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歌合戦に向けて
いよいよ始動！！
前期中間考査も終わり、宮城第一高校最大の
行事と言っても過言ではない「歌合戦」の準備
に取りかかっています。今年度は７月１８日
（土）に、本校体育館にて開催されることにな
っています。各クラスは朝・昼休み・放課後等
を活用して、準備に余念がありません。
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The Most Brilliant Senior High School
生徒一人ひとりが輝く高等学校を目指します

から１名の在校生に話をしてもらい、放送部の
制作した“学校紹介ビデオ”がナレーション付
きで上映されました。しかし、中庭やグラウン
ドで予定されていた歌合戦練習見学と部活動見
学は、雨天のために中止となりました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ネット被害未然防止対策講演会
７月９日（木）５校時に体育館において、
「ネ
ット被害未然防止教室」と題して、宮城県警察
サイバー犯罪対策係の大黒由美子（だいこく
ゆみこ）巡査長が LINE や Twitter による被害
防止対策について講演をしました。わかりやす
い例を DVD の映像を使いながら、紹介してい
ただきました。

進路講話「社会人ＯＧに学ぶ」
“人としゃべりたい気持ちがあれば大丈夫！”
７月１０日（金）午後１時４５分から、ＯＧ
の日下康子（くさか やすこ）医師による「高
校を卒業するとどうなるか～とある本校卒業生
特に３年次生は上位入賞クラスに認められる の場合～」と題した進路講話がありました。
名誉ある再演を目指して、最良のパフォーマン
日下氏は本校卒業後、東北大学医学部に進学
スをしようと張り切っています。当日は午前８ され、東北大学医学部付属病院脳神経外科講師、
時３０分から開会式等が行われ、演技開始は９ 東京慈恵会医科大学講師等を経て、現在は脳神
時１０分の予定です。１年次から演技が始まり、 経外科医として練馬駅リハビリテーション病院
演技終了は午後２時１０分になっています。保 に勤務されています。自分が脳外科の手術の映
護者の方々も鑑賞できる行事ですので、ぜひお 像を見て専門を決めたことや海外研修先での語
越し下さい。
学習得の経験などについて､とても謙虚に話さ
れていました。

＝昼休みも寸暇を惜しんで練習（本校中庭）＝

公共交通機関の活用をお願い
さらに、歌合戦実行委員会からもお願いの文
書を差し上げていますが、参加者も鑑賞者も気
持ちよくご覧いただくために、公共交通機関を
利用いただき、近隣の金融機関や商業施設には
駐車しないよう、ご協力をお願いいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

学校説明会

開催

６月２７日（土）第１回学校説明会が行われ
ました。あいにくの雨の中でしたが、午前の部
と午後の部を合わせて８００名を越える参加が
ありました。
内容はカリキュラム・高校入試・卒業生の進
路・部活動・学校生活全般・理数科などについ
てスクリーンを使って、各担当者から説明され
ました。また、その後の「生徒の活動紹介」で
は午前・午後それぞれ普通科から１名、理数科

＝後輩への期待を話す日下氏（本校体育館）＝
生徒からは、講師自身の高校時代のこと・山
岳医資格の内容や登山のこと・後輩へ期待する
ことなどについて質問があり、それら一つ一つ
に丁寧に答えてくださいました。当日は全校生
徒と職員の他に、同窓会長や保護者の方々も参
加して貴重な話に耳を傾けていました。

平成 27 年度
第 64 回 宮城県高等学校総合体育大会
結果報告
＜硬式テニス部＞
◇女子シングルス
３位 宮﨑 悠（東北大会出場）
◇女子ダブルス
準優勝 宮﨑・大久 組（東北大会出場）
＜ソフトテニス＞
◇女子団体－第３位
２回戦 対 仙台育英
３回戦 対 石巻好文館
４回戦 対 仙台三
準決勝 対 東北
東北大会出場決定戦
対 名取

２－０
２－０
２－０
０－２
１－２

＜弓道部＞
◇女子団体
準々決勝 進出
◇女子個人
４位 小野 彩花（東北大会出場）
◇男子団体
一次予選 敗退
＜陸上競技部＞
女子 走高跳
６位 須田 琴乃

4 × 100 ｍリレー
４位
藤村・菊池美結・三島・柳澤
（以上 東北大会出場）
※水泳部については、すべて 7 月 17 ～ 19 日に
盛岡市立総合プールで開催される東北大会の
結果で、インターハイ出場が決まります。
＜バドミントン部＞
◇女子団体－ベスト８進出
１回戦 対 名取
３－０
２回戦 対 宮城学院
３－０
３回戦 対 学院榴ケ岡 ３－０
４回戦 対 常盤木学園 ０－３
◇男子団体
１回戦 対 亘理
３－１
２回戦 対 築館
０－３
＜新体操部＞
◇女子団体－７位
＜女子サッカー部＞
１回戦 対 松山
２回戦 対 聖和学園

２４－０
０－２０

＜ソフトボール部＞
１回戦 対 利府

０－７

＜ハンドボール部＞
１回戦 対 仙台三桜

１３－１６

＜バスケットボール部＞
１回戦 対 大河原商業
２回戦 対 明成

１０６－６７
４５－１１０

(東北大会出場)

＜山岳部＞
女子総合［田原・阿部・星・菅原］
準優勝 （東北大会出場）
＜水泳部＞
◇女子総合－２位
自由形 100 ｍ 藤村 美咲 ８位
200 ｍ 柳澤 梨乃 優勝
藤村 美咲 ７位
400 ｍ 柳澤 梨乃 ２位
平泳ぎ 100 ｍ 三島 優花 ３位
佐藤 祐香 ６位
200 ｍ 三島 優花 ２位
佐藤 祐香 ５位
背泳ぎ 100 ｍ 永作
梓 ３位
200 ｍ 永作
梓 ７位
4 × 100 ｍメドレーリレー ３位
永作・三島・佐藤・柳澤

＜バレーボール部＞
１回戦 対 石巻
２回戦 対 古川黎明

２－０
０－２

＜剣道部＞
◇女子団体－予選リーグ
対 利府
１－１
対 石巻西 ２－０
◇男子団体－予選リーグ
対 岩ヶ崎 ０－２
対 伊具
２－３
＜卓球部＞
◇女子団体－地区予選
１回戦 対 仙台青陵

１－３

