ベルマーク10万点分を黎明中・高に頂きました
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公開授業研究会（ＳＳＨ×ＩＣＴ）実施
「探究力を育てる授業づくり～ＩＣＴ教育の推進を通して」

11 月 10 日（火），本校を会場に令和２年度公開授業研究会【ＳＳＨ
研究開発報告会 兼 ＩＣＴ利活用（MIYAGI Style）授業公開】が開催
されました。
当日は中高の国語・数学・英語・家庭・地歴公民・理科・情報・SS
探究の教科においてタブレット端末やパソコンを使った授業公開が行わ
れ，県内外の小・中・高等学校及び東北大学や宮城教育大学の先生方な
ど 70 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。
その後，全体会では「深い学びの実現と「探究」の高度化」と題して，
國學院大學人間科学部初等教育学科教授の田村学先生による講演会が行
われ，ICT 機材を活かした授業の取り組み方や探究授業への生徒の取り
組ませ方についてご講演いただきました。

「いじめの空気って？」について考える
いじめ防止講話（リモート開催）

10 月 16 日（金）7 校時，中高合同の特別活動として「いじめ防止講話」を行いました。アリーナでの一
斉開催ができない中，なんとかいじめに対する理解を深めてほしいという思いから，今回は i-pad の key-note
アプリを使い，各教室でスライドによる説明，いじめに関する番組視聴(NHK E テレ「いじめをノックアウ
ト」)，そしてグループディスカッションの三部構成で授業を展開しました。いじめを生み出す独特の「空
気」がある，という番組での訴えを受け，各グループで意見交換をしました。「今回のような講話はみんな
の意見も聞くことができて有意義であった」という感想が多く見られました。

10 月 6 日（火）本校校長室にて，あい
おいニッセイ同和損害保険株式会社古川
支店支社長森田雄様が来校し，「すべての
子どもに等しく豊かな環境で教育を受け
させたい」というベルマークの教育助成
財団の理念に基づいて同社が収集したベ
ルマーク 10 万点分を寄贈したいとのこと
で贈呈式が行われました。
これは，同社が 2000 年４月から損害保
険会社で唯一のベルマーク運動への協賛
企業として，会社を挙げて収集活動に取
り組み，2019 年度も 5,300 社を超える企
業・地方公共団体，同社代理店・扱者の
皆さま，また，同社ホームページをご覧
になったお客様と一緒にベルマークを収
集したものを，今回本校に寄贈いただい
たもの。本校選定の理由としては，2019
年 10 月の台風 19 号により浸水被害を受
けた地域であることと，中高生徒が在籍
し，ベルマーク収集活動に携わっている学校ということで選定されました。当日は，同社古川支店長森田様
より中・高生徒会長に贈呈が行われました。頂いたベルマークにつきましては，生徒会等で検討し，今後の
教育活動に有効利用させて頂く予定です。

「第31回伊藤園おーいお茶新俳句大賞」入賞者のお知らせ
2年
2年
2年

深井菜穂子さん 佳作特別賞
安達みのりさん 佳作
伊藤 侑汰さん 佳作

焼芋屋トランペットと共鳴す
減っていくペンのインクと日々の時間
路面凍結先生もおぼつかず

各部新人大会・地区大会等結果速報
弓 道 部

※ 11 月号の記事に誤りがありましたので訂正します。
◆大崎地区新人大会（10 月 10 日（土）美里町トレーニングセンター）
【女子団体】 第３位 誤（古川黎明Ａチーム）
正（古川黎明Ａチーム・同Ｂチーム）

ハンドボール部

◆地区大崎・登米・黒川地区新人大会（10 月 24 日（土） 田尻総合体育館）
古川黎明 １６－４ 佐沼・古川黎明合同
古川黎明 １３－６ 富谷
古川黎明
９－７ 古川学園
古川黎明 １３－３ 涌谷
全勝優勝することができました。佐沼高校が主力選手のケガのため人数が足りず，黎明高校 1 年生部員
が助っ人に入り，合同チームとしても出場しました。黎明対合同チームの試合は顧問としても複雑な心境で
したが，涌谷高校に 1 勝，富谷高校と引き分け，佐沼高校の先生方からもプレーや姿勢を褒めていただきま
した。プレーヤー部員全員が試合に出場して，それぞれ活躍することができました。
◆県新人大会（11 月 5 日（金）～６（土））
1回戦 古川黎明 ２４－１６ 仙台東高校
勝ち
2回戦 古川黎明 １７－１４ 仙台西高校
勝ち
準決勝 古川黎明 １３－３８ 聖和学園高校 負け
ベスト４となり，1月5日～6日に行われる国体2次予選の出場権を獲得し
ました。西高戦は，前半1点リードされ，後半残り10分で追いつき，最
後2分で連続得点で突き放すという，ハラハラの試合展開でした。まず
は目標達成となり，ほっとしております。応援ありがとうございました。

写真部
◆第２７回宮城県高等学校写真展
１０作品出品して２年１組の二上由衣さんの作品が入選しました。
学校としても総合８位で優秀校に選ばれました。

【 透き通る青 】

男子バスケットボール部

剣道部

◆県新人大会大崎地区予選（11 月 6 日(金)～ 8 日(日) 加美町中新田体育館）

◆令和2年度宮城県高等学校新人剣道大会（11 月 12 ～ 14 日・名取市民体育館）

予選トーナメント 古川黎明 ６９ － ４９
涌谷
勝ち
準決勝
古川黎明 ４８ －１００ 古川学園 負け
３位決定戦
古川黎明 ７０ － ６０
古川工業 勝ち
結果 第３位 ※県大会に出場
県大会
1 月 22 日(土)～ 24 日（月） 於：白石市・大河原町
引き続き，色々とお世話になりますが何卒宜しくお願いいたします。

〔女子個人〕石川陽菜・惠比壽春香（2 回戦敗退）
〔男子個人〕勝沼遼・千葉昂（2 回戦敗退）
〔女子団体戦〕 予選リーグ
古川黎明 ４－１ 仙台第三
古川黎明 ２－２ 仙台育英（本数勝ち予選通過）
決勝トーナメント １回戦
古川黎明 ０－４ 東北生活文化
〔男子団体戦〕 予選リーグ
古川黎明 不戦勝 宮城県農業
古川黎明 ２－１ 仙台第一（予選通過）
決勝トーナメント １回戦
古川黎明 ２－０ 尚絅
準々決勝 古川黎明 ０－３ 仙台育英 負け（ベスト８）
男子は史上初のベスト８となりました。男女とも県総体はベスト４目指して頑張ります。

女子サッカー部

◆県新人大会 （ 11 月 3 日（火）～ 11 月 6 日（金））
今回も東北,宮城広瀬との合同チームで参加しました。大会結果は以下の通りです。
・１回戦
古川黎明合同 ０ －１０ 仙台大明成 負け
・下位順位決定戦 古川黎明合同 ０ － ０
東北生文
引き分け
※抽選により敗退
・7～8位決定戦
古川黎明合同 １ － ０
宮城第一
勝ち
本校部員４名全員が出場し，,最終的に７位で終えました。今後とも応援よろしくお願いします。

自然科学部
◆宮城県生徒理科発表会」（11月10日（火）東北大学サイエンスキャンパスホール）
本校から，全４題発表し，物理部門で「自律型ロボット制御における光電センサーの研究」，地学部門で
「流星の分光観測による発光メカニズムの研究」の２題が，供に「部会長賞（３位）」を受賞しました。

サッカー部
◆県新人大会
２回戦（11月11日（水）色麻町愛宕山グランド）
古川黎明 ０ － ０ 東陵高校
ＰＫ （３－１） 勝ち
（※佐藤亜久琳君（2年）のビッグセーブ２連発で勝利できました）
３回戦（11月14日（土）松島フットボールセンター）
古川黎明 ０ － ５ 宮城工業
負け

書道部

◆第69回宮城県高校書道展
11 月 2 日（月）の第 69 回宮城県高校書道展審査会において，本校から 15 点出品中，1
点が推薦，4 点が特選，10 点が金賞となりました。受賞結果は以下の通り。

第 1 部（漢字）
＜推薦＞ 第一部（漢字）

浅野 珠生さん（2 年） 『杜牧之』

＜特選＞
第一部（漢字）
石ヶ森史真さん(3 年）
『風信帖』

佐藤 真衣さん（3 年）
『褚遂良法帖集』

本木 沙耶さん（2 年）
『望廬山瀑布』

＜特選＞
第三部
（漢字仮名交じり）
矢内 未来さん（２年）
『高村光太郎のことば』

〈浅野珠生さん〉

〈石ヶ森史真さん〉〈佐藤真衣さん〉 〈本木沙耶さん〉〈矢内未来さん〉

＜金賞＞ 菊田 香乃さん(3 年) 伊藤 一愛さん(3 年) 大場 渚紗さん(3 年) 吉野 真央さん(3 年)
船山 花野さん(2 年) 長野 重音さん(2 年) 小野寺 茜さん(2 年) 多田 百花さん(1 年)
早坂 音葉さん(1 年) 南舘 さゆりさん(1 年)

◆「仙台三高ＧＳフェスタ」（11月7日（土））
オンラインによる研究発表を行いました。

◆「第3回グローバルサイエンティストアワード」（11月8日(日)）
「流星の分光観測」のオンライン発表が，共催・協賛賞【学校法人池田学園賞】を受賞しました。

その他
◆「第10回科学の甲子園

みやぎチャレンジ2020」（10月31日(土) 県総合教育センター）
自然科学部以外の部活動の生徒も含め，希望者によるチーム編成で２チーム参加し，Ａチームが
総合６位（筆記９位・実技２位），Ｂチームは総合１８位（筆記12位・実技19位）でした。
上田尚拓さん（1年）黒澤稀青さん（2年）阿部嵩生さん（２年）佐藤晴琉さん（2年）
Ａチーム
篠原 響さん（2年）瀨川日向子さん（2年）千葉ささらさん（2年）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------尾形百花さん（2年）菅原依里さん（2年）鈴木 樹さん（2年）其田太郎さん（2年）
Ｂチーム
高梨凜音さん（2年）遊佐大翼さん（2年）

