
教育庁関連情報一覧（平成２９年９月２日～平成２９年１０月１１日）

１

「算数チャレンジ大会（算チャレ）２０１７」（本戦）を開催しました。

（担当課：義務教育課）

児童の算数への興味・関心を高め，学力向上を図る一環として，「算数チャレンジ大会（算チャレ）

２０１７」（本戦）を開催しました。

【概 要】
□ 期 日 平成２９年９月１０日（日）

９：００から１２：３０まで

□ 場 所 宮城県行政庁舎２階講堂

□ 参加チーム数・児童数

予選を通過した３２チーム ９６名

（１チーム：３人一組）

□ 結 果

１位 大河原町立大河原小学校(無敵･やる気･元気チーム)

２位 利府町立利府小学校(SUN)

３位 角田市立角田小学校(MIKAT（みかた）)

〃 名取市立増田小学校(3GIRLS)

〃 名取市立ゆりが丘小学校(伝説の神)

２

「第１回全国高校生花生けバトル」で優勝した，柴田農林高等学校の生徒及び関係者が

知事及び教育長を表敬訪問しました。 （担当課：高校教育課）

東北代表として出場した柴田農林高校の生徒及び関係者が優勝報告のため，知事及び教育長

を表敬訪問しました。

【概 要】

［知事表敬］

□ 期 日 平成２９年９月１１日（月）

１５：００から１５：１５まで

□ 場 所 宮城県行政庁舎４階知事室

［教育長表敬］

□ 期 日 平成２９年９月１１日（月）

１５：２０から１５：３５まで

□ 場 所 宮城県行政庁舎１６階教育長室

■第１回全国高校生花生けバトル

日 時 平成２９年８月１９日（土）～２０日（日）

開催地 香川県高松市

資料配布（１）



３

「第１５回全日本女子軟式野球学生選手権大会」で優勝した，宮城デイジーズの選手及び

関係者が，知事を表敬訪問しました。 （担当課：スポーツ健康課）

東北代表として出場した宮城デイジーズの選手及び関係者が優勝報告のため，知事を表敬訪問

しました。

【概 要】
□ 期 日 平成２９年９月１２日（火）

１５：４５から１６：００まで

□ 場 所 宮城県行政庁舎４階庁議室

４

利府支援学校塩釜校の開校式を開催しました。

（担当課：特別支援教育室）

塩竈市立第二小学校の余裕教室を活用し，平成29年4月に4人の新1年生を迎えて開校した，

利府支援学校塩釜校において，開校式を開催しました。

【概 要】

□ 期 日 平成２９年１０月３日（火）

□ 場 所 塩竈市立第二小学校体育館

□ 内 容

開校式の後，第二小学校との対面式が行われ，第二小学校 6年生による歓迎の合唱や，第二小学校と塩釜校

合同での演技が披露されました。

■第１５回全日本女子軟式野球学生選手権大会

日 時 平成２９年８月５日（土）～７日（月）

開催地 東京都江戸川区球場ほか

結 果 優勝



５

みやぎ総文２０１７の各部門で優秀賞等を受賞した生徒及び関係者が教育長を表敬訪問し

ました。 （担当課：全国総合文化祭推進室）

第４１回全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文２０１７）に宮城県代表として参加した生徒のう

ち，優秀賞等を受賞した生徒及び学校関係者がその報告のため教育長を表敬訪問しました。

【概 要】

□ 期 日 平成２９年９月２８日（木）

１６時から１６時３０分まで

□ 場 所 県庁行政庁舎４階特別会議室

□ 訪問者 宮城県高等学校文化連盟伊東会長

みやぎ総文 2017 受賞者及び学校関係者３７名

□ 内 容

◇訪問者代表挨拶

◇受賞生徒から大会出場の報告 他

受賞者一覧

［ ］：部門

［演劇］ 優秀賞：名取北高等学校

［日本音楽］文化庁長官賞：佐沼高等学校

［ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ］

講評者特別賞：仙台東高等学校

［書道］ 特別賞：涌谷高等学校

特別賞：泉高等学校

［写真］ 優秀賞：白石工業高等学校

優秀賞：仙台市立仙台工業高等学校

［放送］ 優秀賞：仙台白百合学園高等学校

［将棋］ 第５位：仙台第一高等学校

［弁論］ 優秀賞：古川高等学校

［自然科学］優秀賞：仙台西高等学校



６

平成２９年度『みやぎ高校生 秋のマナーアップ・キャンペーン』を実施しました。

（担当課：高校教育課）

ＪＲ東日本，仙台市交通局，宮城交通等の公共交通機関等と連携し，高校生が通学等で利用

する駅や車内での乗車マナーの向上を図ることを目的としたキャンペーンのオープニングセレモニー

及び呼びかけ運動を実施しました。

【概 要】

□ 期 日 平成２９年１０月４日（水）

７時３０分から８時１０分まで

□ 場 所 ＪＲ仙台駅構内２階ステンドグラス前他

□ 参加者 仙台市内の県立高校５校・私立高校５校

計１０校の代表生徒

□ 内 容

◇オープニングセレモニー

◇ティッシュを配布しながらのマナーアップ呼びかけ

（仙台二華高校放送部の生徒による駅構内放送）

［オープニングセレモニー］

◇秋のマナーアップ・キャンペーン

期間：１０月４日（水）から１０月１９日（木）まで

県内の各ＪＲの駅（２７駅）でキャンペーンを実施予定

参加学校数：４８校



７

「交通遺児等教育手当」への寄附が行われました。

（担当課：スポーツ健康課）

アトミクス株式会社様から交通事故等により親を亡くした子どもたちへの支援として，県への寄附が

行われました。

【概 要】

□ 期 日 平成２９年１０月１１日（水）

１３時から１３時１５分まで

□ 場 所 県庁行政庁舎１６階教育長室

□ 来訪者 （敬称略）

アトミクス株式会社 代表取締役 神保 敏和

〃 渡邉 達夫

〃 佐藤 貴穂

□ 寄附額 金３０万円

◇交通遺児等教育手当

交通事故及び海難事故による遺児を養育する世帯を支援

するため，昭和４９年に制定された教育手当（遺児一人につ

き月額 3,000 円を支給，寄附が多く寄せられた場合は一時金

を支給）。

平成２９年９月３０日現在，３８世帯５１名が受給。

寄附金は継続的に受入している。







H29.3月末 H29.7月末 H29.8月末 H29.9月末 前年同月
増減

(当月－前年同月）

99.0% － － 51.2% 46.4% 4.8%

99.0% － － 52.9% 48.5% 4.4%

98.9% － － 48.8% 43.8% 5.0%

99.2% － － － － －

内訳

卒業者 19,979 19,912 19,870 19,853 20,112 -259

進学希望者 14,989 14,895 14,858 14,886 14,972 -86

臨時的仕事希望者 232 27 39 70 41 29

進路未定者 76 142 130 77 158 -81

就職希望者 4,682 4,848 4,843 4,820 4,941 -121

県内 3,800 4,204 4,068 3,950 4,174 -224

県外 882 644 775 870 767 103

職安・学校紹介 4,075 4,020 3,983 3,941 4,037 -96

縁故・自営 230 140 164 186 188 -2

公務員 377 688 696 693 716 -23

就職内定者 4,633 － ー 2,468 2,295 173

県内 3,753 － － 1,890 1,776 114

県外 880 － － 578 519 59

職安・学校紹介 4,038 － － 2,410 2,221 189

縁故・自営 224 － － 58 65 -7

公務員 371 － － 0 9 -9

就職未内定者 49 － － 2,352 2,646 -294

57 － － 3,775 3,933 -158

【概況】 ※（ ）内は前年同月
① 就職内定率 ： ５１．２％（46.4%）

② 進路希望の割合状況： 進 学 ７５．０％（74.4%） 就 職 ２４．３％（24.6%）

② 割合状況 ： 臨時的仕事 ０．４％（ 0.2%） 未 定 ０．４％（ 0.8%）

③ 就職希望者の割合 ： 県 内 ８２．０％（84.5%） 県 外 １８．０％（15.5%）

④ 県内外の内定率 ： 県 内 ４７．８％（42.5%) 県 外 ６６．４％（67.7%）

⑤ 内定者の割合 ： 県 内 ７６．６％（77.4%） 県 外 ２３．４％（22.6%）

⑥ 学科別内定率

⑦地域別内定状況

⑧宮城労働局発表 県内求人倍率（８月末現在）（職安学校紹介のみ，ただし支援学校・通信制含む）

全国平均

平成３０年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（９月末現在）について

内
訳

内
訳

内定率

月間受験者数

男子

女子

２４年３月卒 ２５年３月卒 ２６年３月卒 ２７年３月卒 ２８年３月卒 ２９年３月卒 ３０年３月卒

県内求人数 2,361 4,825 5,943 7,662 8,408 8,985 9,944
県内求職者数 3,134 3,557 3,592 3,572 3,550 3,463 4,024
求人倍率 0.75 1.36 1.65 2.15 2.37 2.59 3.00

学科別内定率 普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 福祉科 その他 総合学科

平成29年度 39.5% 54.3% 70.6% 55.7% 48.9% 38.1% 39.5% 39.5% 49.3%

平成28年度 37.3% 49.6% 67.8% 44.7% 39.0% 43.4% 24.0% 20.0% 45.0%

地域別内定率 仙台 大和 石巻 塩釜 古川 大河原 白石 築館 迫 気仙沼

平成29年度 49.1% 57.6% 42.9% 48.2% 56.2% 53.9% 67.8% 42.8% 65.2% 45.4%

平成28年度 45.1% 51.9% 35.5% 43.1% 53.1% 37.9% 69.0% 49.0% 52.8% 48.7%

資料配布（４）



平成２９年度学校の校庭等における空間放射線量率測定結果について

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴って放出された放射性物質による県内の学校等への影響に

ついては，平成２５年度までの測定により，空間放射線量率０．２３μ㏜/h※以上の施設がなくなったこ

とを確認していますが，その後の状況を確認するため，昨年度に引き続き同様の測定を行ったところ，

０．２３μ㏜/h 以上の施設はみられませんでした（５年連続）。なお，測定の概要については，下記のと

おりです。

※0.23μ㏜/h：年間の追加被ばく線量１m㏜に相当する１時間当たりの空間放射線量率，除染を実施する目安。 

記

１ 測 定 期 間 平成２９年６月から８月までの間

２ 測 定 施 設 県内各市町村の幼稚園，小・中学校，高等学校及び保育所等の１，３９７施設を

測定したもの。

＜内訳＞ 測定実施施設数 １，３９７施設

うち 幼稚園 １３６施設

小学校 ３５７施設

中学校 １８２施設

高等学校 ９０施設

中等教育学校 １施設

特別支援学校 ２４施設

保育所等 ５８２施設

その他 ２５施設

３ 測 定 方 法 原則として，幼稚園，小学校，保育所及び特別支援学校は地上高０．５ｍ，それ以

外は地上高１ｍで測定。各学校等の校庭・園庭における５地点の平均を算出した。

４ 測 定 機 器 県が各市町村に配備した放射線測定機器（NaI シンチレーション式サーベイメータ

及び簡易型放射線測定器）のほか，各市町村や施設で独自に整備した測定機器によ

り測定した。

５ 結果の概要  ０.２３μ㏜/h以上の施設はみられなかった。 

最大値は０.１４μ㏜/h，平均値は０.０５μ㏜/hであった。 

詳細は裏面のとおり。

資料配布（５）



結 果

（１） 測定結果

① 昨年度に引き続き，０.２３μ㏜/h 以上の施設はみられなかった。 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５～２９年度※

０.２３μ㏜/h 

以上の施設数

１６４施設

（１０.１％）

２９施設

（１.８％）

０施設

（０％）

※平成 25 年度以降も毎年度測定し，全ての施設で 0.23μ㏜/h を下回った。 

② 最大値は０.１４μ㏜/h，平均値は０.０５μ㏜/h であり，昨年度と同程度であった。

天候等の測定条件や測定位置によって，測定結果が変動することから，昨年度に比べ，

最大値がやや高い値となったが，除染実施の目安に比べると，十分に低い値となって

いる。

▲ 空間放射線量率の推移

（２）そ の 他 ・市町村ごとの平均値等は別紙のとおり

・各学校等の測定結果の詳細は，「放射能情報サイトみやぎ」

（http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/school/）で公表予定

＜担当・連絡先＞

放射線等の測定全般に関すること
環境生活部 原子力安全対策課 事故被害対策班
担当 西城 内線２３４０

私立学校に関すること
総務部 私学文書課 私立学校班
担当 後藤 内線２２６８

保育所等に関すること
保健福祉部 子育て支援課 家庭生活支援班
担当 相澤 内線２６３３

公立学校等に関すること
教育庁 スポーツ健康課 学校安全体育班
担当 石川 内線３６６７



 

 

 

 

 

 

 

 

はばたけ世界へ
 ７月２８日から

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！
 

●総合開会式に参加しました！
 平成２９年７月２８日（金

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

が出席しました。

 

 

 高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

 

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
 厳しい

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

 宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

１５競技５７

 

 

 

 

 

 

 

 【サッカー男子

 

 

 

 

 

 

 

 【フェンシング４位入賞

MIYAGI 

         
問い合わせ先

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

はばたけ世界へ
７月２８日から南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！

総合開会式に参加しました！
平成２９年７月２８日（金

は，選手代表として宮城県利府高等学校の女子ソフトボール部員が入場行進を行い，また高校生活動推進委員会の生徒１０名

出席しました。 

高校生活動推進委員会の生徒たちは，宮城・山形・福島三県

の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
厳しい宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし

ました！それぞれの選手が持てる力を精一杯発揮し，戦い抜く姿は本当に感動的でした。また，チームや，地域が一丸となって選

手たちを応援する姿が各所で見られ，選手たちの頑張りを後押し

宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

１５競技５７種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！

【サッカー男子 東北学院高校】
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はばたけ世界へ 南東北インターハイ特集！
南東北三県で熱戦が繰り広げられた南東北インターハイが８月２０日をもって終了しました。出場した選手のみな

さん，競技運営などに携わったみなさん，本当にお疲れ様でした。今回は，南東北インターハイ特集です！
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の高校生活動紹介ブースの運営や会場入口で山形・福島の生

徒たちと協力しておもてなし活動を行いました。

介のブースには，各学校に御協力いただいた「カウントダウン

絆リレー」の５００日間全ての写真を展示しました。たくさんの来

場者の方々が興味深そうに展示に見入っていました。

●大会では宮城県選手団が大活躍しました！
宮城県予選，東北ブロック予選を勝ち抜き，南東北インターハイへの切符を手にした宮城県選手団が，大会で大活躍をし
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宮城県選手団は陸上競技，ウェイトリフティング競技，カヌー競技の３競技

種目で入賞を果たしました。入賞されたみなさん，本当におめでとうございました！
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手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，

ダンスの披露などがあり，大変見応えがありました。また，選手

退場の際には山形県の高校生たちが花笠踊りでお見送りをし

ました
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手宣誓などのセレモニーの後に公開演技が行われました。公

開演技では，山形県の高校生たちによる和太鼓，ピアノ演奏，
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○宮城県選手団入賞者一覧 

 

競　技 性別 種　目 学　校 氏　名 順　位

男子 1,500m 東北高校 小野　友生 ８位

男子 5,000m 仙台育英学園高校 ピーター・ムワンギ ５位

男子 3,000m障害 仙台育英学園高校 ルカ・ムセンビ 準優勝（大会新記録）

女子 100m 古川黎明高校 佐藤　芹香 ４位

女子 200m 柴田高校 三浦　由奈 ６位

女子 1,500m
優勝
（高校国際記録・大会新記録）

女子 3,000m 優勝

女子 100mハードル 柴田高校 及川　優花 ４位

女子 ハンマー投 古川黎明高校 菊池　美緒 優勝

女子 やり投 古川黎明高校 兵藤　秋穂 ４位

女子 学校対抗（総合） 古川黎明高校 ５位

女子 学校対抗（総合） 仙台育英学園高校 ６位

女子 学校対抗（トラック） 仙台育英学園高校 ３位

女子 学校対抗（フィールド） 古川黎明高校 ３位

バスケットボール 男子 団体 明成高校 準優勝

男子 団体 東北高校 準優勝

男子 個人 東北高校 北野・鈴木 ３位

女子 団体 東北高校 ３位

女子 個人 東北高校 原田（由）・佐藤 ５位

女子 団体 常盤木学園高校 ５位

女子 団体 明成高校 ５位

男子 団体 聖ウルスラ学院英智高校 ５位

男子 シングルス 聖ウルスラ学院英智高校 嶺岸　洸 ３位

男子 ダブルス 聖ウルスラ学院英智高校 日野・嶺岸 ５位

女子 団体 聖ウルスラ学院英智高校 ５位

女子 シングルス 聖ウルスラ学院英智高校 鈴木ゆうき 準優勝

女子 ダブルス 聖ウルスラ学院英智高校 鈴木・岡村 ５位

ボート 男子 舵手つきクォドルプル 佐沼高校 阿部・佐藤（樹）・佐藤（慧）・佐藤（太）・永浦 ５位

登山 女子 団体 宮城第一高校 ８位

男子 スクラッチ 東北高校 高橋　舜 ５位

男子 チーム・スプリント 東北高校 加藤・高橋・菅野 ８位

69kg級トータル 優勝

69kg級スナッチ 優勝（大会新記録）

69kg級クリーン＆ジャーク 優勝

85kg級トータル ６位

85kg級スナッチ ５位

85kg級クリーン＆ジャーク ５位

105kg級トータル ７位

105kg級スナッチ ８位

105kg級クリーン＆ジャーク ７位

+105kg級トータル ５位

+105kg級スナッチ ５位

+105kg級クリーン＆ジャーク ７位

学校対抗 宮城農業高校 ４位

男子 個人　フルーレ 気仙沼高校 村上　拳 ８位

女子 個人　フルーレ 常盤木学園高校 狩野　央梨沙 ４位

男子 学校対抗 仙台城南高校 ５位

男子 スプリントカヤック・ペア(500m) 中新田高校 今野・佐々木（敬） ５位

男子 スプリントカヤック・ペア(200m) 中新田高校 今野・佐々木（敬） 優勝

男子 スプリントカヤック・フォア(500m) 中新田高校 今野・佐々木（敬）・佐々木（誠）・佐藤 優勝

男子 スプリントカヤック・フォア(200m) 中新田高校 今野・佐々木（敬）・佐々木（誠）・佐藤 準優勝

男子 学校対抗 中新田高校 ６位

空手道 男子 個人組手 仙台城南高校 高橋　魁 ５位

なぎなた 女子 団体 仙台育英学園高校 ５位

少林寺拳法 男子 単独演武 東北高校 大原　郁弥 準優勝

女子 200m自由形 ６位

女子 100mバタフライ ６位

【公開競技】

自転車 女子 ポイントレース 東北高校 菅原　ななこ ６位

水泳（飛込） 男子 シンクロ板飛込 泉高校 土田　龍平 ７位

フェンシング

カヌー

水泳（競泳） 東北高校 縄　怜奈

自転車

ウェイトリフティング 男子

宮城農業高校 佐藤　康太郎

柴田高校 佐々木　洋光

宮城農業高校 早坂　淳人

柴田高校 塩見　瑛人

バドミントン

陸上競技

仙台育英学園高校 ヘレン・エカラレ

ソフトテニス

サッカー



●運営補助員が大活躍しました！ 
 大会会場では大会を支えるために県内高校生たちが運営補助員として大活躍しました。競技運営の補助や受付業務，弁当の

配布・回収，駐車場の係りなどそれぞれに与えられた場所で大会を裏から一生懸命に支えました。運営補助員の心を込めた「おも

てなし」が一般の方々の目にとまり，それを読売新聞で取り上げていただいたり，一般の方からの感謝の声が新聞に投稿されまし

た。みなさん本当にお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

    【弓道会場】          【バレーボール女子会場】       【アーチェリー会場】      【少林寺拳法競技会場】 

 

●案内所で「おもてなしの心」でお迎えしました！ 
 JR 仙台駅西口ステンドグラス横に，宮城県白石工業高等学校建築部が制作した総合案内所を７月２８日～８月４日の８日間設

置しました。８日間で総合案内所の利用者は何と３，５００人!!多くの利用者のみなさんを高校生たちが「おもてなしの心」でお迎え

しました。   

 また，JR 仙台駅の他に，JR 利府駅，JR 多賀城駅，JR 気仙沼駅，仙台市営地下鉄泉中央駅にも案内所を設置し，学校サポート

委員会の生徒たちが会場までの案内や観光案内などを行いました。 

【駅案内所運営校】 

仙台駅・・仙台第三高校，仙台三桜高校，仙台西高校，仙台南高校，農業高校，仙台青陵中等教育学校，聖ウルスラ学院英智高校 

利府駅・・利府高校  多賀城駅・・多賀城高校  気仙沼駅・・気仙沼高校，気仙沼西高校  泉中央駅・・富谷高校，仙台商業高校，泉高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●競技会場を花で飾りました！ 
 県内の農業科のある学校で栽培した１，５３０株の花で競技会場を

飾りました。 

 県農業高校，伊具高校，亘理高校，小牛田農林高校，加美農業高

校，本吉響高校，柴田農林高校，南郷高校，登米総合産業高校，迫

桜高校，石巻北高校の１１校にマリーゴールド，サルビア，ベゴニア，

ペチュニアなどの花の栽培をしてもらい，それらをプランターに入れ

て大会会場を飾りました。 

 大会開催期間はなかなか晴れ間が見えませんでしたが，プランタ

ーではおよそ１ヶ月間，色とりどりの花が咲き乱れ，会場を訪れる

方々を華やかにお出迎えしました。 

 毎年インターハイの会場は，たくさんの花で彩られていますが，こ

れは，昭和５２年に岡山県で開催されたインターハイにおいて，花を

通じて心の交流をしようと，地元の高校生がサルビアとマリーゴール

ドの花で会場を飾ったことから始まったものです。また，その花の種

が，「友情の花の種」として，毎年，インターハイ開催地に引き継が

れています。今回の花の種も，来年度のインターハイに引き継がれ，

大会会場で花を咲かせることでしょう。 

JR 仙台駅 

JR 仙台駅 

JR 気仙沼駅 地下鉄泉中央駅 

JR 多賀城駅 JR 利府駅 



●高校生活動制作物を競技会場に展示しました！ 

 学校サポート委員会の県内６支部で制作したモザイクアートとキャップアートを各競技会場に展示しました！ 

 この制作物は，高校生活動の一環として，全国から来場された方々に東日本大震災からの復興の姿と感謝の気持ちを発信する

ために制作したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターハイ上位入賞者が村井知事を表敬訪問しました！ 

 ９月１日（金）に南東北インターハイで優秀な成績を収めた選手のみなさんが，村井知事を表敬訪問しました。 

 カヌー競技，陸上競技などで上位入賞を果たした６校３６名の選手たちが宮城県庁を訪れ，南東北インターハイの結果報告を行

いました。選手の皆さんには，村井知事からお祝いのことばと記念の盾が授与されました。 

【 表敬訪問者 】 

 

 

 

 

  

 【村井知事のお祝いの言葉】   

 

 

 

 

 

  【少林寺拳法大原選手】      【バドミントン鈴木選手】 

学校名 種目及び結果 氏名 

中新田高校 

カヌー（カヤックペア 200m）優勝 今野魁斗・佐々木敬恒 

カヌー（カヤックフォア 500m）優勝 

カヌー（カヤックフォア 200m）準優勝 

今野魁斗・佐々木敬恒 

佐々木誠侑・佐藤千紘 

古川黎明高校 陸上競技（ハンマー投げ）優勝 菊池美緒 

農業高校 ウェイトリフティング（69kg 級）優勝 佐藤康太郎 

明成高校 バスケットボール（男子）準優勝 

相原アレクサンダー学・古川空音・塚本舞生・菱倉崇

人・八村阿蓮・蒔苗真人・田中裕也・木村拓郎・本間紗

斗・川村亮太・村上孝太・ﾊﾞﾌﾞｼｷﾝダニエル 

東北高校 

ソフトテニス（男子団体）準優勝 
水木瑠・福田成海・栗原大起・菊地逸平・北

野亮介・鈴木竜弥・林民生・新沼舜大 

ソフトテニス（男子個人）３位 北野亮介・鈴木竜弥 

ソフトテニス（女子団体）３位 
片野理音・小松芹奈・原田由文・佐藤未来 

矢作舞彩・金綾乃・小林世音・菊地捺央 

少林寺拳法（男子単独演武）準優勝 大原郁哉 

聖ウルスラ学院 

英智高校 

バドミントン（女子シングルス）準優勝 鈴木ゆうき 

バドミントン（男子シングルス）３位 嶺岸 洸 

仙南支部制作 仙塩支部制作 

石巻支部制作 大崎支部制作 

栗原登米支部制作 本吉支部制作 

【大沼県高体連会長の挨拶】 



宮城県図書館企画展「伊達文庫―仙台藩 叡智の礎―」

国指定重要文化財「陸奥国
むつのくに

仙台領
せんだいりょう

元禄
げんろく

国絵図
く に え ず

関係
かんけい

資料
しりょう

」のうち，

『仙台領
せんだいりょう

国
くに

絵図
え ず

』のレプリカを展示します。

現在，宮城県図書館２階展示室では，企画展「伊達文庫―仙台藩 叡智の礎―」を開催しており，平

成２９年９月１５日に官報に掲載され，同日付けで国の重要文化財に指定された「陸奥
む つ の

国
くに

仙台領
せんだいりょう

元禄
げんろく

国
くに

絵図
え ず

関係
かんけい

資料
しりょう

」の一部を展示しています。

この企画展に関連して，平成２９年１１月３日（金）から１１月５日（日）までの３日間，当館２階

ホール養賢堂において，「陸奥国仙台領元禄国絵図関連資料」のうち『仙台
せんだい

領国
りょうくに

絵図
え ず

』（元禄１４年，５

１６×８４１ｃｍ）の原寸大レプリカを特別展示します。この機会に，企画展と合わせて，ぜひご覧く

ださい。

■企画展「伊達文庫―仙台藩 叡智の礎―」

日時 平成２９年７月１日（土）から１１月５日（日）まで（開館日の午前９時から午後５時まで）

場所 宮城県図書館２階 展示室

■『仙台領国絵図』レプリカ特別展示

日時 平成２９年１１月３日（金）から１１月５日（日）まで（午前９時から午後５時まで）

場所 宮城県図書館２階 ホール養賢堂

『仙台領国絵図』元禄１４年（１７０１） ５１６×８４１ｃｍ

資料配布（７）


















