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秋桜 通信
秋桜祭へ準備万端
８月２８日（金）校内発表・２９日（土）
の一般公開に向けて、参加団体が最後の仕
上げに取りかかっています。当日は活動の
成果を充分に魅せてくれることでしょう。
平成２７年度

秋桜祭

「秋桜無尽～彩れ、僕らの青春～」
今年のテーマは上記のように決まり、文化部
を中心に参加する団体は時間を惜しんで、準備
に励んでいます。これまでの地道な活動の成果
を充分に発揮しようと意気込んでいます。

宮 城 県 宮 城 第 一 高 等 学 校

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

１０：３０～ＰＴＡ合唱団
１１：０５～３年ジャズダンス部
１１：３０～演劇部
１２：４０～ Ms.コン・Mr.コン/ のど自慢大会
《中 庭》
１０：００～みや娘。’15
１０：２５～ギター部演奏
１１：１０～書道パフォーマンス
１１：５５～ＳＯＳ団ダンス
１２：４０～仙台二高ｻｯｶｰ部ﾀﾞﾝｽ（特別出演）
１３：００～ジャズダンス部ダンス
１３：４５～ジャズダンス部 OG ダンス

※ 雨天時には、体育館において別日程で
行われます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

伝統ある歌合戦

＝お手前を披露する茶道部（前年度の様子）＝
参加団体の主な内容は次のとおりです。
＜囲碁部＞・＜かるた部＞－試合体験

＝３年次圧勝＝

７月１８日（土）８時３０分からの開会式の
あと、１年次の演技から今年度の歌合戦が始ま
りました。結果は以下のように、３年次生の圧
勝で幕を閉じましたが、今年度の演技は和・洋
と分けたなら、和の方に際立った作品が多かっ
たとの評価でした。また、男子生徒の積極的な
参加姿勢と協力性も年々高まってきているよう
でした。
今回は各年次発表の中間にも１０分間の休憩
時間が組み込まれ、体育館の扉・窓を全面開放
しました。来場者にも配慮したこの方法は暑さ
対策として大変効果がありました。

＜美術部＞・＜華道部＞－作品展示
＜理化部＞・＜生物部＞－展示、実験
＜地学部＞・＜数学部＞ 研究発表
＜理数委員会＞
＜写真＞・＜漫画文化研究部＞－作品販売
＜家庭クラブ委員会＞－手作り作品バザー
＜歌合戦実行委員会＞－行事ビデオ上映
その他の部活動は体育館や中庭で以下の予定
＝優勝した３の７のパフォーマンス(体育館)＝
でステージ発表を行います。また、＜放送部＞、
＜語学部＞の他、運動部が食品販売で盛り上げ ［上位クラス］
役を担います。
第１位 ３年７組『歌舞狂乱』
第２位 ３年６組『白虎』
一般公開 タイムスケジュール
第３位 ３年３組『魔女狩り ～少女の祈りを今～』
８／２９（土）
《体育館》
９：２０～箏曲部
９：４５～ジャズダンス部

[年次特別賞]
１年２組『関ヶ原の戦い～戦ぐ女たち～』
２年２組『Cleopatra』

平成27年度
東北大会・全国大会
各運動部・文化部等 結果報告
＜水泳部＞

平成27年度全国高等学校総合体育大会
水泳競技 女子200ｍ平泳ぎ 出場
■東北大会決勝に進み、標準記録をマークし
た２年次三島優花さんが京都アクアリーナ
で行われたインターハイに出場しました。
惜しくも予選通過はなりませんでした。
第 70 回東北高等学校水泳大会
女子自由形 100 ｍ・200 m 藤村美咲(1 年)
200 ｍ・400 m 柳澤梨乃(3 年)
女子平泳ぎ 100 ｍ・200 ｍ 佐藤祐香(1 年)
100 m・200 m 三島優花(2 年)
女子背泳ぎ 100 m・200 m 永作 梓(1 年)
女子 4 × 100 ｍメドレーリレー
［永作・三島・佐藤・柳澤］
女子 400 ｍリレー
［藤村・佐藤・永作・菊池美結(2 年)］
以上 予選敗退
＜陸上競技部＞
第 70 回東北高等学校陸上競技大会
須田琴乃（3 年） 女子走幅跳 予選敗退
会場：とうほう・みんなのスタジアム

＜文学部＞
第 39 回全国高等学校総合文化祭 滋賀大会
・短歌部門 曳地香奏(2 年)
■曳地さんは各県代表とともに「夏」の題で
歌を詠み、代表たちから称賛されました。
＜書道部＞
第８回書道パフォーマンス甲子園
四国中央市伊予三島運動公園体育館で行われ
た大会に２年ぶりの出場を果たしました。
菅原美於(2 年)
髙橋しおり(2 年)
神津美奈(2 年)
谷口舞鈴(2 年)
稲垣舞子(2 年)
小山佳子(2 年)
榊 天蘭(2 年)

＝インタビューに答える宮一生（大会会場）＝
＜山岳部＞
平成 27 年度東北高等学校登山大会 第 6 位
会場は八幡平市岩手山焼走りで、４名が参加。
田原 風子(3 年)
阿部優希(3 年)
星
澄香(3 年)
菅原真優(3 年)
＜放送部＞
第 39 回全国高等学校総合文化祭 滋賀大会
・朗読部門・ｱﾅｳﾝｽ部門・ｵｰﾃﾞｨｵﾋﾟｸﾁｬｰ部門
第 62 回 NHK 全国高等学校放送コンテスト
・朗読部門・ｱﾅｳﾝｽ部門・ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門
入賞ならず
太田真祐(2 年)
手代木みずき(2 年)
髙橋華子(2 年)
名取
優 (2 年)
今村恭佳(2 年)
熊谷馨一郎 (2 年)

♪
♪ 地道な活動の成果も ♪
♪
合唱部第８回定期演奏会
７月１１日（土）エル・パーク仙台において、
本校合唱部の定期演奏会が行われました。第１
ステージの滝廉太郎「花」から、格調高い第２
ステージへと流れ、第３ステージでは映画やド
ラマで聞き覚えのある曲が演奏されました。観
客はきれいなハーモニーを楽しんでいました。

第66回仙台市内高等学校美術展

７月８日（水）～７月１２日（日）の期間、
宮城県美術館県民ギャラリーにおいて、仙台市
＜囲碁部＞
内高等学校美術展が開催されました。本校美術
第 39 回全国高等学校総合文化祭 滋賀大会
部の「春水」・「カピバラ」・「旅」など、合わ
・団体戦 宮城県チーム 第 25 位（3 勝 3 敗） せて１２作品が展示されました。
【主将-仙二・副将-仙一・三将 野角真穂(2 年)】
・個人戦 星結莉乃(2 年) 第 41 位（2 勝 4 敗）
NYSE(ﾆｭｰﾖｰｸ･ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｳｲﾝﾄﾞ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ)
■本校２年の野角さんは要所で勝利し、チー
日本ツアー２０１５仙台公演
ム３勝に貢献しました。
－東日本大震災復興祈念ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ－
■個人戦の星結莉乃さんは上位の実力者を相
手に健闘し、２勝を上げました。
７月２０日（日・祝）日立システムズホール
仙台において、ＮＹＳＥの公演が行われました。
＜かるた愛好会＞
午後４時開演された公演は第 1 部がモーツァル
第 39 回全国高等学校総合文化祭 滋賀大会
トのヴァイオリン協奏曲から始まり、ドヴォル
・小倉百人一首かるた部門 永富麻美(2 年)
ジャークのスラブ舞曲まで４曲が演奏され、第
予選ﾘｰｸﾞ（1 勝 2 敗）
２部はミュージカルナンバーなどお馴染みの曲
■永富さんは徳島県・青森県・鹿児島県の各 と本校管弦楽部との共演による、歌劇「アイー
代表と対戦し、健闘しました。
ダ」凱旋行進曲の演奏がありました。

