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平成２９年度 蔵王高校のスタートです。
この春の異動により３月に１６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４５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２８年度末教職員人事異動

お世話になりました！

教
諭： 加藤 雪彦（退職 引き続き 再任用として週２日お世話になります。
）
主幹教諭： 小野 正美（大河原商業高校 定時制 教頭に昇任）
教
諭： 小野 誠司（白石工業高校へ） 渡邊 吉浩（塩釜高校へ） 水戸 朋之（仙台大志高校へ）
長谷川 友子（光明支援学校へ） 尾形 祥平（松島高校へ）
事務次長： 冨田 裕之（仙台二華中・高校 事務次長） 主事： 高野 彩子（大河原商業高校 主事）
常勤講師： 石垣 幹夫（本校等の非常勤講師）
非常勤講師： 佐々木 利明（退職） 島貫 文博（退職） 佐藤 秀敏（退職） 堀 文恵（退職） 仲 欣（退職）
庄子 節子（退職） 末永 はるみ（退職）
心のケア支援員：髙橋 一夫（本校等の「地学地就」連携コーディネーターに）ＡＬＴ：ﾉｨｼｬﾝ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ（他校へ）

平成２９年度新しくお迎えしました。よろしくお願いします。
教

諭：西郡 利一（宮城広瀬高校より） 本郷 栄大（新規採用）
山内 英範（加美農業高校より） 小川 初美（新規採用）
藤原 匡（名取高校より）
事務次長：鎌田 巧（白石工業高校より）主事：長谷 美穂（新規採用）
常勤講師：佐藤 葵（英語）
非常勤講師：大槻 秀平（国語） 橋本 理（数学）秋山 百合子（書道）
森 俊晴（商業）
心のケア支援員：朝井 寛輝 ALT：ニコラス ジョーンズ

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，昨年度から年次進行で学年制に移行するとともに，入学定員が８０人に減員となり
ました。今年度は，３年次のみが単位制で３学級，１・２学年が学年制で各２学級です。仙南地区で
は数少ない全日制普通科高校の一つです。
本校では，様々な教育活動に取り組んでいますが，主な３つの柱は次のとおりです。
１ 個に応じた教育の推進
□ 学び直しによる基礎学力の向上（ＴＴ・習熟度授業，ＩＣＴの利活用）
□ 進学希望者への個別的な支援の充実
□ 特別支援教育の充実
２ ボランティア活動の充実
□ おもいやり・奉仕の精神の醸成
□ 自己肯定感，有用感の醸成
□ 規範意識の向上
３ 地域に貢献できる人材の育成
□ ざおうあすなろプロジェクト（ＺＡＰ）の推進
□ 介護職員初任者研修の推進
特にＺＡＰは，蔵王町を教材として課題解決型の学習を行いつつ，進路意識を高めて地域社会に貢献できる人材を３年間か
けて育成するプログラムです。今年は，１・２学年で取り組みます。
蔵王高校は，一人一人の生徒を大切にする教育を通じて，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
教務企画部長：大越 貞人 生徒支援部長：加藤 浩志
進路キャリア形成部長：菊地 克仁 防災主任：西郡 利一
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 北松 茂
２学年主任 門脇 美雪
３年次主任
遠藤 道夫
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 矢木 リサ 加藤 浩志
１組担 藤原 匡
加藤 雪彦
１組担 野田 ともみ 大越 貞人
副 多田 裕行 岸部 春香
副 伊藤 予里子 西郡 利一
副 佐藤 葵
市川ゆかり
２組担 豊島 健弘
２組担 髙橋 梨奈
２組担 山内 英範
副 小川 初美
副 本郷 栄大
副 髙橋 幸乃
３組担 星
英子
３ 部活動顧問
副 菊地 克仁
◎運動部
バスケットボール（男女）
：加藤浩・西郡
卓球（男女）
：菊地仁・藤原
テニス（男女）
：佐藤葵・北松
バドミントン（男女）
：豊島・小川 陸上競技：野田・門脇美 野球：山内・多田 バレーボール（愛）
：本郷・遠藤
◎文化部
自然科学：市川・本郷
美術：伊藤
手芸：星
ＪＲＣ：髙橋梨・岸部
コンピュータ：大越
茶道：矢木・伊藤
華道：髙橋幸
音楽：多田・小川 ゲートボール：遠藤・本郷 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。
４月１０日（月）に、午前中に新任式と始業式、午後に入学式を挙行しました。
始業式の吉野校長先生の式辞では、本校の校訓、自立・創造・友愛の意味をお
話していただきました。先輩としてこの校訓を新入生に伝え、残された学校生活
にしっかりと取り組んで欲しいと話されました。さらに、相田みつをさんの詩「い
のちの根」を紹介し、一人ひとりが思いどおりならないことがあること、相手の
気持ちを考えて行動することの大切さを話されました。
午後の入学式では、県議会議員様、蔵王町各課長様、本校今村幸栄ＰＴＡ会長
様はじめ多くの御来賓の方々と新入生保護者の皆様の御参加をいただき盛大かつ温かい雰囲気で入学式が挙行されました。新
入生を代表して、相澤寿仁さんがこれからの高校生活に向けての期待や希望を込めて大変すばらしい宣誓を行いました。６３
名の１年生の皆さん、早く高校生活に慣れて、学習に部活動に一生懸命に取り組んでください。

平成２８年度進路状況
進

学

先

私 立 大 学
私 立 短 大
高等看護学校
専門学校等

就 職 先
民

間

公 務 員

＜昨年に続いて看護専門学校１名が突破！！＞
５名
６名
１名
１１名

仙台大学／尚絅学院大学／福島学院大学
福島学院短期大学部／東北生活文化大学短期大学／東北工科短期大学
福島看護専門学校
東日本航空専門学校／国際観光専門学校熱海校／仙台 YMCA 国際ホテル専門学校／仙台工科
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／日本デザイナー芸術学院仙台校／東北電子専門学校／

＜就職率１００％達成＞
３４名

２名

（株）グリーングリーン／（株）銀河警備保障／社団福祉法人不忘会／医療法人仁泉会大泉祈
念病院／（株）バルビバービ／（株）伊藤チェーン／クラウンパッケージ仙台事業所／（株）
蔵王高原フーズ／社団福祉法人桃寿会／東北乳運（株）白石営業所／（株）アオキ／（株）ピ
ュアスポーツ／アートコーポレーション（株）／扇屋商事（株）／高仙工業／真味会／（株）
光明者社製作所蔵王工場／（株）ミヤギタノイ／ミドリテクノパーク／（株）PALTAC 東北支
社／（株）セーフティステップ仙台営業所／仙台ヨーコ－（株）／宮城丸高（株）／白石ポリ
テックス工業（株）／ザオ－電子（株）／佐川急便（株）／（有）高南電設 大河原営業所
自衛隊

※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。

