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（ぶんしつひんぴん）
「外面に表れた美しさ（文）と内
面の実質（質）とが，ほどよく調
和し，共に備わっていること」

仙南総体で大商生健闘！！
５月１１日（土）１２日（日）に仙南総体が行われました（一部を除く）。
今年度も，多くの部が頑張ってくれました。中でも男子ソフトテニス部，女子ソ
●女子バレーボール部
フトテニス部がそろって団体優勝，女子バレーボール部が 5 年ぶりに優勝を飾る
・対伊具 2－0
対名取北 2－0
など目を見張る結果となったのをはじめ，県総体や夏季大会につながる活躍を見せ
・対宮城農業 2－0
てくれました。
準決勝
各部の主な結果は下記のとおりです。
・対村田 2－0
●男子ソフトテニス部
決勝
・男子団体優勝（３年ぶり）
・対角田 2－0
・個人戦 第１位 新山(白石中)・佐久間（俊）(槻木中)ペア
結果 優勝（５年ぶり）
第２位 渡部(七ヶ宿中)・吉野（莉）(七ヶ宿中)ペア
第３位 齋藤(大 河 原 中 )・大浦 (小原中)ペア
≪生徒会役員の応援レポートより≫
第３位 佐藤（諒）(大河原中)・髙橋(遠刈田中)ペア
（バレーボール取材：３年 1 組大槻佳愛(東中)）
ベスト１６ 渡邉（悠）(北角田中)・吉野（友）(岩沼北中)ペア
全員で声を掛け合い，勝つんだという意識がと
ベスト１６ 佐藤（藍）(北角田中)・佐久間（晃）(大河原中)ペア ても伝わってきました。最初は点数を相手に取
ベスト１６ 佐藤（匠）(船岡中)・尾形 (佐沼中)ペア
られてしまいましたが，メンバー同士で「次！
県大会に男子７ペア（全ペア）出場
次！」と励ましあい立て直すことが出来ていた
●女子ソフトテニス部
ので，すごいなと思って見ていました。それか
・女子団体優勝（２年ぶり）
らどんどん調子が上がって２セットを取るこ
・個人戦 第３位 村上（風）(船岡中)・菅原(船岡中)ペア
とが出来ていました。大商女子バレーボール優
第３位 中村(船迫中)・大内(亘理中)ペア
勝おめでとうございます！！
ベスト８ 石井(柳生中)・村上（真）(大河原中)ペア
県大会に女子３ペア出場
●女子卓球部
・学校対抗戦 第３位（県大会出場）
・シングルス ベスト１６（県大会出場）
小林(亘理中) 髙沢(白石中)
●陸上競技部
・男子 200m 佐藤（尚）(大河原中)県大会出場
・男子 4×100mR 県大会出場
・男子 4×400mR 県大会出場
●男子バスケットボール部
≪生徒会役員の応援レポートより≫
・女子走高跳
・予選リーグ
（ソフトテニス取材：1 年 1 組佐久間楓(槻木中)）
宇藤(槻木中) 第 1 位
対 亘理 ８８－５２ 勝ち
自分の試合がないときは，部員は同じチームの
対 名取高専 ４１－７４ 敗
人たちをしっかりと応援し，点を取るとガッツ
●ソフトボール部
※予選リーグ２位通過 ５位決定戦へ
ポーズをして喜んでチームが 1 つにまとまって
・対 白 石 ６－１６ 敗
・５位決定戦
いました。中でも，決勝リーグがかかった白石
・対 名取北 １－１０ 敗
対 名取 ８４－５８ 勝ち
と大商の試合が印象的でした。どのペアも先輩
・対 柴 田 １－１３ 敗
５位にて県大会出場
後輩関係なく全力で戦っている姿が，とても格
・対 名 取 ４－１１ 敗
●女子バスケットボール部
好良かったです。
・予選リーグ
●硬式野球部
対 名取北 ５４－９８ 敗
第 13 回春季高校野球南部地区予選
≪生徒会役員の応援レポートより≫
※予選リーグ２位通過 ５位決定戦へ
・本戦 1 回戦 亘理・大商連合
（バドミントン取材：２年５組黒澤さくら(白石中)） ・５位決定戦
対名取 9 対 8 勝ち
男女ともに接戦でした。ダブルスのプレイ
対 角田 ９７－２９ 勝ち
・本戦 2 回戦 亘理・大商連合
からは，ペアの人と信頼しあっている様子
５位にて県大会出場
対村田 1 対 2
が伝わってきました。また，ラインぎりぎ ●女子バドミントン部
（延長 10 回サヨナラ）敗退 りを狙い，素人が見ると一瞬なので何が起 ・ダブルス 第３位
・敗者復活 2 回戦 亘理・大商連合
こったかわからないような速い攻撃など，
髙橋(大河原中)・佐藤（玲）(富岡中)ペア
対仙台西 7 対 11 敗退
とても迫力があったと思います。
・シングルス 第３位
加藤（ひ）(槻木中)
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開校記念日・開校記念講話
本校の開校記念日（４月２０日）に先立ち，４月１９日（金）に開校記念講話が行われま
した。今年度も，安斎善和教頭先生からお話をいただきました。
講話では，はじめに日本画家・東山魁夷氏の竹林を題材にした絵画作品がスライドで紹介
されました。竹の節が「成長点」とよばれる，生物の成長にとって重要な部位であることが
紹介され，学校にとって，開校記念日は大切な「節目」の日であること，また，それが学校
のあゆみにとって重要な日であることについてお話がありました。さらに，生徒一人一人
が，それぞれの人生の節目とはどのような出来事であるかを考え，それらの節目を大切にし
て生きて欲しいというメッセージが伝えられました。
次に，本校の前身である「大河原町立実科高等女学校」の設立が認可された大正 11 年
（1922 年）がどのような時代であったのか，当時活躍していた著名人や文化，開校後の本校
の沿革などが紹介されました。また，東京，メキシコ五輪男子重量挙げで 2 大会連続金メダ
ル獲得の偉業を成し遂げた本校卒業生・三宅義信さんについてもお話がありました。
最後に，当日の朝読書の時間に全校生徒に配られた，東山魁夷さんの訃報を知らせる２０
年前の新聞記事や，教頭先生の東山画伯の生き方に対する思いを紹介した文章について，ス
ライドによる代表作の紹介とともに説明がありました。東山さんが画家を志したきっかけ
が，旧制中学校時代の担任との面談であったことが紹介され，高校生活のあらゆる場面が
「人生の節目」となり得ると結ばれていました。
最後に，本校図書館には東山魁夷さんの画集があるので，生徒の皆さん，是非ご覧くださ
い，という呼びかけで講話は締めくくられました。

PTA 総会

車両校門一時停止のお願い

平成最後の土曜日 4 月 27 日（土）に
PTA・部活動後援会・教育振興会総会が開
催されました。まず昼 12：20～の授業参観
が校舎の各教室で行われ，のち体育館にお

校地内における送迎時の事故防止のため，車
両で校地内に入る際は校門前で一時停止をお願
いいたします。本校では全日制５５１人の大切
なお子様をお預かりしています。命を守るため
に，ご協力よろしくお願いいたします。

ける総会と進路説明会が続きました。会計
報告，事業報告のほかに，諸般の情勢に鑑
み今年度から地区 PTA を廃止する案が承認
されましたが，今後とも PTA 活動や三者面
談の充実をはかることも確認されました。
このあと各学年・学級ごとに分かれての
PTA，懇談会でも，これからの学
校生活や進路の見通しなど，様々
な話題が出されました。

６月の行事
１日（土） 珠算電卓競技県大会
１日（土）～３日（月） 県総体
３日（月） 衣替え
４日（火） 振替休日（5/11 分）
５日（水） ３学年進路ガイダンス
７日（金） 公務員講習会
８日（土） 情報処理競技県大会
９日（日） 日商簿記検定
１２日（水） １学年男子・２学年内科検診

１３日（木）～１８日（火） 第Ⅰ期中間考査
１５日（土） 簿記コンクール県大会
ワープロ競技県大会
１６日（日） 全商珠算・電卓実務検定
１９日（水） ネット被害未然防止教室
１学年女子内科検診
２１日（金） ＰＴＡ役員会
２３日（日） 全商簿記実務検定
２６日（水） 公務員講習会
３０日（日） 全商ビジネス文書実務検定
７月 ３日（水）～ ５日（金） 体育祭

