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平成2８年度 スーパー・サイエンス・ハイスクール
公開授業及び研究報告会
11 月 11 日（金）、平成 28 年
度スーパー・サイエンス・ハイ
スクール公開授業及び研究報告
会が開催されました。当日は本
校ＳＳＨ運営指導委員を始め、
宮城県教育委員会から指導助言
の先生方、近隣の小・中・高等
学校及び他県から 40 名を超え
る先生方をお迎えして公開授業
が行われました。
３校時目の中学２年「言偏」、中学３年の「チャレンジ英語」の授業，,高校 1 年「ＳＳ数学Ⅰ・Ａ」・「Ｓ
Ｓラボ」・「音楽Ⅰ」，高校２年の「世界史Ａ」の授業，４校時目の中学２年の「理科」，中学 3 年生の「チャ
レンジ数学」の授業、高校 1 年の「言偏」・
「ＳＳラボ」・「コミュニケーション英語Ⅰ」，高校 2 年の「家庭
基礎」の授業が公開されました。
その後、各分科会と全体会が行われ、全体会では高校２年生２グループによる「なぜ若者がイスラム国に
惹きつけられるのか」と「消えたクロレラとグリーンヒドラの謎」の課題研究発表がありました。

「吟詠剣詩舞 みやぎ総文プレ大会」開催
11 月 13 日（日）美里町文化会館にて，「みやぎ総
文２０１７吟詠剣詩舞部門プレ大会」が開催されま
した。これは来年８月３日に第 41 回全国高等学校
総合文化祭（みやぎ総文 2017）吟詠剣詩舞部門の発
表が大崎で行われるのに当たり，本年度，担当各校
の実行委員によりプレ大会が行われたもの。
本校からは県代表になっている吟詠剣詩舞愛好会
による書道吟・吟詠・詩舞・剣舞等６題が披露さ
れ、他に瑞祥流瑞順会と宮城岳風会による詩吟の披露及び大輪神刀流東北神州会による剣舞・詩舞の模範演
舞がありました。

写真部全国大会初出場
【写真部】
銀 賞
銀 賞
銀 賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

第 23 回宮城県高等学校写真展
「光を描く」
「営み続けて」
「訴」
「溢れ出す夢」
「いつまでも」
「孤独の中で」

伊藤 千智（1-3）※
伊藤 千智（1-3）
小笠原香穗（1-7）※
加藤 帆佳（1-2）
加藤 帆佳（1-2）
瀬戸 有花（1-2）

※は「みやぎ総文２０１７」宮城県代表
８作品（全国大会出場）に入りました。
古川黎明高校写真部は全国大会進出初
となります。

地区新人大会・県新人大会・その他大会結果速報
【男子サッカー部】＜県新人大会＞〉
１回戦
対 仙台第二
０－３

負

【女子サッカー部】＜県新人大会＞〉
１回戦 対 東北生活文化・尚絅 ０－１ 負
（前半０－１，後半０－０）

【卓球部（女子）】＜地区新人大会＞
【団体】第１位 古川黎明高等学校
（伊藤日和 佐藤結実 岩渕海音 猪股海沙
福田千紗 石田百華 後藤亜理沙)
【女子シングルス】 第１位 伊藤日和
第２位 佐藤結実
第３位 岩淵海音
第３位 石田百華
【女子ダブルス】
第１位 伊藤日和・石田百華 組
＜県新人大会＞
【団体】ベスト８

２回戦
対 中新田
3-0 勝利
３回戦
対 仙台三桜
3-0 勝利
準々決勝
対 利府
0-3 敗退
【女子シングルス】 ベスト８
伊藤日和
(宮城県代表として東北卓球連盟強化合宿参
加選手に選考される)
３回戦敗退 佐藤結実 岩渕海音 福田千紗
石田百華 後藤亜理沙
２回戦敗退 猪股海沙

【弓道部】＜県新人大会＞
《男子団体》第２位

《女子個人》３名

《女子団体》二次予選敗退
《男子個人》第６位 遠山健太（2-2）
他６名 ２次予選までに敗退
【ソフトテニス部（女子）】＜地区新人大会＞
【個人戦】
一條智加(2-6)・天童春菜(1-7)
優 勝
中村琴衣(2-6)・鎌田 雅(2-5)
ベスト 4
佐藤絵里奈(2-3)・武沢愛海(1-6)
べスト 8
以上 3 組が県新人大会個人戦出場権獲得
中嶋梨奈(2-6)・中鉢未菜(2-4)
予選リーグ 2 位
佐々木絢音(1-5)・石崎良佳(1-4)
予選リーグ 2 位
工藤杏樹(1-4)・吉田京花(1-6)
予選リーグ 4 位
藤原ほのか(1-6)・佐々木舞奈(1-4) 予選リーグ 4 位
【団体戦】
A チーム（一條・天童・中村・鎌田・佐藤・武沢）
1 回戦 ②―０ 小牛田農林 B
2 回戦 降雨中止 古川 B
B チーム(中嶋･中鉢･佐々木(絢)･石崎･工藤･吉田）
1 回戦 ②―１ 小牛田農林 A
2 回戦 ０―② 古川 A

【女子ダブルス】

ベスト 16 伊藤・石田 組
２次予選までに敗退

★以上の結果、男子団体が東北選抜大会（山形県
鶴岡市）への出場権を獲得。
また、東日本大会（埼玉県上尾市）への出場権
をかけた宮城県予選会へ出場できることになりま
した。
＜県新人大会＞
【個人戦】
一條智加・天童春菜（ベスト３２）
1 回戦 ④－３ 仙台東
2 回戦 ④－３ 涌谷
3 回戦 ０―④ 築館
佐藤絵里奈・武沢愛海
2 回戦 ０－④東北生文大高
中村琴衣・鎌田 雅
1 回戦 ３－④ 古川学園
【団体戦】ベスト１６
（一條･天童･佐藤･武沢･中村･鎌田･佐々木(絢)
･中鉢）
1 回戦 ②―０ 仙台南
2 回戦 ②―０ 富谷
3 回戦 １―② 仙台二

【ソフトテニス部（男子）】＜大崎地区新人大会＞
小出怜生（1 年）・太齋 仁（1 年）
【個人戦】
予選リーグ敗退
片桐理智（2 年）・高橋秋佳（1 年）
【団体戦】
簗田 京（2 年）・柳澤 巧（1 年）
1 回戦 対涌谷Ｂ １－２ 惜敗
柴田大夢（1 年）・平野圭祐（1 年）
＜県新人大会＞
山本知磨（1 年）・加藤颯太（1 年）
【団体戦】
秀岳卓哉（1 年)・後藤宏揮（1 年）
1 回戦 対石巻商業 ０－２ 敗退
=====================================================================================
【自然科学部】＜第 69 回生徒理科研究発表会＞ 11 月 5 日(土) 石巻専修大学
○物理部門 優秀賞（発表題 24 題）「磁石を用いた免震構造」
菅原一真（2-1）林 瑞生（2-1）下山奈津美（1-2）三浦悠宇（1-5）
優秀賞（発表題 24 題）「C 言語による素数計算プログラムの高速化」
小野寺藍瑠（1-3）
○生物部門 優秀賞（発表題 35 題）「緒絶川の水質調査」
加藤活代（2-1）金子友哉（2-1）草野春奈（2-1）
優秀賞（発表題 35 題）「消えたクロレラとグリーンヒドラの謎」
佐竹美佑（2-1）逵 琴乃（2-1）後藤 歩（1-1）

