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平成２５年度ＭＡＰ（みやぎアドベンチャープログラム）！
本校は昨年度新たに２年間 MAP の事業実践校として宮城県教育委員会から指定を受けました。今年の第１回 MAP 体験会
は，５月８日（水）に１年次から３年次までの全年次で実施しました。午前中は，県内 MAP 指導者の先生方の研修会があ
りました。午後は，いよいよ蔵王高の MAP 体験です。1 年生～3 年生までの 9 クラスにそれぞれ 3～4 人の先生が付き，体
験会が始まりました。以前から体験会に参加している 2・3 年生は，先生から出される課題に頭・手・足・指を駆使して応
えていました。互いに意見を出し合ったり，みんなで考えたりする様子も見られ，MAP の特徴でもある，協力性，協調性
なども見ることができました。1 年生は初めての体験会ながら，課題に対して仲間と話し合い，協力し合い，楽しく活動
ができました。入学して間もない 1 年生にとって，MAP 体験は仲間づくりのきっかけとして，大変効果的でした。
ＭＡＰとは？みやぎアドベンチャー・プログラムのことです。
目的は？ ・生徒間におけるコミュニケーション能力向上と
そのきっかけづくり
・各クラスや年次ごとの協力関係づくり
・課題を見出し，考え，解決する力を身につける
・生徒，教員間における人間関係づくり
教室や体育館に分かれて MAP の実践を行いました。講師の先生方に
よって内容は異なり，生徒たちは担任の先生も加わって楽しそうに
活動していました。

平成２５年度あすなろ会総会・家庭クラブ総会
５月２４日（金）に前期あすなろ会総会（生徒総会）
・家庭クラブ総会が行わ
れました。生徒総会では，昨年度の活動報告や決算報告，今年度の予算案や活動
計画案が提示されました。男子バスケットボール愛好会の設立についても審議が
行われ，これまでの活動実績が認められて愛好会設立が決定しました。
また，あすなろ祭（８月３１日土曜）のテーマについて報告がありました。今
年度のテーマは，『 Dangerous ～来るか来ないかは君次第～ 』です。
昨年度から全国学校家庭クラブ連盟に加盟し，設立２年目となった蔵王高校家
庭クラブの初年度の活動報告があり，今年度の活動計画案も提示されました。
家庭クラブでは，家庭クラブ週間での朝のあいさつ運動，各教室・玄関に花を飾り，校門前には花の苗を植えるお花いっ
ぱい運動，ペットボトルのキャップ回収運動などを実施中です。

～国際交流～ EU が蔵王高校にやってきた！
欧州連合 EU では，出張授業「EU があなたの学校にやってくる」と題した
授業を 2007 年より開催しており，在日 EU 加盟国大使館および駐日 EU 代表
部の大使や外交官を講師として高等学校に派遣し，EU 及び各国に関する講
演を行っています。今年はこの出張授業に本校が選ばれ，５月１３日(月)
の５・６校時，駐日欧州連合(EU)による出張授業が開かれました。講師にド
イツ出身のサラ先生と通訳の堀内さんをお招きしました。なぜ EU が発足し
たのか，日本と EU はどのような関係か等，わかりやすく説明していただき
平和の縮図である EU の理念を学びました。日本でもなじみのあるドイツの名所や童話
などを挙げ，生徒は歴史や文化を身近に感じることができたようです。また，放課後は
茶道部とのお茶会と，お点前の体験を行いました。

平成２５年度仙南総体・県総体結果報告
今年度の仙南地区高校総合体育大会は，陸上は少し早めの５月４日（金）～５日（土），卓球・バドミントン・バスケットボー
ル・ソフトボールは５月１１日（金）～１４日（月）の間に，テニス・バレーボールは５月１８日（金）～２０（日）の間の分離開催とな
りました。結果は下記のとおりです。お疲れ様でした！！また，５月末から６月３日まで実施された県総体に出場した生徒諸
君は，『最後まであきらめない』（校長先生のメッセージです）気持ちで一生懸命がんばりました。
陸上○仙南総体 男子
８００ｍ
９位 長谷川 勝久（２年遠刈田中）
１５００ｍ １１位 小笠原 富雄（２年円田中）
１５００ｍ １３位 長谷川 勝久（２年遠刈田中）
５０００ｍ
４位 小笠原 富雄（２年円田中）
砲丸投げ
９位 谷津 裕樹 （２年白石東中）

陸上◎県総体
８００ｍ
１５００ｍ
１５００ｍ
５０００ｍ

男子
準決勝！
予 選
棄 権
予 選

長谷川
小笠原
長谷川
小笠原

勝久
富雄
勝久
富雄

陸上○仙南総体 女子
陸上◎県総体 女子
１００ｍ
１０位
小野 亜也加（２年円田中） １００ｍ
予選
小野 亜也加
２００ｍ
９位
小野 亜也加（２年円田中） ２００ｍ
予選
小野 亜也加

テニス○仙南総体
男子 シングルス 優勝！
髙橋 拓希（２年白石中）
ベスト８ 高橋 凌（３年白石東中）
ダブルス
第３位
髙橋 拓希・高橋 凌 組
女子 団体 第２位！
テニス◎県総体
男子 団体 １回戦 蔵王高校 １（S）－１（D） 聖和高校 惜敗
シングルス
ベスト１６！ 7 回戦進出 髙橋 拓希（２年白石中）
４回戦 高橋 凌（３年白石東中） ２回戦 新山一彦（３年福岡中）
ダブルス
ベスト３２！ 髙橋 拓希・高橋 凌 組
女子 団体 １回戦 蔵王高校 ０－２ 名取北高校 惜敗
シングルス
３回戦進出 尾形 真央（３年小原中）
２回戦 大沼 栞（２年円田中）
1 回戦 福地 真理（３年円田中）
，武藤 ひとみ（２年遠刈田中）
，
山家 美咲（２年円田中）
ダブルス
１回戦 尾形 真央・武藤 ひとみ 組，
山家 美咲・大沼 栞 組

卓球○仙南総体
男子 学校対抗戦 決勝 蔵王高校 ２－３ 白石工業高校
惜敗 堂々２位！で県大会へ
シングルス ２位！ 制野 彩人（１年円田中）
３位！ 谷村 謙 （２年村田一中）
女子 学校対抗戦 第８位
シングルス ３位！ 我妻 愛（２年円田中）
卓球◎県総体
学校対抗戦 男子 １回戦 蔵王高校 ２－３ 古川工業高校 惜敗
シングルス 男子 ２回戦進出 谷村 謙， 制野 彩人
女子 ３回戦進出 我妻 愛 ベスト５８！

バドミントン○仙南総体
男子 団体戦
２回戦
蔵王高校 ０－３ 仙台高専名取 惜敗
ダブルス ３回戦
対仙台高専名取 ０－２惜敗 小熊 健（３年大河原中）
・星 翔太（３年小原中）組
１回戦
菊池健一（２年福岡中）
・村上友哉（２年福岡中）組
シングルス ベスト８！（４回戦敗退） 小熊 健（３年大河原中）
２回戦
星 翔太（３年小原中）
，
１回戦
鈴木俊樹（２年福岡中）
，菊池健一， 村上友哉
女子 団体戦
１回戦
蔵王高校 ０－３ 亘理高校 惜敗
ダブルス ２回戦
日下采芽（２年福岡中）
・山田絵美如（２年白石中）組
小柳富紀（２年白石東中）
・山田沙梨菜（２年白石中）組
１回戦
大野由加（２年福岡中）
・八島 彩（２年白石東中）組
シングルス ３回戦進出 山田沙梨菜
２回戦
大野由加，日下采芽 １回戦 小柳富紀， 山田絵美如
バドミントン◎県総体
男子 学校対抗戦 １回戦 蔵王高校 ０－３ 黒川高校 惜敗
ダブルス
１回戦 小熊 健・星 翔太組， 鈴木俊樹・菊池健一組，
村上友哉・三浦拓海（１年村田一中）組
シングルス ２回戦 小熊 健
１回戦 星 翔太， 村上友哉， 鈴木俊樹
女子 学校対抗戦 １回戦 蔵王高校 ０－３ 石巻市立女高校 惜敗
ダブルス
１回戦 小柳富紀・山田沙梨菜組
日下采芽・山田絵美如組
大野由加・八島 彩組
シングルス １回戦 水戸美希， 小柳富紀， 日下采芽， 大野由加，
バスケットボール○仙南総体

女子

対 名取北高校 負
対 名取高校 負
バスケットボール○仙南総体
愛好会男子 対 白石工業高校 負
対 宮城農業高校 負
女子は久しぶりの大会で，男子は初めての大会でしたが，
どちらもベストを尽くしました！

～白球を追って～ 熱闘！野球部報告
野球部（硬式）
○春季大会地区予選
蔵王高校 １－８ 伊具高校
全校生徒が急遽球場に駆けつけて，応援団のもと一丸となって応援しました。
（場所：蔵王球場）
敗者復活戦
蔵王高校 １－４ 宮城農業高校 惜敗！
○夏の高校野球宮城県大会 蔵王高校 ２－９ 多賀城高校（８回コールド）
野球部主将の大庭妃人君（３年白石中）から「私たち３年生にとって最後の大会でしたが，あきら
めず戦えたので悔いはありません。２年３ヶ月という期間の中で，心・技・体すべての部分で成長す
ることができました。応援してくださった皆様，ありがとうございました！」と感動のメッセージをいただきました。

新人戦・秋の大会に向けて頑
張ってください！期待しております。

「一斉登校指導」を実施しました
爽やかなあいさつから１日が始まります。６月６日（木）の朝，全教職員が校門前に
立ち，全校生徒のみなさんを迎えました。あまりの人数の多さにびっくりする生徒の
皆さんもいましたが，元気なあいさつが交わされました。今年度は，昨年度に引き続
き，４月には生徒会の生徒も毎朝あいさつ運動を行いました。また教員が正面玄関前
で毎朝立哨指導であいさつ運動を実施しています。

平成２５年度保育所実習３年選択授業「発達と保育」
６月２５日（火）から２７日（木）の３日間，本校の３年次２４名が，保育所実習に
行ってきました。１日５名から６名で宮保育所と永野保育所にお世話になりました。１
日だけという短い体験でしたが，家庭科の授業で学んだことを生かして楽しく園児たち
と過ごすことができたようです。
「今回の実習でこどもがより大好きになりました。こ
どものお世話の仕方などたくさんのことを肌で感じることができ，貴重な体験ができま
した。
」と参加生徒は皆同様な感想を持ち，ぜひ職業にもしたいという生徒も出てきた
ほどでした。

｢進路ガイダンス｣ が行われました
６月２１日(金)，全学年を対象とした進路ガイダンスが行われました。体
育館には総勢三十近くの大学や専門学校などが集まり，それぞれブースを構
えました。生徒たちは思い思いにブースを回り，熱心に話を聞いていました。
体育館の他にも，別室で就職希望者用の講話が開かれました。ここでは，
あいさつと規律の大切さをたたきこむ熱い指導が繰り広げられ，大変充実し
た講話となりました。ガイダンス終了後に実施したアンケートには，「進路を考えるいい機会になった」「もっと話を聞
きたかった」などの回答が多数寄せられ，生徒の進路意識が高まるいい機会となったと思います。

１年次音楽Ⅰ授業 『合唱発表会』！ ございんホールに於いて
本校１年次生徒による合唱発表会が７月３日（火）に行われました。今年度も昨年同
様，ございんホールで実施することができました。生徒は音楽の時間に，音楽担当の門
脇先生に合唱の指導をしていただいたりして，練習した成果を披露することができまし
た。混声四部合唱できれいなハーモニーを聴かせてくれました。優勝は１年３組でした。
おめでとうございます！
クラス
３ 組
２ 組
１ 組

佐竹
尾形
小嶌
我妻

指 揮 者
俊輔（宮中出身）
敏晴（遠刈田中出身）
将太（白石中出身）
芽衣（宮中出身）

曲
名
課題曲「時の旅人」・自由曲「虹」
課題曲「時の旅人」・自由曲「虹」
課題曲「時の旅人」・自由曲「虹」

ついに！期待の新人漫画家，汽笛裕蔵 先生来校！！
７月４日(木) 本校卒業生(平成 15 年 3 月卒)で，武蔵野美術大学を卒業
後，漫画家になった汽笛裕蔵先生こと梅津裕子さんが，本校に来校しまし
た。梅津さんは，第 1 回 eBookJapan 賞や MANGA OPEN 奨励賞を受賞して
いますが，梅津さんご自身が描く中学生女子の暴走をテーマとした迷惑だ
けどどこか憎めない子を主役とした，非常にユニークでおもしろい ｢青春
ブーコ｣ が，人気投票総数 2,000 票 をはるかに超え，晴れて 講談社モーニング【 7 月 11 日
(木)発売 】で掲載されました。今回はその報告と御礼と宣伝もかねて来校されたものです。
懐かしい校舎を見学し，放課後美術部の生徒たちと談笑し，生徒たちは自分の夢を果たした先
輩の話に聞き入っていました。汽笛先生の今後のご活躍を期待しております！

順位
１位
２位
３位

