県総体の活躍に向け壮行式開催
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２０１７ＳＳＨ科学講演会
桜井進先生による『わくわく数の世界の大冒険』
5 月 18 日（木），午後 2 時から『面白くて眠れなくなる
数学』の著書等で有名なサイエンスナビゲーターの桜井
進先生をお招きして，ＳＳＨ科学講演会が行われました。
今回の講演の内容は「わくわく数の世界の大冒険」と
いうタイトルで，どうして数学に興味を持つようになっ
たかという体験談を始め，多くの単位の基準は地球に関
する量であることや，カレンダーを使った数学のマジッ
ク，暦の歴史，コピー用紙を 43 回折れば地球と月の距離
を超えるなど，身近な題材から宇宙まで，数学を使って
興味深く説明して頂きました。講演の中では音楽と映像を使い，黎明から
エッフェル塔までの距離を測りながら地図旅行を映し出したり，地球とと
もに人があること，地球の一員として数学と向き合ってほしいことを話し
てくださいました。
講演終了後の質問では，中学から高校まで多くの生徒が手をあげ，桜井
先生の著書に対する質問や数学に対する質問，身近な問題についても質問
が出された他，公演後の感想では「数学に大いに興味がわいた。」「熱いメ
ッセージに涙が出た。」等の声が多く寄せられました。

平成2９年度古川黎明中・高ＰＴＡ総会開催
去る 4 月 22 日（土）324 名を超える保護者参
加の下，平成 29 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，その後コーラス部によ
るアトラクションの後，各学年ＰＴＡが開催され
ました。当日は中学校 174 名，高校 150 名の保護
者が参加，平成 28 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 29 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，平哲弥新ＰＴＡ会長他，24 名の平成 29 年度新役員が承認されました。その後，前年度役員に感謝状
の贈呈が行われ，続いて中・高各学年毎に分かれての学年懇談会，更にクラス懇談会が行われました。

♬♬第1３回吹奏楽部定期演奏会♪♪
去る 5 月 5 日（金）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 13 回吹奏楽部定期演奏会が開催されました。
当日は 640 名を超える観客を迎え，中学校吹奏楽部 2･3 年生部員 18 名，高
校吹奏楽部員 48 名，総勢 66 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，ブラック
ライトによるブレーメンの音楽隊の劇を取り入れた演奏もあり，会場を大いに
盛り上げ，楽しませてくれました。

4 月 27 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。

課題研究のための文献・書籍検索ガイダンス開催
5 月 11 日（木），高校 2 年生を対象に，
本校図書館司書の後藤和江先生による文献
・書籍検索ガイダンスが行われました。こ
れは，今後のＳＳＨ等の課題研究を行うに
当たっての文献・書籍を検索・入手する方
法について学ぶためのものです。
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，会場では実
際にインターネットに接続した画面を提示しながら，宮城県図書館の
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。

三校合同演劇祭「レ・ミゼ」
第 46 回の古川地区高等学校演劇祭（古川黎明・古川
・古川工業）が 5 月 13 日（土）パレットおおさきで開
かれました。今年の作品は「レ・ミゼラブル」。ミュー
ジカルの大作です。黎明高校からは 2 年生 4 人，1 年生 2
人が参加し，演技に裏方に汗を流しました。このうち２
年生の豊田彩心さんはヒロインのコゼット役に身を投
じ，館内に美声を響かせ，舞台狭しと薄幸の少女役を演
じ切りました。

【写真説明】上演後，三校の生徒全員で記念撮影

平成2９年度大崎地区総体・その他結果速報！
去る 5 月 13（土）～ 14（日）を中心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】
＜男子＞団体第 1 位（古川黎明Ａ）
個人第２位（２年石川楓太），第３位（３年遠山健太）
＜女子＞団体第２位（古川黎明Ｂ）
県高校総体個人戦出場者（通過者４名）
遠山健太（３年），片倉康皓（３年），石川楓太（２年），宍戸瑛太（２年）
小川千聖（３年），髙橋知春（３年）

【サッカー部】
古川工業
０－１ 負け
鹿島台商業 ０－１ 負け
黒川
３－０ 勝ち
岩出山
４－１ 勝ち
Ａブロック３位
地区予選敗退
今後とも応援よろしくお願いいたします。

【バレーボール部】
黎明
黎明

２－０ 涌谷
黎明
２－１ 古川高校 黎明

２－０ 小牛田農林
０－２ 大崎中央

黎明 ２－０ 加美農業
大崎地区３位 県大会出場

【バスケットボール部】
Ｅブロック
古川黎明 ９８ － ９３涌谷
勝ち
決勝トーナメント１回戦
古川黎明 ７４ － ７０小牛田農林 勝ち
同 ２回戦
古川黎明 ５５ － １２２古川工業 負け
同 ３位決定戦
古川黎明 ５８ － １０８古川
負け
※地区４位 県大会出場決定
＜女子＞ A ブロック
古川黎明２１３ －
２大崎中央
勝ち
古川黎
明１０５－２７中新田
勝ち
決勝トーナメント
準決勝
古川黎明８７ － ５５古川工業
勝ち
決勝
古川黎明４５ － ６７小牛田農林 負け

＜男子ソフトテニス部＞
個人戦 片桐（３年）・佐藤（３位）（予選リーグ２位）
敗者復活戦２回戦 対古川工業 ３－④ 惜敗
団体戦 Ａチーム １回戦 対古川高校Ｆチーム ②－１
２回戦 対古川工業Ｃチーム １－②
Ｂチーム １回戦 対古川高校Ｇチーム ②－１
２回戦 対古川工業Ｃチーム ０－③

＜男子＞

【卓球部】
＜男子＞
＜女子＞

※地区２位

県大会出場決定

シングルス
ダブルス
団体戦
シングルス

ダブルス

【ハンドボール部】
黎明 ０－ 21 古川学園
黎明 ６－７ 富谷
１勝３敗 地区４位

黎明 ３－ 16 佐沼
黎明 ９－６ 涌谷

＜女子＞

１回戦
黎明
４－５
敗者復活戦 黎明 １０―０
黎明
１－９

平成２９年度 大崎・石巻支部 地区総合体育大会
ダブルス
門脇 諒・武田 悠作 組 ベスト４（第３位）
シングルス 武田 悠作 ベスト４（第３位）
中村 恵太 ベスト８
団体戦
第３位
団体戦 黎明１－３石巻桜坂
黎明３―２岩出山
負

黎明７－１４中新田

＜男子＞
○ 5000m 競歩
○走幅跳
○砲丸投
○円盤投
○ハンマー投
○やり投
○ 4 × 100mR

負

【剣道部】
＜男子団体＞：黎明 A 予選リーグ敗退
黎明 B 予選リーグ敗退

男子個人：６名出場

１・２回戦敗退

＜女子団体＞：黎明 A 第 3 位
黎明 B 予選リーグ敗退

女子個人：6 名出場

１・２回戦敗退

【ソフトテニス部】
＜女子ソフトテニス部＞
個人戦 佐藤絵里奈・武沢愛海（優勝

決勝トーナメント２位 王座決定戦１位）
※１１年ぶりの優勝
一條智加・天童春菜 （予選リーグ・決勝トーナメント免除 王座決定戦３位）
中村琴衣・鎌田 雅 （予選リーグ１位 決勝トーナメントベスト８）
佐々木絢音・石崎良佳（予選リーグ２位 敗者復活トーナ
メント２位）
以上４組が県総体出場権獲得
中嶋梨奈・中鉢未菜 （予選リーグ２位）
工藤杏樹・吉田京花 （予選リーグ２位）
藤原ほのか・小髙彩奈（予選リーグ２位）
佐々木福音・金澤美咲（予選リーグ２位）
山内花恋・及川祥代 （予選リーグ２位）
岡田ゆり・佐々木舞奈（予選リーグ３位）
猪股瑛花・佐藤麗奈 （予選リーグ３位）

団体戦

予選リーグ１位

A チーム（一條 天童 佐藤（絵） 武沢 中村 鎌田）
B チーム（中嶋 中鉢 佐々木（絢） 石崎 工藤 吉田）
C チーム（藤原 小髙 佐々木（舞） 岡田 山内 及川）
D チーム（猪股 佐藤（麗） 佐々木（福） 金澤）

東北学院榴ヶ岡 負
築館
勝
小牛田農林
負

県大会出場ならず

【陸上部】 県総体出場者

【ソフトボール部】
黎明１８－２０黒川

宮澤涼守 濁沼 凌 (２回戦敗退)
宮澤・濁沼 組 (２回戦敗退)
優勝 （決勝リーグ成績 ２戦全勝：３－０対 古川学園 ３－０対 中新田）
１位 伊藤日和 ２位 石田百華 ３位 佐藤結実
岩渕海音
※この他に，福田千紗，猪股海沙，後藤亜理沙，佐藤留実，黒澤奈央が予選通過。
県大会に出場します。
１位 伊藤日和 ・佐藤留実
２位 佐藤結実 ・後藤亜理沙
※この２組が県大会に出場します。

【野球部】 第１１回春季宮城県高等学校野球北部地区大会〈４月２２日（土）～５月３日（水）〉

【バドミントン部】
＜男子＞

勝利
惜敗
勝利
敗退

第３位
ベスト８
２回戦
２回戦

○ 4 × 400mR

狩野寛和（3 年）
，三浦透眞（2 年）
，鎌田 諒（2 年）
結城汰郎（2 年）
阿久津遼雅（3 年）
小野拓海（3 年）
，阿久津遼雅（3 年）
阿久津遼雅（3 年）
原子大二朗（2 年）
小野拓海（3 年）
，結城汰郎（2 年）
，原子大二朗（2 年）
岩井陸（1 年）
，菅原大翔（1 年）
，二階堂凱斗（1 年）
小野拓海（3 年）
，結城汰郎（2 年）
，原子大二朗（2 年）
岩井陸（1 年）
，菅原大翔（1 年）
，二階堂凱斗（1 年）

＜女子＞
○ 100m
佐藤芹香（3 年）
，北村帆乃夏（3 年）
，山内七海（1 年）
○ 200m
佐藤芹香（3 年）
，北村帆乃夏（3 年）
，大和珠弓（1 年）
○ 400m
佐々木紗季（2 年）
，伊藤千陽（1 年）
○ 800m
佐々木紗季（2 年）
○ 1500m
石﨑千晴（3 年）
，横田夏奈子（3 年）
○ 3000m
石崎千晴（3 年）
，鈴木真保（2 年）
○ 400mH
佐々木紗季（2 年）
○ 2000m 障害 石﨑千晴（3 年）
○ 5000m 競歩 横田夏奈子（3 年）
○走高跳
佐々木一実（2 年）
，佐藤亜海（1 年）
○走幅跳
戸羽優依（1 年）
，髙橋遥香（2 年）
○三段跳
佐々木一実（2 年）
，
○砲丸投
兵藤秋穂（3 年）
，鈴木悠佳（3 年）
，大和田真菜（2 年）
○円盤投
鈴木悠佳（3 年）
，菊池美緒（3 年）
，大和田真菜（2 年）
○ハンマー投 菊池美緒（3 年）
，大和田真菜（2 年）
○やり投
兵藤秋穂（3 年）
，亀井桃花（2 年）
・
○ 4 × 100mR 佐藤芹香（3 年）
，北村帆乃夏（3 年）
，髙橋遥香（2 年）
戸羽優依（1 年）
，大和珠弓（1 年）
，山内七海（1 年）
○ 4 × 400mR 佐藤芹香（3 年）
，髙橋遥香（2 年）
，佐々木紗季（2 年）
伊藤千陽（1 年）
，戸羽優依（1 年）
，山内七海（1 年）
○７種競技
小髙理沙子（2 年）
，亀井桃花（2 年）
，佐藤亜海（1 年）

