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平成２８年度 蔵王高校スタートしました。
この春の異動により３月に小松敦校長先生をはじめ２０名の教職員の方々とお別れしたところですが，４月に１３名の教職
員の方々をお迎えし，蔵王高校は今年度４８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２７年度末教職員人事異動

お世話になりました！

教諭： 鈴木 仁一（退職） 主任技師 佐藤 弘（定年退職 引き続き再任用）
校長： 小松 敦（石巻高校へ）
教諭： 齋藤 朗（柴田農林高校へ） 門脇 治（名取高校へ）小林 治（名取高校へ）三沢 奈緒美（名取高校へ）
三部 佐貴子（石巻北高校飯野川校へ）齋藤 真（気仙沼向洋高校へ）
養護教諭： 西村 由紀子（名取支援学校へ）
事務室長： 阿部 進（出納局契約課副参事兼課長補佐（総括担当）へ） 主事：半澤 航（船岡支援学校主事へ）
常勤講師： 渡邊 良樹（大河原商業高校へ 常勤講師）
非常勤講師： 畑中 美春（退職） 保角 剛（退職） 于凌越（退職） 秋山百合子（退職）
情報化支援員：遠藤 明広（退職） キャリアアドバイザー：齋藤 重信（退職） ＡＬＴ：Hudson John Anthony（他校へ）

平成２８年度新しくお迎えしました。よろしくお願いします。
校長：吉野 隆（高校教育課より）
教諭：北松 茂（宮城広瀬高校より） 星 英子（伊具高校より）
養護教諭：鈴木 春香（名取北高校より）
事務室長：平間 一浩（柴田高校より）
主事：齋藤 海（大河原小学校より）
技師：佐藤 弘（再任用）
常勤講師：石垣 幹夫（商業）
非常勤講師：佐々木 利明（国語）佐藤 秀敏（地歴公民）
青野 龍次郎（保健体育）日下 雅子（音楽）仲 欣（中国語）

校 長 挨 拶

蔵王から未来へ

校長 吉野 隆
常日ごろより，本校の教育活動に対しまして，御支援と御協力をいただき有り難うございます。
さて，本校は，本年度から学年制に移行するとともに，入学定員が１２０人から８０人へと変更に
なりました。この２年間は，学年制と単位制が併存する形になりますが，その後は，各学年２学級の
学年制の全日制普通科高校となります。
ここで，本校の教育活動の特色を紹介します。
○ ＭＡＰの県の指定を受け，生徒が安心して学校生活を送れるよう，人間関係づくりに積極的に
取り組んでいます。
○ 単位制の２・３年次の教育課程に，進路希望や適性，興味・関心に合わせた約５０の選択科目を設置しています。
○ 習熟度別学習や少人数授業，大学進学用課外や個別指導を早期から実施しています。また，タブレット等を活用した授
業やアクティブ・ラーニングを取り入れた主体的・能動的な学習も実践しています。
○ 総合的な学習の時間を「蔵王タイム」として，卒業後の進路について目標を設定し，その実現のための学習を行います。
学校設定科目「アントレプレナーシップ（起業家教育）」の財産を，「蔵王タイム」で活かしていく計画です。
○ 「介護職員初任者研修修了資格」の取得が可能であり，高齢社会や地域に貢献できる人材の育成に努めています。
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に努めています。生徒たちが，ここ蔵王の地からそれぞれの未来に向けて，力強く羽ばた
けるよう，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２８年度蔵王高校校務分掌一覧

校長 吉野 隆 教頭 髙橋 光弘 事務室長 平間 一浩

１ 各部長・主任
主幹教諭兼教務企画部長：小野 正美
生徒支援部長：遠藤 道夫
進路キャリア形成部長：加藤 雪彦
防災主任・総務担当：加藤 浩志
２ 学年主任・各年次主任・学級担任・副担任・学年所属
１学年主任 門脇 美雪
２年次主任 大越 貞人
３年次主任
菊地 克仁
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 髙橋 梨奈 遠藤 道夫
１組担 高橋 幸乃 小野 正美
１組担 矢木 リサ
市川 ゆかり
副 渡邊 吉浩 鈴木 春香
副 北松 茂
長谷川 友子
副 多田 裕行
２組担 伊藤 予里子
２組担 野田 ともみ
２組担 尾形 祥平
副 水戸 朋之
副 石垣 幹夫
副 加藤 雪彦
３組担 星 英子
３組担 豊島 健弘
３ 部活動顧問
副 小野 誠司
副 加藤 浩志
◎運動部
バスケットボール（男女）
：加藤浩・多田 卓球（男女）
：菊地仁・水戸 テニス（男女）
：尾形・北松・小野誠（事務局）
バドミントン（男女）
：豊島・加藤雪 陸上競技：野田・門脇美
野球：渡邊吉・石垣・小野正
バレーボール（愛）
：遠藤 道夫
◎文化部
自然科学：市川・星
吹奏楽：水戸
美術：小野誠
手芸：伊藤・長谷川
ＪＲＣ：髙橋梨・矢木
コンピュータ：大越
茶道：矢木・伊藤
華道：髙橋幸・鈴木
軽音楽：小野正
ゲートボール：遠藤・大越
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。

平成２８年度 第２１回入学式を挙行しました。
校門前の桜が満開の中、４月８日（金）
，新入生（男子 34 名、女子 28 名計 62 名）
を迎え，本校の第 21 回入学式が挙行されました。蔵王町各課長様、本校我妻ＰＴＡ会
長様はじめ多くのご来賓の方々と新入生保護者の皆様のご参加をいただき、盛大かつ
温かい雰囲気の中で、新入生を迎えました。新入生を代表して、村上笑美瑠さん（村
田一中出身）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、将来の夢や目標の実現に向けて、学習や部活動等様々なことに積
極的に取り組み、
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。
１年生の皆さん、早く高校の生活に慣れて、一生懸命に取り組んでください。

平成２７年度進路状況
進

学
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私 立 大 学
私 立 短 大
高等看護学校
専門学校等

＜高等看護学校 厳しい一般入試を２名が突破！！＞
５名
１名
２名
１６名

仙台大学／東北工業大学／富士大学／上武大学
聖和学園短期大学部
竹田看護専門学校／相馬看護専門学校
赤門自動車整備大学校／仙台医療福祉専門学校／仙台こども専門学校／仙台コミュニケーショ
ンアート専門学校／仙台スイーツ＆カフェ専門学校／仙台リゾート＆スポーツ専門学校／仙台
ビューティアート専門学校／仙台理容美容専門学校／専門学校デジタルアーツ仙台／東京法律
専門学校仙台校／東北電子専門学校／ヒューマンアカデミー仙台校／宮城調理製菓専門学校

２６名

アイリスオーヤマ（株）／（株）伊藤チェーン／（株）キクチ／（株）クラウンパッケージ仙
台事業所／（株）グリーングリーン／（株）光明者社製作所蔵王工場／サンアイパック（株）
仙台工場／昇友物産有限会社／（株）大正自動車／髙橋歯科医院／（株）東光七工事部／東洋
ゴム工業（株）仙台工場／（株）日本デリカフレッシュ仙台工場／社会福祉法人伯和会／（株）
プロセテージ／（株）坊源／（株）ミヤギタノイ／宮城丸高（株）／山村無線有限会社／（株）
ヨークベニマル／（株）ワカキ／医療法人仁泉会大泉祈念病院／（株）シダックス
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※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。

