）名郷ノ根
これに弄じて相手チームの14番が

甜楓シュート決まらず

盛工の前に屈す

本校は東北大余に出場した未年に

．㈹憎 今後に期待

善戦室しく惜敗

量等ヨ一塁岳一■−≡コ彗∃茎葦H

痕亨1蛮

︷脂亨︒垂

四位 か富民 二十穿二八秒
一八日の複合は三回戦から東北大金
五位 安達 三四全二七秒○
2−0 福島高
呈侭をかけて行われた︒
轟の部は七日の第︼日月︑田
∇男手白昼二百㍍
畠−1 山田商
鹿と複合の二種目が行われた︒ 三国戦
三位象二分三八秒八
∇団体．
∇男手バタフライ二百㍍
2−1一関二
一位小野寺二百五四智八
0−2一関二
四位東谷川三壁三一智ハ
水泳競技の都は八日︑九日の両▲名の遥薫か参那して行われた︒一堂とこ連讐とげた︒
∇療合
第一日目得点．
〇12 釜高
帯一日目は定刻八壁Tに茶選挙の
岩手高取点︑金工24点︑重商12
入場が行われ︑狩川県理事長のあ 点
二回戦︑葦石高と対戦した︒
誓っ︑佐肇判長の理上の注
等百日
君があって開講︒その日気温十九 水温二四度︑気蒋丁八度︑雨天 ∇個人
度︑水竺六度︑男菅八百㍍リレ 昨日と共に名選手好調なすべ幻出 大軍
ーを皮切に白熱的なレースが展開
叢体連庭球の郡は山へ月七﹂八︑ ㌻−ド校竺関一高義戦したが
しで二位の釜石工業に六点の差な
された︒執藁沢の通乳
九の二百聞岩大工学部庭斑コート 皆よく健闘しみごとに披幻準々決
つけて二連勝をとげた︒

目立っレベルの向上
斎藤八百で三位

もあったが︑常にリードを保ち︑

文学刀がにぷ幻ミスの多くなった

位に立つ本校は︑疲れを見せず︑

つれ合ったが︑攻撃力において優

2⁝0でこの碧なものにした︒

望八日の夢一試合は︑チームワ

撃2哲11167要

写真は対水沢高との熱戦

誓竺門犯︸佃寅党

等空曹禦警讐南

小学校の嚢コートにおいて開

ど後半のスピーディーな試合選び

九日の三日間岩大慧耳学部︑河北 誤って苓校のゴールに得点するな

花北より21対げでセットを硬め︑
この戦合にも勝ち準決勝に進出し

旦簑1花北

￣ デー、∴ ∴ ∴∴∵
な速攻を出しては︑手に汗をはぎ に表わされたことをみんなと共に
るようなシーソーグー掛違韓︑
写びたい︒▼

絶天然色東映スコープ

殿さま頚次等多

茫孤富豪

怪談道中

捻天然色東映スコープ

義以下時代肇
スター総出演映画

新選組

⁝十了十八

絵天然色東映スコープ

血一汐笛

乗空ひばの 主演

稔天然色東映スコープ

渡辺邦男 誓

花嫁変化

時計検査調製器
常備
時計分解掃除器

新品は勿論修整品まで検定器

にて調べた方が堅実です

メ胤ネは特に安くしております

道又時計店

大智四古語警笛

水晶堂眼鏡店

盛商と三位を分つ

写るのストレートで敗れ云った

誓哀攣彙

蜃 傭

釜釜轟書経
商高尚商

︵引き分け︶

最新式機械

メガ泉のデパート

2 0 0．1
Il L t
12 2 0

撃工門川︸晶簡

撃墜型塑型警院院院院芦
指
定

摩止凝漉
陸上蘭技の郡は︑去る六月七︑ ○斎藤忍4分25秒4
八︑九の三日間県営グランドで華 ∇百十㍍E予遥
々しく行われた︒絶好のコンテシ ⑳武礎低9
也秒
i6
ョンに育まれ︑近年不調であった ∇罪膵
写真他家する小野寺君
血語蔀に春が来て例年にないトラ ⑳武藤進也19秒5
ック︑フィルド共に立沢な成構な ∇二百㍍E予遥
金が催された︒日中気漁が35度は
おさめ八名の東北大会出場柊を得 ○武藤進也29秒1
あるー召し事っ無風の天候の下で︑
たのである︒な革まな成帝は次の 0高城邦夫29秒3
選手すっかり元気・せ失い好成純も
とお幻︒
∇八百㍍リレー予選
∇男子百㍍予選通過
○宕手腕1分39秒8
千田和弘㍑秒6
∇間押勝
∇男子八百㍍予選
⑳岩手耗1分42秒0
○斎藤忍2分12秒8
∇ヤリ投げ
∇同決勝
⑳北田芳夫朗㍍n
六月二十二二士官山形市の
県営グラウンドで東北陸上競技大
◎窟 忍2分9秒2

∇千五百㍍予選

花北エ日日︸鼻事

二王∵∴‡

兼〟ヽ細
叫田Jtl

修められなかった︒
催された︒
が27対20と逆転させこれもものに
続く九日の苛癒合盛商との三
高体連ハンドボールの部は︑八
した︒
宙の第一回戦本校は︑告大コ
本校選手の記録
九の二日間︑一高グランドに四チ 位決定戦︒市良体育祭の雪岸を期 準決勝これも健勝優補盛商で立ち
ートにおいて一軍高と対戦︑対
孝二回戦の準決勝は︑同日︑午
∇八百米予適
する︑盛商の気刀もの置く︑前半
L赤め不調の本校は81！2︑11⁝・
ームを矯めて行われた︒
戦の末亜対33とこれをものにした
後山へ壁T︑河北小学校において強
◎斎藤忍2分6秒8通過
5︑甲7の経過よ少21⁝nでな
一国獣︑花巻北南と対戦︑本校は 二対○で我梗押される︒しかし︑
敏感工と対郡︑年前のシーソーゲ
後半ゴールを慎重にねらい︑北田 んらなす所なく一セットを奪われ
バックスに千田︑F・Wに荒屋の
∇同決膵
ームの疲れで尾するような本校龍
腕︑俊々茶の良の負傷のまま試合 のシュートゼ義カニ点に︑さらに た︒しかし等壱ット前衛の山u
⑳斎藤忍2分7秒0
軍商戦準々殊勝は︑八日午的
雄部ではないがどうしてかシュー
に臨んだ︒執筆︑花北のさほど強 畠山十分シュートを決め同点︑し 中村のタッチそれにオープンから
㊥武藤進也柑砂失格
十
時
五
十
分
︑
黒
沢
尻
北
高
と
の
閲
で
トが弾まらず敗退してしまった︒
力とも患えぬ事．・W陣にバックス かし盛商もさるもの文一点を追加 の高橋のスパイクが決まカ体制は 行なわれた︒
マヤリ摺り
かくらんされ︑﹁二飼︑後半にも四 この試合央うかと思ったが︑北田 互角だったが盛商は一セットを雇
⁝．∴∵∵＝＼・
◎北田芳夫胡米
点を献じた︑これに対し本校の攻 の正面からのロングシュートが決 っている条件の有刺から級引なサ
∇八百米リレー予適
替凧本棟は︑三位にとどまった
こ
の
試
合
︑
的
半
1
3
対
用
と
リ
ー
ド
撃は︑前半荒屋敷︑後半北田のそ
ま必同点となめ︑そのまま試合終 ータッチ戦法が成謬人︑本校も負
◎若手高1分38秒失格
が︑昨年度は高体連予遇で敗退し
れぞれ一シュートのみの寮体さで 了︑時間切れのため延長戦は行わ けじと対抗したが︑膵すでに遅く され︑選手一同ちょっとあせわ気
﹃開粗以藍と笑いとはされたの
味に見えたが︑お互いの励まし合
以上の成績のように他校に比べ 詮何五点の大差で花北の酌に屈し ず盛帝との間に三位を分ち合った 21−18で二セット著も零われ結局
いで本校チーム一体となカ︑猛烈 に比べ輝かしい努力が今回の大会
ると決して目立つ存在ではないが
昨年よりは格段の差が見られ︑今

後の窪に期待される︒

堂々22日より大公開〝

激讃21日まで上映中〝

l

■IHlI川IM

いずれも鵜天然色撃弓力大型新作映画の2本立／

妻悪霊胃雷宗避雷力 電話f猛毒詑芸

独走盛岡兼映劇場7月夏の鱒！

・メガネ

本校水頸くチーム
く
倭＝静に演
800Mでゴールイン忍衰
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脚芸藩岬の中を行進
苦しかった三食目

んだ．天気が良ければここから横

謂鴇等︑ようよ
轟
︵0記者︶

さて図葦は夏滴れかどうか国富

商

商

▼

除

98瑠4817d2︒篭27儲麺業詰所ぷ措

ha4246拍2621144282112612306107鮎

計褐描緋甥144m得難耕拭258難局暇

る者六七名︑体育行革に吸われて

い︒西陽皆っけて余念なく頁を操

監塁は通知よくさはグ著しくはな哲志量旧してみた︒以下は六
月までの乱用基桝である︒

ぶ︒水銀綾は三十度突破だが︑関

開署髪の欠陥はどんなとこ

質問が欲しかった︒

写国憲は全くⅡ派なものだ︒

とは︒

関学播監僻を見て感じられたこ

姦廟については特にふれてみる
機会がなかったので何もいえない

れた宅で勉苗来る皆さんを羨

日音吉日音旨日活日清日治日清日活日詰日活日活日括日

活日活日帯姦冒落日薄日薄日滞日哲口薄日薄日菅摺日管活

︑油

た

河
前

限りない御愛顧を戴く店

海に山に更に新しい

躍動のスポーツ用品店

水原運動具店

で E L三︑〇二六

禦⁝女優志願■撃国劇

符削岩は詣バ．グ主恩繋

本年度のベスト・ワンと激賞される
感動の珠玉大作′●

芽はえ

ラフ・マツテオ占馨ア語㍗ダ
本年度ク銃リボン賞ク受賞作品

■ジヤクリーヌ・ササ†ル主演

忘れ得ぬ初麿の感傷に流れる甘い涙／

佐々宗スポーツ一

続々入荷

登山用品︑水泳用品

海へク山へク

日
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摺日吉口港日活日洒日活日活品目括日活日活日清日括日
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六月の新刊事j ▼一
▽新聞千蓋次郎︵有斐閣︶
▽倫理⑳ 請里代︵筑膵癌房︶
▽西洋哲学史︵中︶ ︵下︶ ラy

セン︵みすず善房︶ ▽世界史の
慣同と対策 吉岡力︵旺文社︶

堀川直義著

岩浪拳︶ ▽海流の話日高考訳 いまこのW蒜な時代に勉学され
︵岩波啓店︶ ▽天文学の最前線る章響再葉していただくため
F・ホイル︵法政大学出版局︶
に︒︵新潮社︶

面接

﹁すすめたい本⁝日

州・・・・読みたい本J

集︵弟代目杢芸芸毒弼︶ ∬詣
空︵笹善房︶ ▽拒和小説集○
︵現代目茶文学ム秦野 親局淵
︵藍房︶ ▽人口 商垣責次
郎︵蓄︶ ∇ドイツ世界文
化地理盃︵平凡社︶ ▽東欧
史︵世界畠更望

塩田良平︵旺文社︶
▽風土記膏杢出典文学大系2︶
秋本芳郎︵者夜宮哲 ▽釈旭空

沼野♯春雄︵旺文社︶ ▽b襲器

︵旺文社︶ ∇生物の傾同と対策

︶ ▽化学の懐同と対策津田栄

理の懐同と対策 竹内均証文社

策 穏刈四三二経文社︶ ▽物

直︵嘉︶ ▽数3の慣同と対

摩閑古︵有斐閣︶ ▽農村鴇武

鵜飼借成︵有斐閣︶ ▽予算遠

対策川又昇産文社︶ ▽憲法

▽目茶史の傾向と対策 四名詞宏
誘客は専ら撃というわけで か今日は勉強熱心垂はかわと
︵旺文社︶ ▽中央アジア 世界
あるクか︑東北一の独立国嘗館も のこと︒ふと眼を上げたA署︑塔
文化地理大系⑳︵平凡社︶ ∇江
いささか象滴れ馬蹄だとの囲蛮風 外に庭がほしいねとボツぺ成穏
戸時代︵上︶ 図説日本文化史大
殺風景だ緑がほしいと記者も同感
系◎︵小学館︶ ▽社会の儒同と
K署の言藍箸は早速図替備にと

図書館だよ♭

足も琴＼なる︒符繋の裏をとめ

漁猟 吊⁚．㍊∵㌍・∴言吊津川㍉
呼をしてバスに分乗︒金沢口を後
に出発した︒垂勺宇山を見ながら

ここか嚢難関のある揮軋向

田に近づくにつれ
風雨の猛烈且こと
取も丹南もビショ
溺れにな幻氷めつ
くようであった︒
一同石綬精神Tと
歯を＜いしばった

画

娼畿箱詰謂配鵠鮎離楷
ケ中■﹂申■．一申

聞 クラブ活動はどういうように
とが大切だ︒
またこっちのやわ万がまずいせい 見られましたか︒

かも知れんが︑何の反応もなく黙 琴 肇 割 重 な 行 動 を し
ってられるのは教える側として誠 ているように量けられました︒

ろでしょうか︒

にや少がいがない︒もっと講異な

容上級崖︑下級生の別なくいえ
一から十まで先弟解答する︒そ

ることだが︑閤認解答などの場合 プール轟bしい︒こんな悪ま

日活LINE・UP

て︑いろいろ蜜し
ったこと励点いだし

止め︑各部崖に分れ︑九堅消灯
した︒覇は霧雨のふる日︒七膀
半朝食をとった︒朝食の時はおも 岩手登山の苦しかったこと冴思い

阻装などは比我的よいと思った︒

金

去る七月一︑二︑三の三

が行われた︒
一だけが萱幻︑コースも

今年は人数の関係上︑甚

0︑D艶の孝一槌団は︑七月二

頂上きわめず

醐配猛風滴のもとに

若手山が見える管だが盛っていた

∵・インタビュー⁚㌧・・⁝⁚⁚⁚

問 詮議態度に受ける感じは︒

事︵竜の撃 撃茎へ︵新潮社

米

40

礁

岸

の

女

海

しろい梶力のあるもの？が多くた
出しながら︑一路靡岡へと伺った
那期中間者茸も終わ︑ホッと一 ったとは︒四台︑五台︑六合日を
息なついた七月一︑二︑三の三日 すぎ八台目についた︒ここには無 べる︒八膵十分旅館の玄関前に集 十二時五島小雨障る盛岡に無事
到革した︒
︵S記者︶
間︑我々待望の宕宇山登山が行わ 人糾候所がある︒それよカちょっ 合︑八聾金沢ロに同って行進︒
れたが︑今年は人数の都合によカ と登った所に清水が湧いていた︒
璽だけ登出した︒また昨年まで この清水は年中澗れることがない
網張泥臭に宿泊していたがう今年 そうだ︒九台目あたカの歪肌Tに

に登った︒しかし予定時間よか大

は松川温泉に泊ることになった︒ 荷物を降ろし︑塞墓べた︒昼
また旅館の関係上か垂・商構団に 食後︑荷物をそのままにして頂上
崩れて登山した二日は竺横田

に伺った︒途中某先生芸年は神

ので︑見えなくて鷲であった︒

が自然の猛威には
かなわない︒ガイ
ドさんも登山は無
理ということであ
幻︑ついに五合員

新購入図書案内

声もとだえ勝ちでそろそろノビル
看て二人︒五合

分おくれていたので︑一升目よ幻 重遠藤先生の激励のもとに
が︑二日は琴南団が天竺泊二
かった︒途中日程くらましそうな
日の予定で出発した︒領一梯団は 典の害の宕中第一回登山の葉柄 出発しました︒途中︑中央バスの 崖を見て驚嘆する二一台日ごろか
七月一日︑山へ瞳丁墓に集合した の酌で万琴宿しただけで頂上薬 美人？ガイ下さんの歌ッコ敬開き壷ロうのもおっくうにな幻︑話
師岳には行かないことになった︒ なが訂柳沢まで急行して毒手
校長先生の訓辞︑一蛋巻要義

せっかくここまで来たのに残念で
があった後︑バスに乗って第一目
的の柳沢Uに阿って出発した︒途 あった︒いよいよ松川に副って下
中悪路？のためにバスはそこから山した︒途中道が剣しくて姦菌
難してお菅田まで下める二二十分

先へ行かれないの雲間は不平を

告ちょっと手前に侍か︑その新

いいながら下草し︑練歩で柳沢U 休憩︒そして塁等替鹿倉で休

任は神社でとまった︒だんだん神

々が行く松川の方は零︑長い

社より遠くなって来た﹄としきカ 姥倉から塗へ行く選と︑捺川
になげいていた︒柳沢口の岩手山 に行く二つに迫が分れている︒我
神社空手分位休んで次の馬返
しへ同う︒馬返しで募位休んだ 急な下わ鼓であった︒この下わ坂
某著≡こは何金目だろう﹄との でころはない人がない程︑多くの

えなかった︒このへんから落伍し

以下は教生との一関一客︒

と思う︒実習の閤先生方から親身

．∇われらの太陽 D・Ⅱ・メソゼ
土
長塚 部署
れ故自分の力義する態度が薄
し
い
と
思
う
︒
ル
︵
岩
浪
啓
︶
∇
天
気
予
報
諭
パールバックの芙地﹄と共に
蘭だ︒
聞崇高塵に壊した感じは︒
伊等︵邦人嘗館︶ ▽地形の話
農民文学として知られるこの作品
問姦的にみて本校生の豊ぷ
辻村太郎︵古今慧伽︶ 勺現代の
苔好感がもてる︒ただし上の人
は︑日本の農屡活を︑彼独特の
幻は︒
に凍する場合の言宰使いにもうち 中国文学小野忍︵毎日新聞社︶
責で措き︑我々の胸に捕切にせ
答断定的なことはいえないが︑ よっと工夫がほしいと思った︒
▽現代茎萱︵現代日本文
まるものがある︒︵宗社︶
僕の教科では予習︑復習をやって
いろいろ欠陥ばかわを述べたが 学全集96︶ ︵筑膵酋哲 ▽東海
伊豆の靖子 川端隣成著
くる人は少なかった︒だから授業 我々にもいたらない点が多かった・ 道中膝栗毛︵日本苫要撃大系62
︶ 麻羨︵岩浪暫彗 ▽大
健筆︑繊細変体で︑聾芸ひ
きつけ︑鼓後もいやみをのこさず
進度もにぶる︒革二は莞顔を控え

▽文朋の発生世界史大系○︵滅
芸嘉光社︶ ∇回愚十年◎■岩 ．面接下手は時代の溜伍者 社会
田茂︵新潮社︶ ▽チアート豪に出られる前にぜびこの誓鼻
崖す構喀体択薮研出版EE︶ につけていただくために︒︵光文
社︶
▽数3の琴嚢雄産文聾
▽浬僻数学8小林善一︵量
命なりけり 福原陸太郎著
︶ ▽数学3新研発鍋島信太戯
別にどうということはあ幻ませ
海田啓哲 ▽数学3精義岩
ん︒日的なしに読んで楽しめる茶
切膀二︵葛 ▽地図の話
︵登暮秋社︶
武蕨勝参︵旨汲宰店︶ ▽出はど
翠の基楔
阿川弘之老
うしてできたか大塚の雅之助︵

害に対して︑某先生言だ岩手出
世界文学大系哲 ドストエフス
人がすべってころんだ︒かすめ傷
で登山中止︑下にl 四月の新刊書
に挙ってはいないよ︒ここは旨手 を負た考量かった︒それでも
のやむなきに至っ ▽全国大学人試問題正解定︑続 キー︵尻等．▽死者の替わ
折の手酌の日だよ﹄といわれてガ 遅れた聴聞真芯もどして︑午乱 山神社に蓼挿し天候の響祈っ た︒帰カのドロンコ山活で尻もち ︶ 症文社︶ ▽日本紙和歌森 歪三郎︵墨暮秋新社︶
ッカリ︒ふもとから一合日までの
五月の新刊蓼 ．
六撃ごろ松川温泉についた︒我 て鳥返しに向かった︒時に八撃一 つく著しきめとあって︑笑声が湧 太郎︵姦堂︶ ▽発生と増殖︵
遠いこと︑雨上幻のため蕾道
々一同は湯にひたりながら︑一生 碁︒延々たる轟にあきる者続
く︒神社までの泡の長かったこと 現代律商学評座6︶ 田宮博︵共
でしかも︑細いときているから大
出︒それでも一竃に局返しに着き それに体が疲労して歩くのもおっ 立出版E芭 ∇罪と罰︑白夜︵
の思い出である若手uj登山につい
変であった二一台目あた里忘芯
の方が見えた︒ここで一時小休止

三台旨あたカで辛に出合い下界は

何も見えなくなった︒上の方も見

涙教生の見た岩高﹄

そっなものがあり陵も難行したと

るようになめ︑白倍も湧いてきた

構えさえ出来たら︑成績はぐんと

聞義理に立たれた第一印象宅

答まず員につくのは休み博聞と

茸

と

節

野

速

風

13−19

夜は俺のものだ

30−尾5

春

23ニー29

陀年と違って松川聖だ

行った︒

第一梯団はよい天候h澄
まれ絶好の登山白よ彗
しかし第二構成は悪天候

に見まわれ五台目で下山
しかしながら両横団とも

何の事故もなしに矯事に

4ヽ

日間︑恒例の岩手頼登山

〇〇〇〇〇〇〇
⊂〉⊂）⊂）⊂）⊂）⊂）⊂）

帰ることができた︒

5、6月の利用者数
4月
5月
6月

ラス

活日活讐聖空清讐誉票誓禦讐括

29日よ。ロードショウ

馬i哀しで休苫臣する一行

なる御指導を受け我々一同心から
泣幻にならすとまとった︒十分に 夜業時間との区別なはっき劇とし ているせいかある護やっている
︶ ▽菅秋友氏伝︵中国古典文学 すっきめした気持のよい作品であ
ようだが下級生はのんびりかま見 の感謝の念でいっぱいです︒
調べてきたところでも生徒の面前 てもらいたかった︒ベルが鳴った
る︒︵角川文庫︶
金管︶ 竹円照夫︵平凡社︶
に立つとそれがすらすらとでてこ らすぐに勉強できる態勢になるこ てる感じだ︒

等第盲目はあが幻ぎみで思い

生渡の思いでだと語っていたが美 上ると患う︒
空訊終日に︑インタビューを試み 聞 藷面ではとうでしょうか︒
感想を御被落していただいた︒
答題い期間なのでよく分らない

っ
た
．
敬遠は本校での初教壇の感激は

格も出てきてあざやかなものにな れが学習の面で特に扱く現われて
いる︒進んで勉親しようという心

最初のうちは何となくぎこちな 同義に対する感粗は︒
か．ったが終わの頃にはなかなか風 答一般に団昇任が足幻ないメこ

に数えていただいた︒

ころだ︒落伍の候補者はいずれも
今年も例年通必敦蓮がやって蒜いので非常に苦労した︒でも二
朝御飯な少なく食べて来た人であ
三日後には幾分惰れ︑割合にスム
きた︒宕大慶轟の学生七名で六
月二十三日から七月五日まで熱心 ーズに授業をすすめることができ

登山隊
く
続
写真ほう衰々
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ス件賂難し﹄と云うように︑

生

人間の基には種火の孝夢が堪っ

人
私の下措義は今年で︑はや三

中三 三船 有次
年計になる︒正に晃陰朱のごと

しい︒

伝和≡璧ハ月十九日︶の中に詳

んだという︒

専門学校長に物色されてる時でも

子師範の響苛あそ仙台の安子

ぬことに役ずるは偉いことだと理 酋氏であった︒氏は当時︑栃要

日がよかろうと大正十五年二日十

創立罰嵩会を行った︒

氏・替畳は楽だが私正は難儀で

堅い決帯のもとに本樫虹来られた

顎勃早々翁は県庁に出かけ聾欄 一日程冗節官民合聾の後に
あると述べながらも隻就任を快
で開氏の出庁浄億した︒関氏が九 何れも大礼服のまま三田宅に集合 諾︑女毒門学校長の栄職をすて
膵頃出庁して翁に会ってみると︑

翁はこれ畠蒙の言に大いに刺戟

ない︒

る．校舎はもとよめ借家︵現在杜

十万円出すからどうかやつてもら 校は人物な作ること︑精神陶冶誉 ら第一学窪め授業開始となってい

盛な人物が出来ねばならぬ﹄と関 陵小学校の↓轡であったがとに

第lの主張とする︒従って悪気旺

されるところが雪たが瞥ら＜爵

いたい︑一切をお任せするとの話
関圧そ打や雪と盲は断った
中学を作かたいと思っていました

鱈︒ややあって閑氏を私宅に聞い

本校草創の経過よのしても﹃茶 九日に草深可︑その二十四日か

■碩十基い︑沢翼暦数践是の立
作硬はお断わしたがどう姦代学 つまめ本校は国家とその馨日を ので為る︒
場から私学の重要性を述べた︒ 生の意志の墓なのは墳慨にたえ 同じくする革となったわけである 校史によれば大正十五年四月十

． 十万円位でも出来るだろうが・・⁝

の指摘開閉針展は

二王㌍・十十．・﹁

誓言快欝してもらった︒
ところがあった︒
あった︒謁氏は鈴末啓面應︵御
三 九た︒
なんとか弼徴的な学校を興して 話ははずみにはすんで二人はその
瘡もまとまっていよいよ創立と 代敷頭︶を伴い上京し︑鈴木卓苗
晩十一時すぎに至るまでも話し通 なったが︑それにはなにか記念の 氏に面接︑事情嘉した︒

に精神が欠けてきたなどと教育観 事を耗話した︒
の若宮高橋光威︑漁本県加筆柿
⁚沼竹雄というようか芳々に相談さに於いて両者は互に同感共鳴する 次に北田盛岡市長改訪犯︑やはカ

．︐帝国教育会長沢霊︑一意敬

▲ 旅院課員鎌田栄吉︑文琵冒甫弘 っ
た
︒
近来の学生は蕗であの︑教育

撫夢二裏年︑卒発生もすでに たまた義のあった三崖∴嘉に示した︒
その話はそれまでにして打切った の前身︶の鏡校長のもとにゆき事 て定まるのである︒開署はじめ
二千教官名を数え︑伝説は愈々搭 氏︵鏡正翁の御令善よぶ翁が学 翁はこれをたづさえて上京し
が貿
︑話はやは幻教育上のことにな 情を述べたところ大いに賛成して 関係者は殊の外慎重を期した︒そ
十万円むの大金空文も利の上ら して白羽の失蟄たてたのか鈴茶卓
ぎないものとなカつつある︒
創Ⅱ者︑二両義正翁の憲も着々
壊箆されているわけであるが︑こ
ってみたい︒

こに森二手年の歩みをふりかえ
払 賛中の簡生
義正爺が若き日︑遊学の途上ふ
と耳にした昌河以北一m百芋
の真人詳解堪︑倉麓の宿
願をもたれたのがをもそ皇宮謹
皇の萌芽なのであるが︑それが具
体化したのは遠か後年へ額が名を
とげ財をなしてからのことである

そっだ︒これは︑人間の命のはか

一である︒天蓋のごとし﹄と
その具体化の過程は﹃本校設立
云ケ事が醍啓の中で云われている の趣崖と題する閑要京の秋詳
ない事を霊にたとえている︒

いつ白墨して︑自分を壷して

おし切ってリンゴ園を作ったので

も困難なのは︑自分白身を知る事一から︑おじいさんは周囲の反対を 青い小さな実をつけ︑豆の騒ぎし一

おじ虹さんのこと

編集後記

陛疋作業の連続︒全く聾蓬は︑

手に羊歯とる︑休みを目前にして

す︒最初はその無鉄砲なや息だ
が桑畑をリンゴ園に切幻換え︑村
猛暑来︑歴塁はまるでむし風
周囲の人達はただあきれていた七 の人達の反対をおし切ってリンゴ 呂だ︒今号は帯行革に追われて海
いうことですが︑後に認められる 囲な作った︺苦労を偉いと患って
ようになめ︑村に広くリンゴ栽培 いる︒やがて赤いリンゴが︑おい

じいさんと暮した︒
父が出征した当時は母連は何から

ソダリーナは︑性格の違いから艶

た勲折を泰している︒

そ．っしたある日︑彼女は温岸で同

た内気か著者である︒これ以後︑

ら強い反対を受け一時はこの企を

この時は家の者や︑近所の人達か

ゴ鼓境に団をつけたわけですっ

になる作物はないものかと︑リン

することになった︒そこで琵する

て︑急に父の任地ロン下ンへ出発

かけ橋だと自覚したグエソダリー
ナは家庭平和のために両親につい

のは自分が父と母をつなぐ唯一の

也蔓していた︒し≠しこの畜冨
いつまでも続かなかった︒という

偽善中高生さんには︶特別サービス

盛岡市仁王小堕二戸釘突当旦
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ます︒

なき御批判をお待ちいたして居カ

御期待に添い得たカや否や︑腹蔵

いだつも幻だが︑果して皆さんの

ホットニューズの撃に澄重

過ぎた感じはまぬかれない︒

リーヌ・ササールは映圃柳川演な こうしたことでやっと芯早め寿
がら十七才そ切ままの若さあふれ を見たわけであるが︑やや理超に

手をつけたらよいのや鳥ヨがつ
かず非常に困ったそうです︒

婚寸前にある金持の開親とl縛に

※物語十K才の美しい少女グエ

でもおじいさんの力で私達はどう
にか切カぬけることができたので
す︒おじいさんは非常に研究心が

た︒彼はこの町の中晩家庭に育っ

高級別荘に来ていた︒

強かったと見えて︑村で一番始め
にリンゴ警試みた人です︒

交際を続けているうちにいつしか

じ年頃の学崖オ1ベルダンを知っ

当零はたいていの家で葦を
していたそうで︑桑の裁欝が盛ん

あきらめようとしたということで

二人の間には淡い郡泰がめさめ︑

す︒なぜなら︑今までの桑の茶を

オ1ベルダンと再び会う日のない

に行われていたそうです︒
ところがおじいさんはもっと利益

切幻︑成功するかどうかもわから

い出として︑この町を後にしよう

のを妬必ながらも轟しい初恋を狙

ないものを稽えようというのでか
ら無理もあ幻ません︒で妾に
避1Uたう巷決心ん漉ことです

いわゆる労等法の違反行為だ

が行きわたるようになめました︒ しそつにたれさがる膵期となって ノイローゼ気陳︒
おじいさんは当滴の音量曇幻
くると僕の家もいそがしくなる︒
嚢会議で単時間製作の方針を
この広く︑行きとといたリンゴ園
に諾ってくれます︒
たてたのであったが︑世はままな
今年もリンゴ園いっぱいに白い を見ると︑当時の草努の獲ナがし
はしっかわしている︒無口で物静
らぬもの︑いろいろな障芦で夜十
かな人である︒僕は小学校に入る 雷のような花が朕きみだれ︑今で のばれる︒
時︑十一時までの残業を余儀なく
はもう︑おじいさんの孫のような
された︒
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を卸る事もむずかしいが︑それ以 くからの霧として︑杉の茶に囲

こう亭っ事は金錦の貸借によくあ 分の人はそう考えるだろう︒他人

る事だ4人塵は必ずしも義視的で
ない︒さカ呈し欝だとも断定

追われているル

学鳶が︑毎届に瞥仕革に

頭もはげ︑力仕事は出来ないか心

奥山に
緑のトン泳ルの申登
執れ下る漂
末火の緑に
清澄な水は緑に染ま幻
水際でたわむれる
水鳥は
貫の日の夢を見ている

′

さわやかな川の面は
いっぱいに運び

緑の寵を

野義を療て通る

に輝いている︒僕は︑おじいさん

おく︑これが人生にとって草美

が四五十万円か百万円もかかるよ が翁の熱帯ル打たれてとに角計画 氏は講話の中で強調している︒
垣い人生は︑時間の浪孝によって 閑氏は当時本県学聯課長の要職に
かくにもここに宕中が姉々の声を
次に校長の人選であるが︑これ あげることになったのである︒
一層短くなるのである︒r人生の あられたのであるが︑羨正翁の夢 櫻設立に十万円位は署耳よやと うだからお断わしようと思うと述をたてることになった︒
まず理事にその人を得ぬばなら には非常な苦心著したらしい︒何 ︵註︑本稿は主として石〟讐専所
気嵐き快楽申︑友情にまさるもの 学校設立の希望は前々から未知し もらしていることを聞き︑はじめ べた︒
閑氏はそれならそれでよろしいと ぬと盛Ⅶ砦等農朴畠在の農学許
にしろ校風の基礎はその人によっ 載の閑氏の講話参畢 ︵K︶
て学校提督の笛酉を作成︑これ

て来て容易でないのである︒私選 なし﹄と亭っ吉葉がある︒真の友 ていたらしい︒
し﹄である︒三年︑一千貫目余力
蛸煤の橙虹ただむなしく春を送っ の日間には︑苦しみや悲しみ等︑ 情がどれほど自分を心強くするか
云うに云われぬ程の苦労や出肇 ここで改めて警ずとも誰でも御 だ﹄と︒・
衰知の革だろう︒ゲーテは茶った 私の人轟は︑人らしい人になれ
隕草庵ち受けているのである
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年間に私の身のまわ幻に校人の出私達はそれらの難関空目らの事で 冨甚与えた事のある人に出合う と亭フ夢だ︒偉い仕事なするよカ 切なことなのだ︒入監において最
来事が起こった革は申すまでもな 突破する革によめ︑幸福をものに と︑すぐその事を思い出すもので も先ず人間は人間らしい者になら
する事が出来るのである︒﹃人間 ある︒それだのに恩義のある人に なければ蓼に鼻るのである︒
い︒この間に私はよくス生﹄と
が幸婿であるために避くべからさ 出合って︑それ盈思い出さない事 だか豊況な人間になるのが最も
云呈毒葺にした︒自分でも考
えて見た︒私は人生と云う革を単 る条任塾労である﹄と︑トルス がどんなに度々ある事だろう﹄と 良いのだ︒私は人生の磁鼻は︑山
トイは云っている．正にその通幻 私は考えさせられた︒人間と云う
に︑人間の藷︑或は人の生陸と
蜜の間に自答鼻を細ると云う革
ものは︑皆こうなのだろうか︒
だと思う．私だけではない︑大部
父方のおじいさんは︑適材の古

絹離㍍鯛的謂誓

小

上に自分自身をよく知るといち事まれた古めかしい家に億んでいる 前ずっとおじいさんと共に蓉した
おじいさんはもう七十七という商僕がやっと小学校に入った侍︑父
が出征したので︑その後は母とお

う運命は神の考えるものだ︑人

身な反省し︑自分の行動讐再

出来ない︒それは運命にまかせる はむずかしいのだ︒我々入閣は︑
よカしょうがない︒夏日漱石は云 冷静なⅡ湯で物事を考え︑自分白

午後二時五十分

間は人間らしく働けばそれで終辟 欝する革が大切であると思う︒

ぼくもこの青に
おとらい音を

﹃ガタガ皇
軍シギシ︑バクバ藍

ベルが鳴った
急に校内が騒しくなった︒

竺細川市男

放諌後

解釈しているが︑事実はそう野卑 だ︒人間は︑自分が幸福であかと
に云われるものではないらしい︒ 亭っ泰を智ないから︑不幸なの

夏の情景
高一石田真一
土に吸込まれる棟に

上から下へと

降っていた脚日までの爾
今日はから由と障れあが幻

中三 熊谷 桑

由んば道

まぶしそう
中三 斎藤 倒
すてられて苗かれはてる

とぷ川が塑且の日きしに

中三 村上拓司

漁れ呈

湯上カやあぜより遠く

中三 小田−成

．⁝俳句刷

ひびかして現駅を降のた

青い空に末々の緑が
溶けてしまいそうな気がする
真昼1
強烈な太陽︑白く乾いた退
廃の真赤なケイトクが
燃えるように咲いて
静かな中に
一層暑さをそ見る
静政︑そよともんない木々
耳なすますと地史の土をほう
のが鱒見るかと思われる
公覿この静寂を破って
暑苦しいせみの声
それもやがて
黙幻こくっている
自然の中に吸い込まれて行く

募

が■tlllll肋■■11椚tll■l脚明Itl加帥■■瑚Il仰■
東ブd亀
でBL6261

佐嘩・模型店

修理一切致します

集

伊藤楽器店

我と思わんものは
出版委員室へ

譜

楽

7ぶ三
相 r￣
：
、

寓か一
・
一￣■
■汽￣ b甲
驚 澗
宇P ・．
て
こ
添・
汚さ
声ミ
）
蘭
で■
認 許 静
撞

科学模型教材
鉱石ラジオ・小型カメラ

専門の店

器

挙

詩．ノ作文
新聞部員

（8う

闇

新

桜
石
、（集47号）由澤888年7月1⊆＝ヨ

