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﹁引日当一 ．鋸帰
一何回国憲晶用し喜
二㌢て︑衰用
しています︒情報化社会
といわれる今︑これらの
ことを正確に知り︑受け
止めることは︑将来をさ

印刷 山口北州印刷問

績報を知ることにあてて
みては︑いかがでしょう
か︒いろんな知識や情報
為るだけではなく︑きっ

なさんが学校で過ごす時
間の少しでいいのです︒

発行 岩手高等学校
盛岡市長田町

ていることを意味してい
ると思います︒
今︑世界には︑いろい
ろな出来事や事件が多発

い こ と だ と 思 い ま す ︒ み るのに最適です︒自分の

これからのキーワードは環境

模擬店が減ったようだった︒
一方︑クラブはというと︑
こちらも参加する部が少し

韓雛開﹁光通信について﹂新召生三田地成幸氏

八月三十日︒例年どおり

いう期待を胸に我々二年生

㌔

たいと思う理由になった︒

秋だ︒秋といえば︑芸術の
秋︑スポーツの秋︑読杏の
秋︑食欲の秋︑と色々ある︒
中でも︑筆者は断然︑吾衝
の秋である︒その芸術にも

石割桜

アミノ酸の合成で人工血液
を造り︑人の役に立とうと
いう氏の思いは︑公害の無
かった情報通曙産業に就職
したことにつながっている︒
氏は︑OHPにより光通信
の概鴇を説明なきった上で︑ ▼この稿をまとめているの
は十一月白麿の上ではまだ

私たちには︑自身の適性に
合う仕事を選ぶことが極め
て重要であり︑今後は環境
に関するエコロジー産業が
発展するだろう︑と語った︒

色々な分野がある︒音楽︑
絵画︑写真︑などだ︒筆者
は音楽に興味を持っている︒
クラシックも聴くが︑他に
はゲーム音楽も多く聴く︒

ゲーム音楽とはゲーム中に
流れる音楽のことだ︒これ
に深い思いが感じ取れる︒
すなわち︑いかに︑その場

に合う曲か︑ということだ︒
場−こ合うとは︑ゲームでも
映画でも同じことであるが︑

曲一つで︑その雰囲気は︑
盛り上がりもし︑ぶち優れ
もする︒そうした状況下で︑
場にピッタリ合うよう作ら

れたゲーム音義を︑筆者は
大いに評価したい︒いい曲
は︑場面がなくても︑聴く
だけで︑自身の頭の中に︑
ワン・シーンが思い浮かぶ︒
そういう点に筆者は魅かれ

岩場も楽しく登った︒六合
目あたりで︑零が休憩中の
我々に迫って来た︒かなり
の迫力だった︒天気は良く︑

で曲を弾いて︑そのゲーム
のワン・シーンを自身の中
で表現したい︑と思ったの
である︒▼読者諸君︑この
ように芸術活動への意欲が
湧いた経験は無いだろうか︒

と楽階を購入し︑現在練習
をしている︒曲は﹁ファイ
ナル・ファンタジーⅦ﹂で

他人の受け売りであるが︑
は晴れて且かった︒その後︑
長 い 道 の り を 下 り ︑ リ フ ト こんな常葉がある．模倣は
へ着いた︒その最初の急な 創作の第一歩である︒好き
スタートに驚いた者もいる︒ なもののコピーをして白身
この登山は必ずやいい思い で新しいものを創ることの
出になるはずだ︒学生時代 ステップにしてみてはどう
の勲章となる︒とにかく︑ だろうか︒いま︑まさに︑
この日は皆よく頑張った︒ そうした季節なのである︒

ある︒一度ゲームをクリア
し終了したが︑今度は自烏

七・八合日を通過した︒九
合日から︑いよいよ目前の
頂上へと向かった︒やはり
最後の登りは疲れた︒が︑
石碑まで行くと︑岩手山を
登りきった充巽感と︑天候
に恵まれて目に出来た絶景
に︑笑みがこぼれた︒今年

てしまったのだ︒▼やはり︑
休憩で普段は見られぬ絶景 芸術の秋のせいか︑最近︑
を日にして気分を良くした︒ ただ曲を聴くだけでなく︑
その後は三・四・五合日の
自分で曲を演奏したい︑と
思い始めた︒キー・ボード

素 萱 高 二 蓑

畔上か工の絶恵に允☆腫

さった︒ケービング部での
経験を活かして鍾乳洞の水

工学博士号を取得されて︑
今日に至っておられる︒
三田地氏は︑自身の生い
立ちと現在を結び付けて︑
以下のような話をしてくだ

へ就職を希望し︑電電公社
︵現在のNTT︶に入社な
きった︒その後︑光通信の
材質を高める研究を続け︑

減った︒吹奏楽部の演奏が
今年は行われなかった︒昨
九月六日に︑岩手高校の を探検するケービング部と の採取し︑科学部の知識で
年は二日間︑蓋で行わ
キレート満足という分析を
れていたのだが︒生物部と
文化祭が開催された︒その 部員の少なかった化学部で
今年は九月六日︑七日の 地学部の展示も無くなって 第50回﹁石桜祭﹂の一日日 活動されたという︒それら 行った︒これが︑NTTに
の部活動の経験が後に氏の 入社した後︑光ファイバー
両日に石桜条が開催された︒ しまった︒そんな中︑昨年
に︑本校体育飴で︑NTT
ちなみに︑昨年の石桜祭
に続いて参加したクラブは︑ 国際本部にお勤めの三田地 仕事と結び付くことになる︒ を改良するのに役立った︒
は︑創立七十年記念という 自分たちの日頃の活動を数 成季属にご講演いただいた︒ 修学旅行で衝にこ興味を持っ 水の分析の仕方を知ろうと
ことで︑例年よりも盛大に 多くの人々に知ってもらう ﹁光通信について﹂という た京都大学工学部合成化学 入手した本の著者に感銘を
科で人工血液に関する研究
行われていた︒
ため︑工夫をこらしていた︒ 演題だった︒
そして︑今年の石桜条は︑ ポスター貼り︑ビラ配り︑
三田地氏の履歴は以下の をされた︒その研究で社会
とおりである︒氏は自然に 芦駿を︑氏は︑考えられた
閉まれた普代の出身である︒ ようである︒同大学院修士
課程を修了される際︑公番
をおこさないクリーン企業

その環境がよかった︑と氏
はおっしゃった︒我が岩手
中・霞においては︑洞窟

趣向をこらした展示イベント

第五十回の節目を迎えたの 装飾や膏薬の使用がそれで
であった︒節目を迎えるに ある︒そして︑展示内容も
ふさわしい内容になったか︑ 充実したものになっていた︒
振り返ってみたい︒
︵本面に関連記事︶
第一日日に行われる講演
は︑NTT国際本部に勤め
ておられる先輩・三田地氏
にお越しいただいて︑﹁光
通信について﹂という演題

で話をうかがった︒かなり
専門的なお悪となっていた︒
各展示場の様子について︑ われた︒書道部は︑恒例に
︵本両に関連記革﹀
プログラムの席−こ紹介する︒
なった先生方の雲も展示し︑
物理部は︑例年どおり︑
写美都は︑部員が撮影した
二日間にわたっての屡不・
プロ野球選手の写真も展示
模擬店は︑昨年に比べると︑ 葦ソェツト・コースター︑
数が少なくなってしまった︒ ホバークラフト︑火の玉プ していた︒

絵画部︑善道郡︑写其郡
は︑部員の作品の翠不が行

仮装部門で優勝したエヴァンゲリオン
初被機﹁タダタダタダ⁝⁝し

登山の日が来た︒朝五時︑
一行は第一歩を踏み出した︒
お茶屋を開いた︒
雨上がりの蒸し暑さも手伝
映画部は白分遣で製作し 薄暗い中での出発だった︒
い︑長く厳しい行程だった︒
た映画﹁破壊﹂ ﹁憧﹂など
学校に集合した時︑土砂降
を上映し︑活動を知っても
りだった雨も︑山麓へ着く
q目の土の過は滑り非常
に歩きにくく︑皆の文句の
らういい映画になっていた︒ 頃には止んだ︒今年は頂上
中学生は各学年とも趣向 まで行けるかもしれん〃日と的だった．だが︑二合目の
を凝らした会場だった︒
高校一年と二年のF組は︑
今年も楔擬店を出し︑石軽

昨年は二十七もあった展示 ラズマなどのおもしろい実 将棋部の将棋道場は人気
験を公開した︒また︑新た
があり︑一般の方々や他掩
と模擬店の総数が︑今年は
生が将棋を楽しんでいた︒
十五だったのだ︒これは︑
に虹の実験も加えた︒
クラスの奉加が減ったこと
化学部も︑数年続けてき
有志はアコースティック・
が大きい︒昨年には︑共同
たモデルロケットの展示や ライブを行い︑先生とのセッ
酸性雨の現状を報告した︒
ションもあった︒
山岳部は活動に使うアウ
また︑心願のように動く水
銀という琴不もあった︒
ト・ドア・グッズを スキー
部はスキー用品を展示して︑
で参加したクラスをまとめ
て一組としても︑十二組の
参加があった︒ところが︑
今年は四組しか参加してい
なかったのである︒特に︑

こで学んだことは今のみ

興味︑趣味︑甲心事を再
た能力を作りあげます白
確認し︑より深め︑広め もし︑他の人よりもあら
るために図書館の数々の ゆることに通じた人間に
本は役立つことと思いま なりたいと思うならば回
す︒新しい本も購入され 春館を利用することは︑
ましたので︑ぜひ一度由 欠かせないでしょう︒そ

費を盛り上げた︒
生徒会費では炎のチャ
レンジャーや女装・仮装コ
ンテストが行われた︒炎の
チャレンジャーはボールを
投げ九個全ての的を落とせ
ば憂拳賞品が貰えるので︑
大勢の人でにぎわった︒女
装・仮装コンテストは各ク
ラスの代演がサクラ大戦や
エヴァンゲリオンのキャラ
クターに扮し︑見ている人
たちも一緒に楽しんだ︒

後輩を前（＝中学・高校時代の思い出を
ふり返る三田地氏

1両
魅力ある学園祭を
岩手山登山
2面
クラブ細介 写真部
大会結果

ならず︑これから先の将
は︑いろいろな知識を身
来にも役立ち影響するこ
に付けたり︑決めたする
とは間違いなLt・です︒
ところであり︑また学習
多くのメリットを授供す
の場でもあり︑安らぎの
る区書館をもう︻度見直
場でもあると思います︒
して︑高校生活に﹁読替﹂
つまり︑利用者が少ない
と今までみいだせなかっ 否館へ属を踏み入れて下
という要素を加え充実さ
という事案は︑これらの
それらの情報を与えて
た新たな発見をすること さい︒
せてはどうですか？
ことが︑みなさんに欠け くれる公共の場︵図番館︶
読書は︑日常生活にお
これからの高校生清は
が︑設けられているのに ができるかもしれません︒
これからの季節は︑静
いても︑話題の提供が豊
楽しく学習できると思い
もかかわらず利用しない
ます︒
の は と て も ︑ も っ た い な かに心を落ち着け読書す 富になり︑知識に優れ︑
またいろんなことに通じ

一◎腰甲田

えるぼくたちの義務と
一したことがないと答えさる
もいえましょう︒
＝∴ト．︑
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エキセントリックな作品
写真部員は︑いつでも︑

ので︑翌年︑沖縄県の全国
大会へ出癖することは出来
なかったという白平成五年
は﹁アキュー上誌が主催
する﹁写其部熱写合戦﹂で
本校がグランプリとなった︒
平成六年は二作品が優秀賞
になった︒しかし︑その後
は賞から遠ざかってしまう︒

県代表にテニス部長澤

秋季校内体育大会

400メドレー

雫石県営屋内プール
2位

2位＼

8月l〜3日

ベスト16

フリーリレー

5位

小田島・鈴山 二勝t敗
準決勝リーグB
伊藤・藤原 三敗
駒井・藤村 一勝二敗

予選トーナメントから準決
勝リーグへ1組進出
︵この時点でペスト且
準決勝リーグA
佐々木・太田 三敗

○ソフトテニス部
7月7〜8日
市営太田テニスコ・・・ト

ダブルス
優勝 長浄・中沢
ベスト8 藤川・千葉
藤浄・村上
北山・藤澤

ン方
グルス
3回戦岩手6−40不シ東
準優勝 長澤
ベスト8
第3位 中沢
0ラグビー部
ベスト8 藤川・千葉
7月
11
〜13日
0体操部
黒沢尻工業
7月5日
1回戦岩手59−10
県盛
営一
体育館
2回戦岩手29−34
総水
合二
5位

〇バレーボール部 ○山岳部
7月12〜14日 7月5〜6日
大船渡高校
岩手山
岩手1−2岩谷窒 3チーム出場
参加35チーム中
0ハンドボール部 13位
8︑
位1
︑28位
7月11
3〜
日1
○テニス部
岩手高校
7宮
月古
13
0日
〜1
1回戦岩手24−18
2匝戦岩手19−18
太水
田沢
テニスコート

囚全国高校野球選手権岩手大会

先制むなしく惜敗

中原

200バタフライ

小山田 3位

100フリー

バック 氷見 1位

度二年︶ ベスト8

石川三年︶ 堀︵二年︶

七月五日から約一ケ月に渡って︑県内各地で岩手県民体育大会の各種
競技が行われた︒本校からは十二石運動部が出場し︑その中でテニス部
長澤輿祐二年︶が県代表に選ばれた︒

面白味のある写真を考えて
○卓球部
受賞作のプロフィール
いるという︒そうして考え
7月12〜13日
出される奇抜なアイデアが
そして︑久しぶりに今回︑ 水沢市民体育館
数々の受賞となったらしい︒ 最優秀賞に輝いた梅沢君の シングルス戦
顧問の先生の話では︑平成
作品は次のとおりだ︒セー 豊岡︵一年︶ベスト10
6剣道部
7月10〜13日
から︑以下のような受賞作 ラー服を着せられた人形が
花巻市民体育館
があるそうだ︒平成元年にこ ある︒桃色のお尻が丸見え 0美濃部
芸術文化の秋である︒本校生も︑毒結合文化
副将 谷藤 ベスト8
ニコン社が発行する機関誌 だ︒題名は︑﹁冥セブンティー 7月
2
1
〜
3
1
日
祭の嘉門で︑その活動を評価されている︒写真展
で作品﹁あらよっと﹂が受 ン︶﹂である︒審査員は︑健康 岩手県営武道館
においては︑最優秀賞の受賞者があった︒彼は全国
0バスケットボール部
賞した︒高総体での応援が
なお色気を評価したそうだ︒軽量級
大会に出場する︒そこで今回は．写真部を紹介し︑
撮影されたものだ︒団員が
作者は︑人形の無個性に現 柾谷八三年︶ベスト16
7月12日
知られざる活動の実態を伝えたい︒
盛岡市立高校体育館
足を上げて体を傾けた瞬間 代の女生徒像を象徴させた 軽重量級
岩手58−111黒北
が捉えられた不思議な横国 らしい︒制服の校章を隠し 平野︵三年︶二回戦進出
ダイナミックな撮影とデリケートな現俸
の作品である︒平成二年に た の が ナ イ ス フ ォ ロ ー と い
柿木三年︶ベスト16
○水泳部
彼らは校内のE立たぬ所に 県荷文集で覆秀賞になり︑ える︒また︑優良賞だった小 無翌別級
ある暗室で現像する︒その 香川県での全国大会に出品 国君の作品は︑組写真であ
された作品が﹁エスケープ﹂ る︒大会で綬勝した時の︑応
ため︑写真部員が清動して
いても︑肇は見えないのだ︒ だ︒草原で寝ているらしい

2

B

写其部員が活動する姿を
見ることは楠である︒なぜ
なら︑彼らは撮影の対象を
校外に求めるからだ︒また︑

2

C

聞

㊥⑳⑳⑳

1

B

援の小母さん︑応援団︑選手
が︑官両手を上げている︒そ
れらを向かい合うように組
んだのである︒これらの作

2

A

新

○サッカークラブ
7月11日
野球部の県大会は︑七月 正木の左巽線二塁打などで 応援に行けなかった︒応彬
二十日︑雫石町営球場の二
こ点を返したが︑相手投手
団長はこう語った︒無理を 県営運動公園
試合日に行われた︒応援団 を攻略できず︑結果は四対 言い吹努楽部に来てもらい 岩手1−2大船渡
もかけつけ必死に応援した白六で︑惜しくも敗退した︒ 応援は盛り上がった︒いい
相手は一関工業だった︒本 顧問の米田先生は二二年生 試合だったと思う︒
校は初回︑清水の中前打で
はご苦労さま︑二年
今宮で石桜新聞も弟99号
先制した︒が︑相手が二回
生は次の大会に向け
となり︑記念すべき皿号ま

であと一号となりました︒
後期になり各委員会の委員
長︑各部の部長が認証され︑
後期からは二年生が主体と

なり生徒会を引っ張ってい
く事になりました︒さて今

2

A

写真を撮りまくれ

に二点を取る︒三回で本校 嚢︑とおっしゃっ
は一点を返して同点とする︒ た︒試合が予定され
しかし︑六回に相手に四点 た日が雨で延期され︑
を取られる︒本校は八回に 当日は一般の生徒が

初の全国大会悶悶日日

2

B

全国高校将棋選手権大会

2

E

品は次号に搭載する予定だ︒

宏
進俊光一大便
御重也治陪紀樹司

Aチーム︒両競技とも三年
生の独占という形になった︒
雨天で決行きれたサッカー

氷見二年︶背泳で好成績国

2

F

人物の組んだ足下のスニー
カーがクローズ・アップで
滑影されでいる︒人物の上
半身は思い切りカットされ
ている︒平成三年も高文条
で作品﹁遭遇﹂が最怪秀賞

小高加島小柳日毎千
林村藤山野田沼葉

桜
石

【て〜てゴ11：、■bt−

回は︑石桜寮を中心とした
競技は︑優勝が二D︑準優
新聞作りとなりましたが︑
勝がニC︑と二年生が上位
その他にも将棋クラブの全
十月八・九日に悪天候の
入賞を果たした︒学年即で
八月九日に奈良県香芝市 ころで︑麻布茶に負け
国大会報告︑県民体の結果
行われた柔道農技は︑優勝
中央公民館で全国高校将桝 てしまった︒負けはし
中︑秋冬季校内体育大会が
も詳しく載せています︒尼
行われた︒
が︑三E︑二B︑一F︑準 大会が行われた︒県大会の たものの︑県と全国の
後になりましたが︑これか
大会で︑精一押韻張っ
バレーボール競技は以下 優勝が︑三B︑二A︑一C︑ 団体戦決勝で見事︑盛岡一
らは二年生を中心とした酒
た将棋都には︑これ
のとおり白優勝が三F︑A という結果だった︒高校の を下した本校は︑一回戦︑
動を行っていくのでよろし
チーム︒準仮勝が三E︑B
卓球競技は︑健勝を期待の
早大高と対戦した︒予選で︑ からも期待したい︒
くお願いします︒
チーム︒バスケット競技は 教員チームが果たし︑準慄 昨年まで四連覇中の腐布高
編集委員
以下のとおり︒優勝が三F︑ 勝が二Fとなった︒中学の を倒した早大高に膵つのは
委員長 小林 亮平
稚く︑初戦から苦戦が予想
Bチーム︒準優勝が三A︑
卓球競技は︑健勝が一甲︑
委 員 白木 晃久
東北高校水泳選手権大会
準優勝が三甲︑と一年生が された︒緊張する雰囲気の
石川 貴弘
活躍した︒中学生のみ出場 中で白熱の試合が始まった︒
西国 礼十
水泳の東北選手権大会は
おもな成績は次の通り︒
するソフト・ポール競技は︑ 序翠本校は落ち着いて順
七月二十凶日から三日間に 予選
佐藤 五二
三甲が擾鱒二甲が準優勝
調に駒を進めた︒そして︑
佐藤 混哉
渡って竃島中mT央アー
四百Mリレー 七位
だった︒
互角で序盤を終わらせた︒
木内 浩文
四百Mメドレーリレー五位
以上の結果︑高校の総合
中盤も︑引けを取らず︑本 ルで行われた︒本校水泳部
二百M背泳 氷見道義四位
佐々木恒彰
優勝は三F︑準優勝は三E︑ 校の意地をみせ︑麻布高に実 は一年氷見が背泳で好成績
松本・腎介
僅差で三位には三Cと二C 力を見せつけ︑とてもいい感 をあげた︒またリレーには 百M背泳 氷見道義 二位
︵決勝進出︶
顧 問 五日市 悌
が入った︒中学は︑一位が じで中盤も終わった︒しかし︑ 一年生の部員も選手として
決勝
外舘 末路
三甲︑二位が二甲二二位が 後半︑一暮せの早さで︑本校 出場し︑今後の活動への白
百M背泳 氷見道義 九位
和田健一郎
の守りが崩れ︑あと一歩のと 伯につながった︒
一甲となった︒

1

B

今回の受賞で︑写真部は
になった︒これは体育館へ
続く通路に展示されている︒ 勢いがついた︒今後もまた
祭の晩に不思議な顔の男と 面白い写真を撮りまくって
出くわした娘が撮影されて ほしい︑と顧間は涙ながら
いる︒作者が三年生だった
に磨っていた︒

三年生 田中 寛之

年
生

平成9年12月18日 （木曜日）（2）

第99号

