文化部
文芸部
第35回秋田県高等学校文芸コンクール
審査日：平成29年8月31日（木）
小説部門
第一席
麦倉華子
第二席
栁舘菜穂子
随筆部門
第一席
藤嶋杏香
文芸部誌部門 第三席
寸緑第７５号

化学部
第５２回秋田県小･中･高等学校児童･生徒理科研究発表大会
研究題：「天然ゼオライトの酸性質とそれを用いた4-メチルウンベリフェロンの合成」
期日：平成２９年１１月１１日（土）
場所：秋田大学
成績：齋藤憲三・山﨑貞一賞 ［H30年度全国高等学校総合文化祭出場権獲得］
発表者：佐藤舜、西根大樹
（財）齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会研究助成認定
研究課題：「ゼオライト触媒を用いたヒドロキシクマリン類の合成
－ヒドロキシクマリン類のＤＳＣ機能－」
期日：平成２９年５月１１日（木）必着による応募（書類）
成績：助成認定
対象生徒：佐藤舜、西根大樹
上記助成認定の研究報告書に対する審査
研究課題：「ゼオライト触媒を用いたヒドロキシクマリン類の合成
－ヒドロキシクマリン類のＤＳＣ機能－」
期日：平成３０年１月２５日（木）必着
受賞式：平成３０年３月１９日（月）
成績：平成２９年度齋藤憲三・山﨑貞一奨励賞銅賞
対象生徒：佐藤舜、西根大樹
ジュニア農芸化学会２０１８
発表題：天然ゼオライト触媒を用いた４－メチルウンベリフェロンの合成
期日：平成３０年３月１７日（土）
場所：名城大学
成績：ポスター発表
発表生徒：佐藤舜、西根大樹

生物部
全国高等学校総合文化祭
期日：平成29年8月2日(水)～8月4日(金)
会場：石巻専修大学
成績：全体会発表
発表者：佐藤柊馬 工藤晴香 畠山友紀乃 日景瑠那
タイトル：「ニホンザリガニ保護プロジェクト」

第55回日本甲殻類学会
期日：平成29年10月7日(土)～10月8日(日)
会場：東京大学大気海洋研究所
成績：特別賞
発表者：佐藤柊馬 池島渓士郎 工藤晴香 長崎安依南 奈良茉優 畠山友紀乃
長谷川萌 日景瑠那
タイトル：「ニホンザリガニ保全プロジェクト」

美術部
第６３回秋田県高等学校総合体育大会
期日：6月2日
会場：大館市民文化会館（総合開会式会場）
成績：連盟誌表紙採用 ２Ｂ
渡辺麗香
第50回秋田県高等学校総合美術展 美術工芸部門
期日：11月10日（金）～14日（火）
会場：秋田市アトリオン
成績：デザイン部門 推奨
菅原咲紀
渡辺麗香
阿部由奈

演劇部
平成２９年度県北地区高校演劇コンクール
期日：平成２９年９月３０日（土）～１０月１日（日）
場所：北秋田市文化会館
成績：最優秀賞
作品名 「天平の甍」
（原作 井上 靖 ・ 脚色 大館鳳鳴高校演劇部）

第４８回秋田県高校演劇発表会
期日：平成２９年１１月３日（金）～１１月４日（土）
場所：大館市民文化会館
成績：優秀賞
作品名 「天平の甍」
（原作 井上 靖 ・ 脚色 大館鳳鳴高校演劇部）

写真部
第37回秋田県高等学校写真連盟展
期日：平成29年6月2日（金）～5日（月）
会場：明徳館「カレッジプラザ」、秋田県立美術館
成績： ・団体（学校対抗） ： 第３位
・個人
推奨 阿部珠樹、麦倉美子
〔Ｈ３０年度全国総文祭長野大会出品権獲得〕
入選 工藤絵瑠、下山月花
佳作 藤原美樂、阿部海斗、小林敦也、畠山あかり
第４１回全国高等学校総合文化祭 ―宮城大会―
期日：平成29年７月31日（月）～8月４日（金）
会場：宮城県仙台市『トークネットホール仙台（仙台市民会館）』
写真部門出品 阿部 百花

第32回秋田県高等学校文化連盟写真部会県北支部展
期日：平成29年9月13日（水）～15日（金）
会場：「能代松陽高等学校」 「イオン能代店３階イオンホール」
成績：
・団体（学校対抗） ： 第２位
・個人
入選 松山なな子、阿部百花、小林敦也、細田ほのか、荒川みか、
小畑一輝、堺谷杏里、菅原瑛寛、畠山あかり、福嶋洸洋
第50回秋田県高等学校総合美術展写真部門
期日：平成29年11月11日（土）～１５日（水）
会場：秋田市『カレッジプラザ』『アトリオン』
成績： ・団体（学校対抗）は なし 【個人のみ】
・個人
推奨 松山なな子、阿部百花、畠山智香、加賀谷愛依、荒川みか、
菅原瑛寛、畠山あかり、加賀美咲

囲碁・将棋部
第45回秋田県高等学校将棋大会
期日：
平成29年5月12日（土）、13日（日）
会場：
ジョイナス（秋田県民会館）
成績：
男子団体戦 第三位
鳳鳴Ａ
黒澤 一真、堀部 翔、尾樽部 秀翔

新聞部
平成２９年 大館鳳鳴高等学校新聞新入生歓迎特集号発行
期日：平成２９年４月６日
制作者：吉田まりあ 田中さくら 日景麻梨音
平成29年度第22回秋田県高等学校新聞コンクール参加
期日： 平成２９年１０月１３日実施
会場：秋田魁新報社
制作者：吉田まりあ 田中さくら 日景麻梨音
平成29年度 秋田県高等学校新聞合冊版 第33号掲載
期日： 平成29年11月16日
制作者：吉田まりあ 田中さくら 日景麻梨音
大館鳳鳴高校新聞 第２６５号発行
期日：平成30年 3月1日
制作者：吉田まりあ 田中さくら 日景麻梨音

放送部
第58回秋田県高等学校放送コンテスト 兼
第64回NHK杯全国高校放送コンテスト秋田県大会
期日： 平成29年6月7日（水）・8日（木）
会場： 秋田市文化会館
成績： 朗読部門 優秀賞 津谷万柚子
テレビドキュメント部門 優秀賞 作品「青春が、舞う。」
制作責任者：前田彩花・對馬唯
高文連杯 銅賞

第64回NHK杯全国高校放送コンテスト
期日： 平成29年7月24日（月）～27日（木）
会場： 24日～26日 国立オリンピック記念青少年総合センター 27日 NHKホール
成績： 校内放送活動研究集会Ⅱ 朗読部門出場 津谷万柚子
校内放送活動研究集会Ⅳ テレビドキュメント部門出場 作品「青春が、舞う。」
制作責任者：前田彩花・對馬唯
第38回秋田県高等学校放送コンクール
期日： 平成29年11月19日（日）・24日（金）
会場： 能代市文化会館・能代市中央公民館
成績： テレビキャンペーン部門 入選 作品「ユイノココロ」
制作責任者：大森開登
第21東北高等学校放送コンテスト
期日： 平成30年2月3日（土）・４日（日）
会場： 岩手県公会堂・プラザおでって
成績： テレビキャンペーン部門出場 作品「ユイノココロ」
制作責任者：大森開登

吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール第５９回秋田県県北地区大会
期日：平成２９年７月９日（日）
会場：大館市民文化会館
成績：高等学校の部 金賞
全日本吹奏楽コンクール第５９回秋田県大会
期日：平成２９年７月２９日（土）
会場：湯沢文化会館
成績：高等学校の部 銅賞
秋田マーチングフェスティバル大館大会
マーチングバンド・バトントワーリング東北大会秋田県大会
期日：平成２９年９月１７日（日）
会場：タクミアリーナ
成績：優秀賞（東北大会推薦）
マーチングバンド・バトントワーリング東北大会
期日：平成２９年１０月２８日（土）
会場：宮城県総合運動公園グランディ２１
成績：アーティスティックウインド賞
全日本アンサンブルコンテスト第40回秋田県大会県北地区大会
期日：平成29年12月24日（日）
会場：北秋田市 文化会館
成績：金管八重奏 金賞
混成八重奏 金賞
木管三重奏 銀賞
全日本アンサンブルコンテスト第40回秋田県大会
期日：平成30年1月2１日（日）
会場：秋田県民会館
成績：金管八重奏 銀賞
混成八重奏 銀賞

書道部
第３５回全県高校席書大会
期日：8月8日（火）
会場：秋田北高校・アトリオン
成績：一等 佐藤すみれ、近藤幸菜、滝口万紀子、皆川倫之介、安達彩喜、佐藤有里
二等 阿部未来、大﨑綾夏、髙瀬優奈、濵松佳乃
三等 髙谷芽依
第５０回秋田県高等学校総合美術展
期日：11月20日（月）～23日（木）
会場：アトリオン
成績：推奨 皆川倫之介

クッキング同好会
平成２９年度高校生商品開発コンテスト決勝大会
期日：１１月２５日（土）
会場：横手市 秋田県立増田高等学校
成績：優秀賞 瀬川穂、小笠原侑実、種市憲伸、安保空粋、小林真太郎、千葉巨季

