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２０１６スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）始動
４月 21 日（木）、東北大学大
学院生命科学研究科植物生殖遺
伝分野の渡辺正夫教授をお招き
して、「ＳＳ総合Ⅰ 課題研究を
始めるに当たって」と題して講
演が開催されました。
これは本校が平成 24 年度よ
り文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳ
Ｈ）」研究開発指定校の指定を受け、今年で 5 年目の第１期
最終年度を迎えるとともに、次年度の継続指定を受けるこ
とを目標にして、ＳＳ総合Ⅰの授業の一環として行われた
ものです。講演の内容は「自然科学に関する知的好奇心を喚起するための心構えについて」他、渡辺先生自らの
高校時代に考えていたこと、大学で学んだことの体験談を交えながら、「人生をかけてやることができる研究テ
ーマ」との出会いと「異分野による共同研究の重要性と多様性」についてお話しを頂きました。

平成28年度中・高ＰＴＡ総会開催
去る 4 月 23 日（土）４７０名を超える保護者
参加の下、平成 28 年度中・高ＰＴＡ総会及び教
育振興会総会が開催されました。
当日は 4 校時目の授業参観の後、午後 1 時 10
分からアリーナにて総会、その後吹奏楽のアト
ラクションもありました。当日は中学校 168 名、
高校 307 名の保護者が参加、平成 27 年度の事業
報告、会計決算報告・会計監査報告が行われ、
その後平成 28 年度の事業計画と会計予算案が審議されました。その後新役員改選が行われ、鈴木優幸新ＰＴＡ
会長他、24 名の平成 28 年度新役員が承認されました。その後、中・高各学年毎に分かれての学年懇談が行われ、
更にクラス懇談と続いて情報交換が行われました。

親子で熊本大震災に義援金支援
4 月 14 日に発生した熊本大地震に対し、本校
生徒会が義援金支援を呼びかけました。実施し
たのは 4 月 21 ～ 23 の 3 日間でしたが、中・高
生からだけで 7 万円を超える義援金が集まりま
した。また、23 日はＰＴＡ総会もあり、総会会
場での呼びかけに、保護者の皆様からも支援し
て頂きました。合計８７，３３１円の義援金が
集まり、これは日本赤十字社を通じて熊本の支援に使ってもらうことになりました。

4 月 28 日（木）7 校時目、今年度の各
種運動部の県総体と大崎地区総体での活
躍に向け、壮行式が行われました。
各運動部選手はユニフォームに着替え、
各部毎にこれから開催される大会への抱
負が述べられました。部によってはこの
地区総体が県予選を兼ねている種目もあ
るため、これまでの成果を発揮すべく、
各部の意気込みが語られました。その後、生徒会佐藤琴美さんより激励の言葉が贈られ、選手団及び全校生徒で
校歌を斉唱、黎明高校の活躍を祈念しました。

スクールカウンセラーによる1学年保健講話
5 月 6 日（金）6 校時目、本校スクールカウンセラーの大橋るい子先生をお迎えし
て、１年生を対象に保健講話が行われました。１年生にとっては入学式から 1 ヶ月
が過ぎ、5 月に入って学校生活や部活動、勉強においてもストレスが溜まってくる時
期となります。「上手に考え、気分はスッキリ」と題し、「将来の希望を考えてみる
こと」や「自分を“ほめる”考えを探す」こと、「“ホットな考え”を探るメモ帳」
を作る方法など、いろいろなストレス解消の方法やアドバスを紹介していただきま
した。

課題研 究のため の文 献・書 籍検索 ガイダンス
５月１８日（水）、東北大学附属図書館情報サービス課職員である西
村美雪先生と小林真理絵先生の２名をお招きし、高校２年生を対象に、
今後のＳＳＨ等の課題研究を行うにあたっての文献・書籍を検索・入手
する方法について学ぶ講習会が開催されました。
講義では情報探索に使う情報源の入手の仕方や、学術論文の使用の仕
方について教えていただき、実習では、実際に生徒自身がスマートフォ
ンを会場に持ち込み、東北大学図書館のホームページを開いてキーワー
ド検索や書名検索、著者名での検索を体験するなど、実践的な検索方法
について教えていただきました。

♬♬第12回吹奏楽部定期演奏会開催♪♪
去る５月８日（日）午後２時
から、大崎市民会館を会場に、
古川黎明中学校・高等学校第 12
回吹奏楽部定期演奏会が開催さ
れました。
当日は 650 名を超える観客を
迎え、中学校吹奏楽部 2･3 年生
部員 16 名、高校吹奏楽部員 52
名、総勢 68 名による演奏が繰
り広げられました。
まだ、入部して間もない部員
達も素晴らしい演奏を披露し、
途中、恒例の部員たちによる寸
劇を取り入れた演奏もあったり
と、会場を大いに盛り上げ、楽
しませてくれました。

平成28年度大崎地区大会・その他結果速報！
去る 5 月 7（土）～ 8（日）に大崎地区総体が開催されました。また、その他大会の結果をお知らせします。

【弓道部】

【バドミントン部】
＜男子＞ ダブルス
シングルス
＜女子＞ ダブルス

＜男子＞団体第 1 位（古川黎明Ａ）
個人第２位（３年遠藤祐介）

シングルス
団体

県総体個人予選通過
＜女子＞団体第 1 位（古川黎明Ｂ）・団体第２位（古川黎明Ａ）
個人第１位（２年高橋知春）・個人第２位（３年本田千春）・
個人第３位（３年佐々木友美）（以上 3 名県総体個人予選通過）
勝
分
分

大崎地区３位県大会出場

【バスケットボール部】
＜男子＞黎明６６－８４涌谷
負
Ｅブロック２位
代表決定戦
黎明５１－５６鹿島台商業 負 県大会出場ならず
＜女子＞黎明７０－４４中新田
勝
黎明６９－１４岩出山
勝
黎明４５－６９小牛田農林 負
黎明４３－５７古川
負
大崎地区第３位県大会出場

【バレーボール部】
黎明２－０古川
黎明１－２大崎中央

黎明２－０松山
黎明０－２古川学園

黎明２－０岩出山
黎明２－１黒川
大崎地区第３位県大会出場

【ソフトボール部】
黎明１８－２０黒川

負

黎明７－１４中新田

負

【剣道部】
＜男子＞団体予選リーグ A チーム、B チームともに２敗で敗退
個人戦 ９名参加１，２回戦敗退
＜女子＞団体予選リーグ A チーム、B チームともに決勝トーナメント進出
団体決勝トーナメント１回戦 A チーム古川高校に敗退、B チーム小牛田農林に敗退
個人戦 佐藤菜々海 ベスト８

【ソフトテニス部】
＜男子＞個人戦

末田・菅原拓（3 年・3 年）
佐々木敬・佐々木駿（3 年・3 年）
２回戦
黎明０－２古川工業

予選リーグ 1 位
予選リーグ 1 位

【卓球部】
＜女子＞団体戦

個人戦

鈴木莉紗 ・舘内舞桜 組
小高美咲 ・鴇田江里奈組
鈴木莉紗
ベスト８

第３位
ベスト８

○平成２８年度宮城県春季陸上競技選手権大会 兼 岩手国体宮城県予選会
期日：4 月 23 日（土）～ 24 日（日） 会場：ひとめぼれスタジアム宮城
～入賞者～
優 勝 女子やり投：桑添友花（３年）
第２位 女子 100 ｍ：佐藤芹香（２年）
，女子やり投：兵藤秋穂（２年）
第３位 女子 4 × 100mR：古川黎明【北村帆乃夏（２年）
，佐藤芹香（２年）
，藤本優芽（２年）
，桑添友花（３年）
】
第４位 男子 5000m 競歩：浅野裕平（３年）
，女子少年Ｂ 100mH：小髙橋理沙子（１年）
，女子円盤投：後藤優衣（３年）
○平成 28 年度本吉・栗原登米・大崎支部予選会
期日：5 月 5 日（木）～ 6 日（金） 会場：栗原市築館総合運動公園陸上競技場
～県大会出場者～
【男子】
○１５００ｍ
早坂 拓人（３年）
○５０００ｍ
早坂 拓人（３年）
○４００ｍＨ
菅原 嵩仁（３年）
○３０００ｍ障害 早坂 拓人（３年）
○５０００ｍ競歩 浅野 裕平（３年）
，狩野 寛和（２年）
，三浦 透眞（１年）
○４×１００ｍＲ 菅原 嵩仁（３年）
，村田
健（３年）
，小野 拓海（２年）
，阿久津遼雅（２年）
，
結城 汰朗（１年）
，鎌田
諒（１年）
○４×４００ｍＲ 菅原 嵩仁（３年）
，村田
健（３年）
，浅野 裕平（３年）
，小野 拓海（１年）
，
結城 汰朗（１年）
，鎌田
諒（１年）
○走幅跳
結城 汰郎（１年）
○三段跳
村田
健（３年）
○ハンマー投
宍戸 綾太（３年）
，阿久津遼雅（２年）
○８種競技
鈴木 啓介（３年）
，原子大二朗（１年）

※県大会出場権獲得

団体戦
＜女子＞個人戦
一條智加・今藤璃香（予選リーグ 1 位，決勝トーナメント第 3 位）・佐々木真紀・笹野ひより（予選リ
ーグ 1 位，決勝トーナメントベスト８）・佐藤絵里奈・鎌田 雅（予選リーグ 1 位）・中村琴衣・赤坂南
美（予選リーグ 1 位）針生美夏・鈴木彩香（予選リーグ 2 位，敗者復活戦決勝進出）
☆以上 5 組が県高校総体個人戦出場権を獲得
佐々木絢音・天童春菜（予選リーグ 2 位）・吉田京花・武沢愛海（予選リーグ 2 位）・工藤杏樹・佐々木
舞奈（予選リーグ 2 位）・中嶋梨奈・中鉢未菜（予選リーグ 3 位）・藤原ほのか・石崎良佳（予選リーグ 3
位）・佐々木優里亜・三浦真由（予選リーグ 4 位）
団体戦
A チーム（今藤 佐々木(真) 笹野 一條 中村 赤坂） 第 3 位
B チーム（鈴木 針生 佐藤 鎌田 佐々木(絢) 天童） 2 回戦
C チーム（中鉢 中嶋 吉田 武沢 藤原 石崎）
2 回戦
D チーム（佐々木(優) 三浦 工藤 佐々木(舞)）
2 回戦
＜男子＞団体戦

ベスト８
ベスト１６
準優勝
ベスト８

【陸上部】

【サッカー部】
黎明１－１鹿島台商業
分
黎明４－０古川学園
黎明３－１中新田
勝
黎明０－０黒川
B ブロック 1 位上位リーグ進出。
黎明０－１古川
負
黎明０－０古川工業

佐々木光太・門脇 諒 組
佐々木光太
佐々木殉子・松尾幸乃 組
中鉢真衣 ・大場千賀 組
佐々木殉子 第３位
優勝

C リーグ
黎明３－０鹿島台商業
黎明０－３古川
５～８位トーナメント
黎明３－２南郷
※団体のみ県大会出場
A リーグ
黎明３－０鹿島台商業
黎明３－０涌谷
１～３位リーグ
黎明３－１古川学園
黎明３－１古川
優勝 ※県大会出場
個人戦ダブルス
1 位 伊藤・佐藤組
※県大会出場
個人戦シングルス 1 位 伊藤日和
2 位 佐藤結実
3 位 岩渕海音
伊藤日和、佐藤結実、岩渕海音、猪股海沙、福田千紗、石田百華
※以上 6 名県大会出場

【女子】
○１００ｍ
○２００ｍ
○８００ｍ
○１５００ｍ
○３０００ｍ
○１００ｍＨ
○４００ｍＨ
○２０００ｍ障害
○５０００ｍ競歩
○４×１００ｍＲ

佐藤 芹香（２年）
，北村帆乃夏（２年）
佐藤 芹香（２年）
，北村帆乃夏（２年）
鈴木 真保（１年）
高橋 友姫（３年）
，佐々木衿佳（３年）
，鈴木 真保（１年）
佐々木衿佳（３年）
，石﨑 千晴（２年）
，横田夏奈子（２年）
藤本 優芽（２年）
，小髙理沙子（１年）
小髙理沙子（１年）
高橋 友姫（３年）
，佐々木衿佳（３年）
，石﨑 千晴（２年）
横田夏奈子（２年）
桑添 友花（３年）
，佐藤 芹香（２年）
，北村帆乃夏（２年）
，藤本優芽（２年）
鈴木 悠佳（２年）
，髙橋 遥香（１年）
○４×４００ｍＲ 高橋 友姫（３年）
，佐藤 芹香（２年）
，北村帆乃夏（２年）
，石崎千晴（２年）
藤本 優芽（２年）
，小髙理沙子（１年）
○走高跳
滝野澤彩佳（３年）
，佐々木一実（１年）
○走幅跳
髙橋 遥香（１年）
，大平 琴音（１年）
○砲丸投
後藤 優衣（３年）
，兵藤 秋穂（２年）
，鈴木 悠佳（２年）
○円盤投
後藤 優衣（３年）
，鈴木 悠佳（２年）
○ハンマー投
浅野 朱里（３年）
，後藤 優衣（３年）
，菊池 美緒（２年）
○やり投
桑添 友花（３年）
，兵藤 秋穂（２年）
○７種競技
桑添 友花（３年）
，佐々木一実（１年）

