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 県立高校の旬な情報を毎月お届けします。各高校の魅力的な取組の情報が満載です。中学生の皆さんの進

路選択にぜひご活用ください。 

 マナーアップ通信，部活動やボランティア活動などの各学校の特色ある取組，学校紹介，コラム，お知ら

せなどをお伝えします。 

１ マナーアップ通信  

 （１）角田高校 

 （２）名取北高校 

 （３）登米高校 

 （４）仙台東高校 

 （５）鹿島台商業高校   

 

２ 特色ある取組 

 （１）名取高校 

 （２）宮城第一高校 

 （３）加美農業高校 

 （４）涌谷高校 

   （５）小牛田農林高校 

 （６）石巻工業高校 

 （７）気仙沼高校 

 （８）田尻さくら高校 

 

3 学校紹介 

   （１）柴田高校 

   （２）古川高校    

 （３）岩ケ崎高校 

 （４）迫桜高校 

    

４ コラム 

    第二工業高校 

 

５ お知らせ 

    美田園高校 

１１月号の目次 

１ マナーアップ通信 

（１）角田高校  

   ＜角田小学校・角田中学校・角田高校合同の朝の挨拶運動＞ 

 １０月１２日に襲来した台風１９号の被害に遭われた皆様に心よ

りお見舞い申し上げます。床上浸水などにより，いまだに日常生活に

支障を来している状態が続いているところもあります。本校も３日

間臨時休業としましたが，その間に生徒達は自分の居住地を中心に

片付けなどのボランティアを実施して，地域住民の方より感謝の言

葉が多数寄せられました。阿武隈急行の再開の見通しも立たず，まだ

まだ復旧には時間がかかるようですが，みんなで協力して早く日常

生活に復帰できるように努力していきたいと思います。 

 毎月１日と１５日に角田小・角田中・角田高の児童会・生徒会合同

で行っていた朝の挨拶運動も１１月１日に１か月ぶりに再開しまし

た。朝の寒さも身に染みるようになってきている中，児童・生徒たち

は元気に挨拶していました。合同の挨拶運動は７時４５分から８時までで終了しましたが，角田高校生はその後，

高校の校門前で８時２５分まで引き続き挨拶運動を行いました。地域の皆様も子どもたちの元気な挨拶で，暗い気

分を吹き飛ばして元気に前進していただきたいと思います。     

 
 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://kakuko.myswan.ed.jp/   
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 宮城県名取北高等学校の生活委員は, １０月３１日（木）にJＲ名

取駅で行われた「秋のマナーアップキャンペーン」にＰＴＡの役員

の方々と一緒に参加しました。当日は乗車マナーについて印刷され

たティッシュを高校生らしい元気な挨拶とともに配り, 乗車マナー

の向上を呼びかけました。また, ティッシュを配るだけでなく駅構

内でのアナウンスにも取り組み, 多くの方に乗車に関しての大切な

マナーをお伝えすることができました。このキャンペーンに参加し

たことや参加している姿を見た多くの方々が乗車のマナーについて

考える機会となり, マナーアップに大きく貢献できたと感じていま

す。今後も名取北高校はマナーアップに全力で取り組んで参りま

す。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://natorikita.myswan.ed.jp/  

（３）登米高校 ＜校内美化コンクールの実施＞  

登米高校の生活委員会では，昨年度から校内美化コンクールを行っています。 

本校生徒会では，マナーアップ運動の一環でｔｏ ｍｅ運動と称して，「挨

拶・清掃・身だしなみ」の３つを重点目標に取り組んでいます。生活委員か

ら「校舎をきれいにしたい」，「清掃に力を入れたい」という意見が上が

り，ｔｏ ｍｅ運動の「清掃」について力を入れて取り組むためにコンクール

を行うことにしました。 

コンクールは，清掃分担区を普通教室部門，トイレ部門，廊下・階段・通

路部門，特別教室部門の４つの部門に分け，毎月月末に部門ごとに審査を行

います。審査は，生活委員が審査基準に基づいて行い，清掃状況を点数化し

て順位を出します。 

全分担区が満点になるように生徒と教職員が協力してそれぞれの分担区の

清掃に取り組んでいます。 

   

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://tome-h.myswan.ed.jp/  

（２）名取北高校  

   ＜名取北高校 ＪＲ名取駅での乗車マナーアップキャンペーン＞  
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 本校は，県内に５校ある商業専門高校の１つであり，大崎市唯一の商業高校

として，実社会で幅広く活躍できる人材の育成を目指し，基本的な生活習慣の

確立を大切にしている学校です。「『チーム鹿商』の一員として学習と部活動

に励み，マナーとキャリアを身に付け，誇りを持って地域とともに歩む」とい

うスローガンを掲げ，専門教科の学習や各種行事，部活動などを通した学習に

加え，外部の企業や専門機関などと連携することにより生きた学習を実践して

います。主な取組として，生徒会あいさつ運動や全校クリーンキャンペーン，

「互市」や「デリシャストマト祭り」などの地域行事，ビジネスマナー実技講

習会などを実施しマナーアップを図っています。 

 

（１）マナーアップ目標  

  普段の学校生活において，マナーアップを意識した行動が取れるように，  

 毎月マナーアップ目標と重点項目を決めています。全校生徒がマナーアッ 

 プを心がけた行動が取れるように，学校全体で取り組んでいます。 

 

（２）生徒会あいさつ運動  

  生徒会役員が分担して，毎週金曜日に校門前で実施しています。年に数回  

 は，ＰＴＡ役員の方々と一緒にあいさつ運動を実施しています。コミュニ    

 ケーションの基本である挨拶が違和感なく自然にできるよう，生徒会役員を 

 中心に率先して声掛けを行っています。 

 

（３）地域行事への参加  

  鹿島台地区で毎年４月・１１月に行われる「互市」での販売実習や６月に  

 行われる「デリシャストマト祭り」などの地域行事に積極的に参加し，実践 

 的な学習を通して，マナーを身に付ける取組を行っています。  

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://kasimadai-ch.myswan.ed.jp/  

（４）仙台東高校 ＜マナーアップセミナー＞  

仙台東高では，令和元年１０月３日に第３学年を対象にマナー

アップセミナーを行いました。福島学院大学元学長の小松由美氏

をお招きし「魅力的な大人になるために」という演題で，制服の

着こなし・身だしなみ・挨拶・礼儀の大切さなどについて講話を

していただきました。明るく，元気に相手の目を見てコミュニ

ケーションを取ることの大切さ，前を向いて自分から進んで挨拶

をするとプラスのオーラを出すことができること，声の調子につ

いて少し語尾を上げると印象が良くなることなど，心に残る多く

のメッセージを頂きました。    

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

      https://higasi-h.myswan.ed.jp/  

（５）鹿島台商業高校 ＜本校のマナーアップの取組について＞  



（１）名取高校 ＜テーブルマナーを学び楽しみながら会食を＞ 
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 本校の家政科３年生食物系列選択者が１０月２５日（金）に東京第一

ホテル岩沼リゾートにて，テーブルマナーの基本を学びながら，西洋料

理のフルコースを会食しました。 

 初めてフルコースを食べた生徒も多く，食事の作法やナプキンの使

い方，カトラリーの種類と用途など講師の先生の話に真剣に耳を傾け

ながら，おいしくお料理をいただきました。 

 また，生徒の中には卒業までに食物調理技術検定１級取得を目標と

している生徒もいるので，検定の献立作成に役立てようと，どんな食材

を使用しているのか，色彩のバランス，美しい盛り付けなど，一品一品

をじっくり観察する様子も見られました。後半には，講師の先生に積極

的に質問をする場面もあり，食に関する関心の高さを感じました。 

 一人ひとりが真剣に学び，美味しいお料理に大満足なひとときとなりました。この経験をこれからの学習や生活

に是非生かしたいと思います。 

  
 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://natori-h.myswan.ed.jp/      

宮城一高理数科では，普通科に比べ数学・理科の単位数が多く，少人数授

業も取り入れるなどして質の高い学習を行っています。さらに自然科学に対

する視野を広げる特色ある行事も多く，生徒の学習意欲を高め進路意識の向

上にもつながっています。５月には，２年生を対象とした「ミヤイチ☆キャ

ンパスⅡ」と題して，大学で専門的な研究をしている先生による出前講義を

行いました。情報工学分野では“ＡＩ研究の第一人者”である東北大学情報

科学研究科の乾健太郎先生から，最先端の人工知能研究について，生命科学

分野では同じく生命科学研究科の小金澤雅之先生から，「神経生物学入門」

と題して動物の神経回路の機能と行動発現との関係について，それぞれ実に

興味深い講義をお聞きしました。１０月には１，２年次の「施設見学会」を

行い，県内で高度な研究を行っている研究施設を訪問し，実際に研究機器に

触れたり研究者の方のお話を聞いたりしました。今後も「理数科講演会」

（１２月）・「プロフェッショナルトーク＠理数科」（１月）など，科学へ

の関心を高める体験型の行事が盛りだくさんです。このような理数科の特色

ある学習活動については本校のホームページでも紹介していますのでぜひご

覧ください。  

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://miyaichi.myswan.ed.jp/  

 

               

２ 特色ある取組 

（２）宮城第一高校 ＜「魅力ある理数科」をめざして＞ 
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 本校では，農業教育を通して，「命の大切さ」や「食のありが

たさ」を学んでいます。１１月１日（金）・２日（土）には，日

頃の学習活動や文化活動，特別活動の発表を行う加美農祭が開催

されました。 

 加美農祭では，農業科・農業機械科・生活技術科の各科が学習

の成果を展示発表したほか，吹奏楽部の演奏，３年音楽選択クラ

スによる合唱，さらに生徒による意見発表などが行われました。

また，心を込めて栽培したリンゴやメロン，米や花，加美農名物

のネギなど，様々な農作物を地域の方々に販売しました。販売前

から長蛇の列ができるほどの大盛況でした。そして，各クラスや

ＰＴＡ等の模擬店では，特製塩ちゃんこやチヂミ，キムチ鍋など，本校の農作物を使った食品バザーも行われ，

農業高校ならではのバラエティに富んだ美味しい食べ物が並びました。 

 実行委員が中心となって工夫を凝らしたステージ発表も大いに盛り上がり，生徒たちの楽しい思い出になった

とともに，多くの来場者にも楽しんでいただくことができました。 

 加美農祭を通して，喜びや感動を共有し，仲間との絆も更に深まりました。  

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://kamino-h.myswan.ed.jp/   

（４）涌谷高校 ＜恒例のマラソン大会開催！＞ 

涌谷高校では，例年１０月にマラソン大会が開催されています。

今年度は，１０月１１日（金）に開催されました。昨年度は，晴天

に恵まれ，秋晴れの下での開催でしたが，今年度は台風１９号の影

響で，雨の間隙を縫ってのスタートとなりました。生徒たちはみな

奮闘し，男子は８㎞，女子は４．５㎞を完走しました。 

本校のマラソン大会の特徴は，ＰＴＡによる，全校生徒への豚汁

の提供があることです。今年度は，４０名の保護者が豚汁作りに参

加し，６個の大鍋に支部ごとに味の異なる豚汁が用意されました。

完走した生徒たちは，体育館の中でおいしい豚汁と各自が用意した

おにぎりを食べて，冷えた身体を暖めていました。 

このマラソン大会でのＰＴＡによる豚汁の提供は，１０年以上も

続いている本校独特の恒例行事となっています。 

 

＜学校のホームページはこちらです＞ https://wakuya-h.myswan.ed.jp/  

（３）加美農業高校 ＜加美農祭のご紹介＞  
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 １０月１１日，２年生の就職希望者が，古川総合体育館で行われた大崎産業フェア２０１９を見学してきまし

た。主に製造業を希望する生徒が参加しました。本校の就職先は大崎管内の製造業への就業が多くを占めます。

今回のイベントには管内企業が多く参加し，その中には本校卒業生の就業先も多くありました。 

 生徒は各企業のブースを回り，どんな製品が製造されているのか，身近にあるものはどれかなど，地域のもの

づくり企業に興味津々で積極的に質問をしている姿が見られました。今後の進路決定に役立つ一日になりまし

た。 

 

＜生徒の感想＞ 

 私は先日，今後の進路決定に役立つのではと思い産業フェアに参加しました。会場に行ってみるとたくさんの

企業で賑わっていました。知らない企業や製品もあり，就職するならばさらに企業について調べたり，求人票な

どを細かく見なければならないと感じました。参加して興味が湧き，とても良い体験をさせていただきました。

ここで思ったことや体験して学んだことを，今後に活かしていきたいと思いました。  総合学科 相馬 詩桜 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://kogotanourin.myswan.ed.jp/ 

（５）小牛田農林高校 ＜大崎産業フェア２０１９＞ 

 図書委員会は，石巻市立貞山小学校において，児童に対して絵本や紙芝居

の読み聞かせボランティア活動を行っています。図書委員以外の有志も参加

することができます。これは毎年行われている恒例行事で，５～１月の期間

に，月に一度のペースで行うものです。１～６年生それぞれの教室で行われ，

各学年に年間で３回出向き，読み聞かせ活動を行っています。 

 図書委員は，読み聞かせ活動が行われる一週間前から何度も練習を重ね，

本番を迎えます。練習や本番を繰り返していくうちに，上手に読み聞かせを

することができるようになり，それにつれて児童の反応も良くなっているこ

とを実感することができ，図書委員の活動への意欲が芽生えていきます。中

には，卒業後の進路で保育系の道を目指す生徒もいます。 

 普段は運動部で活躍をしている体格のよい男子生徒が，児童に優しく読み

聞かせをしている様子なども見られ，生徒一人一人が真剣に取り組んでいま

す。 

 児童の和らいだ表情や，絵本や紙芝居を楽しんでくれている姿に接するこ

とができるため，この活動は図書委員にとって有意義な時間となっていま

す。    

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

      https://ishiko.myswan.ed.jp/  

（６）石巻工業高校 ＜図書委員による読み聞かせボランティア活動＞ 



（７）気仙沼高校 ＜海を素材としたグローバルリテラシー育成＞ 

 本校は気仙沼西高校との統合から２年目となり，「新生」気仙沼高校として着

実な歩みを進めています。ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）指定も４

年目を迎え，課題研究活動を中心とした思考力，コミュニケーション力，多様

性・協働性・行動力を育成するプログラムも熟成されたものになっています。今

年度３回目となる台湾研修は，これまでの９月から１２月上旬に実施時期を変更

し，２年生創造類型全員が参加することになり，成功大学や国立台南高級海事水

産職業学校を訪問し，フィールドワーク，互いの研究活動の発表，施設見学など

を行う予定です。 

 これからも，地域連携と国際交流を中心とした活動により，社会貢献意欲の向

上を図り「飛翔の翼 世界へ！」のスローガンのもと，グローバル視野を広げ，

スケールの大きな復興の担い手を育成していきます。 

  

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

      https://kesennuma-h.myswan.ed.jp/  
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（８）田尻さくら高校  ＜さくら高祭＞ 

多くの学校で開催している学校祭ですが，本校においては秋も深まる１０

月中旬に毎年開催しています。今年度は１０月１８日（金），１９日（土）

に開催しました。今回は，田尻さくら高校ならではの学校祭の様子を紹介し

たいと思います。 

本校では，「さくら高祭」の名称で開催していますが，１８日（金）の校

内発表では開会に先立ち，本校独自の授業である「声とからだのレッスン」

で学んでいる生徒たちの演劇が発表されました。それを皮切りにさまざまな

企画が披露されました。１９日（土）の一般公開では，あいにくの雨にもか

かわらず，たくさんの一般の方にお越しいただきました。今年も，昨年に引

き続きドレスのショーパレードを行いました。「ファッション造形基礎」を

学んでいる生徒たちが，自分たちが作成したドレスを纏い，校内の廊下をラ

ンウェイとして歩き，希望者と記念撮影なども行いました。 

今年度は，昨年度を上回る一般の方が来校され，学校全体で盛り上がるこ

とができました。  

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

      https://tajiri-hs.myswan.ed.jp/  

  

  

昨年度台湾研修の様子 

課題研究発表会 

１８日（１日目） 

１９日（２日目） 



（１）柴田高校 ＜運動の秋 芸術の秋 校内外で大活躍＞ 
●校内体育大会 

 １０月１１日，１２日に体育大会を開催しました。初日は，徒競走

や騎馬戦，綱引きなどの運動会種目を，二日目は，球技大会を実施し

ました。球技大会では，バスケットボールやバレーボールでハイレベ

ルの熱戦が繰り広げられました。運動会種目でも「インターハイ出場

実人数４３名は伊達じゃない」と実感できる俊足のリレーが見られま

した。右写真は盛り上がりを見せた綱引きの様子です。綱引き優勝は

教職員チームを下した３年４組（体育科）で，３連覇となりました。 

 

●芸術鑑賞会 

 １０月２３日，芸術鑑賞会を大河原町えずこホールにて行いまし

た。本校の芸術鑑賞会では，古典芸能・演劇・音楽の３つの分野を毎

年順番に鑑賞しています。今年は音楽の年で，「SON REINAS」とい

うグループのサルサ音楽を鑑賞・体験しました。音が出た瞬間に圧倒

されるサウンド，ラテン系のリズムに気持ちが高揚し，会場全体でダ

ンスする一幕もあり大変盛り上がりました。日頃の疲れが癒され，明

日への活力が満たされる1日となりました。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

      https://sibata.myswan.ed.jp/  
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 （２）古川高校  

 ＜芸術鑑賞会 「古楽器を用いたバロック・アンサンブルの演奏会」＞ 

 古川高校では毎年１０月に芸術鑑賞会を催しています。今年は

「古川高校鑑賞教室コンサート」として古楽器を用いたバロック・

アンサンブルの演奏会を鑑賞しました。バロック期を代表するJ.S.

バッハの音楽を取り上げ，現代の楽器ではなくあえて当時の「不便

な」様式の古楽器を使う意義の説明をいただきながら，すてきな音

色に耳を傾け，当時の音楽を楽しむ貴重な機会となりました。以下

に感想をまとめましたのでご覧ください。 

 

【生徒の感想より】 

・今回の芸術鑑賞会はとにかくすごかった。６種類の楽器を７人    

の素晴らしい演奏者の方々が演奏する姿に，終わりまで目が釘付  

けだった。特に興味を持ったのはバロックヴァイオリンだった。２

人の演奏者が使っていたが，それぞれタイミングや音色に違いをつ

けているところがあった。本当に参加できてよかった。 

・この鑑賞会を通して，あらためて音楽は「聞くもの」ではなく，

「聴くもの」なのだと感じた。理由は，音を耳で感じ取り，心を動

かされたと思ったからだ。日々聴いている音楽も，もう一度静かに

じっくり聴き，作曲者の想いを少しでも感じ取りたいと思った。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://furuko.myswan.ed.jp/  

３ 学校紹介 



（３）岩ケ崎高校 ＜地域とともに ～くりはらの風に育まれ～＞ 

 毎年，本校では①～④のように地域とともに生徒の健全育成のための取組を進めています。 

 

 ① 総合的な学習（探究）の時間では，「くりはら市役所岩高支所」と称し，栗原市役所企画部の方から，地域 

  の課題を提示していただき，グループに分かれて課題解決に取り組んでいます。 

 ② 休日，長期休業などに小学校・保育園・老人ホームなどを訪問して，学習支援や慰問などのボランティア 

  活動をしています。 

 ③ 地元行事にも積極的に参加しており，今年も７月には，「くりこま山車まつり」に，手踊りや山車の担ぎ手  

  として参加しました。 

 ④ １２月には「くりこまイルミネーション」でのモニュメントづくりに参加しています。昨年度は３カ月か 

  けてイルミネーションツリーを作成し，栗駒の夜を彩りました（写真）。今年はさらに壮大なモニュメントを 

  準備しています。 

 

 岩ケ崎高校は，落ち着いた環境の中，地域課題を深く探究しながら，生徒一人一人が，地域の中で輝くことが

できる活動に取り組んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://iwagasakikou.myswan.ed.jp/  
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（４）迫桜高校 ＜サツマイモ掘り体験＞ 

 本校アグリビジネス系列のイベントの一つでもあるサツマイモ掘

り体験が１０月３日に行われました。 

 ２，３年次のアグリビジネス系列の生徒が，本校農場において，

近隣の若柳小学校１年生の元気な子どもたち９３名と，農業体験の

交流を行いました。これは，農業作物と触れ合うことで地域の子ど

もたちに食の大切さや植物のすばらしさを知ってもらうと同時に，

世代間の交流を通して生徒のコミュニケーション能力や社会性を育

てることを目的としています。サツマイモ掘り，農業に関するクイ

ズ，農業機械の乗車体験などを行いました。生徒たちの工夫が随所

に見られ，子どもたちの歓声があちらこちらで響き渡る楽しい時間

となりました。終了後は，用意していた焼き芋を小学生にごちそう

しました。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://hakuou.myswan.ed.jp/  

  

イルミネーションツリー制作（昨年度） 
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 第二工業高校 ＜夜間定時制高校の学校生活＞  

    本校は電子機械科と電気科の２学科から成る夜間定時制工業高校です。全日制の高校と異なる点は，授業時

間帯が全く違うということです。午後５時の給食から学校が始まり，午後８時４５分まで４時間授業になりま

す。 

 本校の給食は生徒と教員に大変好評で，調理員の方が毎日温かくお

いしい給食を作ってくださいます。人気メニューはカレーやカツ丼，

ラーメンなどで，お代わりも有り皆残さず食べています。 

 在籍生徒数は１クラスが３～１０名になっており，机と机の間が広

く取れ，いわゆる「自分の居場所」を持てると感じているようです。

授業も先生が一人ひとりの理解度を確認しながら，ゆっくりと丁寧に

進めます。半数以上の生徒が昼間の仕事（アルバイト）に励んでお

り，校歌の歌詞にあるように，「晝（ひる）の勤務（つとめ）の 疲

れはいづこ 川音遠く 彼方へ流れ」る中で，充実した学校生活を

送っています。 

  

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://m2k.myswan.ed.jp/  

 令和2年度一期入学に向けた学校説明会を下記の日程で実施します。

通信制の学習の進め方は，全日制・定時制とは全く異なります。入学す

る前にその通信制のシステムを理解しておくことが学習継続と卒業につ

ながります。進路の選択肢のひとつとして美田園高校を考えていらっ

しゃる方は，ぜひとも学校説明会にご参加ください。 

 

日 時： 令和２年１月１９日（日） 

     午後１時受付開始  午後１時２０分開会 

対 象： 本校への入学を希望している方と保護者の皆様， 

     及び中学校・高校の先生方 

会 場： まなウェルみやぎ ３階 第１・２研修室（大研修室） 

諸連絡： 〇事前の申し込みは不要です。直接，会場にお越しください。 

     〇公共交通機関をご利用願います（近隣には有料駐車場があります）。    

  

 ＜学校のホームページはこちらです＞ https://mitazono.myswan.ed.jp/  

 美田園高校  

 ＜学校説明会（令和２年1月１９日（日）開催予定）のご案内＞  

４ コラム 

５ お知らせ 


