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平成２７年度がスタートしました
この春の異動により３月に石澤教頭先生をはじめ１３名の教職
員の方々とお別れしたところですが，４月に１４名の教職員の方々
をお迎えし，蔵王高校は今年度５５名の教職員でスタートを切りま
した。フレッシュな気持ちで教職員一同がんばります。
平成２６年度末教職員人事異動
お世話になりました！
教頭 石澤 浩二（宮城第一高校）
教諭 髙山
純（利府支援学校）
、佐藤 和道（石巻好文館高校）
事務次長
佐藤 一志（角田中学校）
常勤講師
佐藤
歩（退職・尚志高校へ）
非常勤講師 半澤 愛美（退職）
，川地 和道（退職）
武田 久美子（退職）
，藤川 チユキ（退職）
，
高橋 淳子（退職）
，八木 信子（退職）
キャリアアドバイザー 木村 一行（退職）
，金野 一彦（退職）

校 長 挨 拶

校長

小 松

敦

夢実現を目指す生徒一人一人の顔が見えるオーダーメイドの教育
本校は蔵王連峰東方の青麻山麓に位置し，雄大で豊かな自然に囲まれた閑静な環境の中で，生徒一人一
人の夢実現のため，きめ細かな教育の実現を目指す単位制普通高校です。本校は平成８年に学年制による
全日制課程普通科の高校として白石女子高校から独立して本年で２０年目になります。平成１１年には単
位制による全日制課程普通科に衣替えをして今日に至っております。単位制高校としては１７年目を迎え，仙南地区では，進
学・就職のいずれにも対応できる特色ある普通科高校として，地域からその役割に大きな期待を寄せられています。また，教
育環境施設としまして，隣に，体育館，野球場，テニスコートなどを備えた蔵王町総合運動公園があり，蔵王町の全面的な御
支援をいただき，有効に活用させていただいております。
本校の特色としまして，①生徒の進路希望，興味・関心に合わせて選択できる特色ある選択科目，②きめ細かな少人数指導
③総合的な学習の時間「蔵王タイム」④「介護職員初任者研修修了資格」を取得するための教育課程 があります。
本校は１年次３クラスの小規模校ですが，生徒たちはとても明るく素直で，部活動や生徒会活動などに精一杯取り組んでい
ます。硬式テニス競技や陸上競技，卓球競技においては東北大会や全国大会に出場しています。また，本校は地域に根差した
学校として，学校全体で交通マナーアップ運動や挨拶運動，町内の県道の清掃ボラティアを行っています。このように，蔵王
高校は，一人一人の生徒を大切にする教育を通して，豊かな感性と確かな知性をはぐくみ，心身ともに健康で創造性豊かな，
社会に貢献できる人間の育成を目指してまいります。
今後とも，皆様の御支援と御協力をよろしくお願い申し上げます。

平成２７年度蔵王高校校務分掌一覧 校長 小松 敦 教頭 髙橋 光弘 事務室長 阿部 進
１ 各部長
主幹教諭兼教務部長・・・・・小野 正美
生徒指導部長・・・遠藤 道夫
保健厚生部長・・・鈴木 仁一
総務創造部長（防災主任）
・・・加藤 浩志
進路指導部長・・・門脇
治
図書視聴覚部長・・・齋藤
朗
２ 各年次主任・学級担任・副担任・学年所属
１年次主任 大越 貞人
２年次主任 菊地 克仁
３年次主任 小林 治
担任・副担任
学年所属
担任・副担任
学年所属
担任・副担任
学年所属
1 組担 小野 誠司
遠藤 道夫
１組担 矢木 リサ 小野 正美
１組担 三部 佐貴子 門脇
治
副 高橋 梨奈
齋藤
朗
副 多田 裕行 市川ゆかり
副 水戸 朋之 渡邊 良樹
２組担 野田 ともみ 中嶋 春菜
２組担 尾形 祥平
２組担 三沢奈緒美
副 伊藤予里子
西村由紀子
副 加藤 浩志
副 鈴木 仁一
３組担 髙橋 幸乃
３組担 豊島 健弘
３組担 齋藤
真
副 門脇 美雪
副 加藤 雪彦
副 渡邊 吉浩

３ 部活動顧問
◎運動部
ソフトボール：遠藤・小野正
バレーボール：遠藤・小野正
バスケットボール（男女）
：加藤・鈴木・齋藤朗・高橋梨
卓球（男女）
：菊地仁・水戸
テニス（男女）
：齋藤真・三部
バドミントン（男女）
：尾形・豊島・加藤雪
陸上競技：野田・渡邊良・門脇美
野球：渡邊吉・多田
サッカー：加藤雪
◎文化部
自然科学：市川・大越
吹奏楽：門脇治・水戸
美術：小林・小野誠
手芸：伊藤
ＪＲＣ：三沢・矢木
英語：小野誠
コンピュータ：渡邊良・齋藤朗
茶道：矢木・伊藤
華道：髙橋幸
軽音楽：小野正・小林
ゲートボール：遠藤・鈴木・大越・渡邊良
以上の分掌で取り組みますので、よろしくお願いいたします。

２７年度第２０回入学式挙行
校門前の桜が満開に近づいた 4 月 9 日（木）
，新入生（男子：22 名，女子：38 名，
計：60 名）を迎え，本校の第 20 回入学式が挙行されました。小松敦校長先生の式
辞では，高校生活の指針として，日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一の言葉「夢
七訓」の「夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、
計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし、ゆえに幸
福を求むる者は夢なかるべからず。
」を紹介し，
「幸福になるためには先ずは夢を持
たなければならない。
」と話し，
「夢実現のためしっかりと努力して欲しい。
」とエ
ールを送られました。また，父母教師会会長の今村幸栄様に心温まるご祝辞をいた
だきました。さらに，新入生代表として，加藤竜太君 (遠刈田中出身)が，大変立
派に宣誓を述べました。ご入学本当におめでとうございます！これからの３年間，将来の夢や目標実現に向けて，学習や部活
動等様々なことに取り組み，地域社会を含め世界に貢献できる大人に成長して欲しいと思います。

平成２６年度進路状況報告
進

学

先

国立大学
私 立 大 学
私 立 短 大
専門学校等

＜東北大学の現役合格は蔵王高校開校以来初です！！＞
１名
７名
３名
２４名

東北大学文学部人文社会学科
仙台大学／東北学院大学／東北公益大学／東北文化学園大学／日本大学／北翔大学
福島学院大学短期大学部／帝京大学短期大学部
宮城県高等歯科衛生士学院／仙台医療福祉専門学校／仙台医療秘書福祉専門学校／東北保健医
療専門学校／仙台ビューティアート専門学校／宮城調理製菓専門学校／仙台スイーツ＆カフェ
専門学校／花壇自動車大学校／国際メディカルテクノロジー専門学校／東北電子専門学校／仙
台コミュニケーションアート専門学校／東北外語観光専門学校／仙台リゾート＆スポーツ専門
学校

３８名

ＢＢコールセンター株式会社／ＳＢＳフレック東北株式会社／ザオー電子株式会社／みやぎ仙
南農業協同組合／医療法人恒心会佐藤病院／花菱縫製株式会社／株式会社ＡＳＴＯＳ／株式会
社アルテックス／株式会社おてんとさん／株式会社キクチ／株式会社サカイ引越センター／株
式会社サラド／株式会社ジェーエーシー／株式会社シンエイ東北／株式会社ダイユーエイト／
株式会社プロフェッショナル工業／株式会社ホシバン／菓匠三全／株式会社蔵王苑まほろばの
湯／株式会社利久／丸山株式会社／宮城蔵王観光株式会社／山田石材計画株式会社／社会福祉
法人不忘会八宮荘／住友林業ホームエンジニア株式会社／松島国際観光株式会社ホテル大観荘
／扇屋商事株式会社／東洋ゴム株式会社仙台工場／本間物産株式会社マルホンカウボーイ白石
店／有限会社サクラテック

就 職 先
民

間

主な行事予定
5／1（金）仙南総体壮行式，結核検診 4（月）～5（火）陸上仙南総体 9（土）～10（日）仙南地区総体，
13（水）第１回ＰＴＡ役員会 22（金）前期あすなろ会総会・家庭クラブ総会 22（金）～25（月） 県総体陸上競技
25（月）～29（金） 第 1 回授業公開 6／6（土）～8（月）県高校総体 11（木）防災訓練① 16（火）～19（金）中間考査

※お知らせ 『災害時緊急連絡用電話』

０７０－６５５６－２７１８ または ０７０－６５５７－８６１３

停電時でも使用できますので，緊急の場合は上記の電話をご利用ください。 なお，学校の方からは緊急時でない場合
でも，この電話番号で保護者の皆さまにおかけする場合がありますので，携帯電話等に登録いただければと思います。

