
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月号の目次 

 

 

 

１ マナーアップ 

（１）蔵王高校＜ゴミ拾いと朝の挨拶運動＞ 

 

本校では部活動が中心となって，地域の老人ホームや福祉施設，ある

いは蔵王町の行事等にボランティアとして参加しています。外部の方々

と活動する際には，高校生としてのあるべき姿が問われることになり，

生徒一人一人の日々の取組が映し出されます。今年度は新型コロナウイ

ルスの影響もあり，例年と同じようなマナーアップの取組を行うことは

できませんが，それでも自然科学部によるゴミ拾い活動と，朝の挨拶運

動を行い，意識を高めようと努力しています。文化祭の日にはＰＴＡ合

同の朝の挨拶運動も行いました。 
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 県立高校の旬な情報を毎月お届けします。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

路選択にぜひ御活用ください。 

みやぎハイスクール通信 

  

２ 特色ある取組 

（１）白石高校七ヶ宿校

（２）名取高校 

（３）加美農業高校 

（４）泉高校 

（５）古川工業高校 

（６）迫桜高校 

（７）気仙沼高校 

（８）石巻商業高校 

１ マナーアップ 

（１）蔵王高校 

（２）角田高校 

（３）名取北高校 

（４）登米高校 

４ お知らせ 

（１）涌谷高校 

（２）第二工業高校 

（３）美田園高校 

 

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

３ 学校紹介 

（１）柴田高校 

（２）宮城野高校 

（３）古川高校 

（４）中新田高校 

（５）岩ケ崎高校 

（６）田尻さくら高校 
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（２）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＞  

角田市内の学校では積極的に朝の挨拶運動を行っています。角田小

学校・角田中学校・角田高校の３校は，道路を挟んで隣接していると

いう立地条件を生かして，平成２３年度より各校の児童会・生徒会役

員が合同で朝の挨拶運動を行っています。毎月１日と１５日に朝の７

時４５分から８時まで小中高校生が角田小・中学校前の十字路の３カ

所に立って，登校する児童・生徒への挨拶運動をしています。今年度

は新型コロナウイルス感染症の影響で角田小学校児童会は参加してい

ませんが，角田中学校と角田高校は休校開けの６月から例年どおり実

施しています。今年は天候が荒れることもほとんどなく毎月２回定期

的に実施することができました。１１月２日の挨拶運動では，中学３

年生が引退ということもあり，みんなの前で挨拶を行い，労いの拍手

を送りました。１１月１６日には新しい中学生の生徒会長と副会長が

挨拶をして元気に挨拶運動を行うことができました。いずれ新型コロ

ナウイルス感染症の流行が終息して小学生も以前のように一緒に参加

できることを願ってやみません。 

 

＊１日と１５日が土日の場合は，翌日または翌々日の月曜日に挨拶運動を実施しています。 

 

 

 

 

 

（３）名取北高校＜地域に愛され 地域に育てられる名取北高校＞ 

名取北高校のマナーアップ運動には，毎月各クラス生徒が輪番で行う交通安全運動が

あり，登校時間に本校の生徒ともちろん通行する人に交通安全を呼びかけています。ま

た，今年度は中止となりましたが，例年 JR職員の方とともに名取駅で行うマナーアップ

キャンペーンに参加をして，あいさつと共に乗車マナーについてのティッシュを配りま

す。本校は生徒の約半数が JRを利用しており，駅構内のアナウンスなどにより乗車マナ

ー向上を呼びかけています。ほかにも長期休業明けに部活動ごとに１週間のあいさつ運

動やホームルームごとに行う地域清掃など多くの運動を行っています。 

本校は  地域の方に愛され 地域に育てられる」ことを励みに頑張っています。今後も

マナーアップに全力で取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

【地域清掃】 

【マナーアップ運動

（昨年度）】 
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（４）登米高校＜校内美化コンクールの実施＞ 

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。生活委員会では，ｔｏ ｍｅ運動

の重点目標である  清掃」を受けて， 清掃に力を入れ，校舎をきれいにしよう」とい

う目標を立てて美化コンクールを行っています。 

美化コンクールは，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。 

今年度は，感染症対策のための消毒作業も行い，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一生懸命に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

２ 特色ある取組 

（１）白石高校七ヶ宿校＜七ヶ宿ダム湖強歩大会を開催しました＞ 

本校では，１０月３０日 （金）に，第２７回七ヶ宿ダム湖強歩大会を

開催しました。秋の七校の恒例行事として，全長６ｋｍの湖畔 （国道１

１３号線から見える対岸の道路）を参加者全員で完走しました。清々し

い秋空の中を全力で駈けぬける頼もしい七高生や，楽しくウォーキング

しながら自然を満喫する七高生など，それぞれが楽しく参加でき，心に

残る充実した大会となりました。出発前と，全員がゴールに到着した後

に，秋雨が降るハプニングもありましたが，強歩大会中の心地よい日射

しと，３６０度の自然をいっぱいに味わえたことが，何よりも嬉しい気

持ちと，素晴らしい時間になりました。 

男子総合は佐竹礼音さん （２年），女子総合は大野友里亜さん （２年）

が優勝し，七校の歴史に新たな１ページを刻みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

＜ 学校のホームページはこちらです ＞ 
https://sitika.myswan.ed.jp/ 
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（２）名取高校＜テーブルマナーを学び楽しみながら会食＞ 

家政科３年生食物系列選択者が１０月５日 （月）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，生徒たちは８月に食物調理技術検定１級を全員取得しているの

で，検定を振り返りながら，今日の献立は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，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

是非生かして欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

（３）加美農業高校＜加美祭のご紹介＞ 

本校は１２０年の歴史をもつ農業高校で，実体験を重視した

様々な学びにあふれています。農業科，農業機械科，生活技術

科の３つの学科があり，更に７つの部門（作物・畜産・草花・

露地野菜 ・施設野菜 ・果樹 ・植物バイオ）に分かれて学習して

います。運動部及び文化部の活動も盛んです。 

１０月３０日 （金）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。各科 ・各専攻や

文化部などが日頃の学習の成果を展示発表したほか，吹奏楽部

の演奏などが行われました。実行委員が中心になって計画した

各クラスによる圧巻のステージ発表は特に盛り上がりをみせました。各クラスが様々な工夫を凝らした発表は，生徒

たちにとって良い思い出になりました。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，当初は開催も危ぶまれていましたが，実行委員の尽力によ

り，例年に比べて規模を縮小しながらも，アイディアや知恵を出し，無事に開催することができました。 

加美農祭を通して，喜びや感動を共有し，仲間との絆は更に深まりました。 

学校のウェブサイトでは日々の活動の様子について，公開しています。是非ご覧になってください。 

 

 

 

 

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

＜ 学校のホームページはこちらです ＞ 
https://kamino-h.myswan.ed.jp/ 
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（４）泉高校＜2020年度 英語科レシテーションコンテスト＞ 

７月６日から14日にかけて，１年生の英語科でレシテーションコン

テストを行いました。 

レシテーションとは，英語の物語などを暗唱することです。泉高校で

は，例年１年生の英語科の異文化理解という授業で取り組んでいます。 

１年生が挑戦したのは，“Goldilocks and The Three Bears（ゴ

ルディロックスと３匹の熊）”と”The Elves and the  

Shoemaker（小人の靴屋）”という２つの物語です。 

生徒たちはALTの先生から正しい英語の発音の方法を学び，その知

識を生かしながら，短期間で英文を一生懸命覚えます。 

今年度は新型コロナウイルス感染症のために休校期間があったため，

その間に ALT の先生が作成した YouTube 動画を見て練習を重ねて

きました。 

当日のコンテストでは，生徒たちは緊張した様子でしたが，それぞれ

堂々と英語によるレシテーションを披露していました。 

生徒たちは終了後， うまくできた！」 もう少しだったのに，最後

の部分を忘れちゃった！」と緊張から解き放たれた様子でした。ここか

らは，グループに分かれ，覚えた物語にアレンジを加えて，オリジナル

スキット（寸劇）作りに取り組みます。完成が楽しみです！ 

スクールアイデンティティ 

積極挑戦し未来を切り開く生徒 ～多様な経験から主体性を育む～ 

 

 

 

（５）古川工業高校＜電気電子科 体験学習会＞ 

中学３年生を対象としたオープンキャンパスにおいて ２学科の見学を

したい」という要望が毎年のようにでます。そこで電気電子科では，中学

２年生を対象とした体験学習会を１２月に実施することにしました。 

やや小規模な体験学習会になりますが，本校の電気電子科の生徒が，実

体験をとおして，電気の面白さやものづくりの楽しさなどを中学生に届け

ようと様々な工夫を凝らした学科紹介になっています。２年生で電気電子

科を見学し，３年生で他学科を見学できるようにと２年生を対象に実施す

ることにしました。今年で３年目になりますが，残念ながら，材料などの

関係から人数に制限があるため，中学校を限定して案内を出しています。 

 電気って難しい」， ものづくりって大変そう」といったイメージが

少しでも改善され，工業や電気・電子に少しでも興味を持ってもらえるよ

うに今後も継続していきたいと思います。 

 

 

 

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

＜ 学校のホームページはこちらです ＞ 
https://furukk-h.myswan.ed.jp/ 
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（６）迫桜高校＜迫桜祭＞ 

迫桜祭が１０月２２日と２３日に行われました。 

今年はコロナ禍での開催ということで一般公開は行わない新しい形

での開催となりました。１日目にはクラス対抗での綱引き大会，２日目

には文化部によるステージ発表や展示等を行いました。また，今年度は

各系列による展示や体験が行われ，普段は異なる系列のため体験でき

ない授業や機材を使用することができました。多くの行事が中止にな

る中，全校制作やスタンプラリーなども行われ大いに盛り上がること

ができました。 

 

 

 

（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＞ 

本校はスーパーグローバルハイスクール （ＧＨ））指定５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。コロナ禍の中，今年度は２年生創造類型全員と台南

市にある国立台南高級海事水産職業学校とのオンライン交流会を行ったり，県内外の大

学の先生方からオンラインによる指導 ・助言をいただくなど，質の高い教育課程の開発 ・

実践を行っています。また今年度からは，２年生人文 ・理数類型も本格的な探究活動をス

タートさせました。 

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。 

 

 

 

 

（８）石巻商業高校 石商マーケット」 

石巻商業高等学校３年生１８２名が、１１月１０日～１２日イトーヨ

ーカドー石巻あけぼの店において全国の専門高校（商業・水産・農業）

が開発した商品を仕入れ販売実習を行いました。 

生徒たちは各販売ブースに分かれて店長 ・経理や接客を体験して地域

住民と交流を深めました。 

石商マーケット初日では、大阪府岸和田市立産業高校の  みそこんぶ

もん」や，石川翠生高校食品科学研究会の  はくさん米粉プレーンクッ

キー」などが並びました。店舗の設営や商品の値段を設定し、商品の説

明を交えた接客を行って顧客とのコミュニケーションを図りました。 

 

 

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

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

昨年度台湾研修の様子 

課題研究発表会 

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

（１）柴田高校＜運動の秋 芸術の秋＞ 

●校内体育大会 

今年度は新型コロナウイルスの影響もあり，競技種目 ・内容を変更

するなど，工夫を凝らしながらの開催となりました。各クラス競い合

いながら，クラスの親睦を深めた一日となりました。伝統の部活動対

抗リレーでは，各部が趣向を凝らしたバトンを用意し，体育大会を大

いに盛り上げました。 

●芸術鑑賞会 

10 月 29 日には本校体育館にて芸術鑑賞会を行いました。柴田高

校では，古典芸能 ・演劇 ・音楽の３分野を順番に鑑賞しています。今

年度は桂文治さんをはじめとする４名の噺家による落語 ・色物を鑑賞

しました。普段聴く機会の少ない落語に生で触れたことで，芸術の奥深さを改めて実感する一日となりました。来年

度は演劇を鑑賞する予定です。 

みなさんも柴田高校であなたの夢を実現してみませんか。 

 

 

 

（２）宮城野高校＜宮城野高等学校創立 25周年記念式典＞ 

本校は平成 7 年の創立以来 26 年目を迎え，去る 10 月 30 日（金）

に創立25周年記念式典を体育館にて行いました。新型コロナウイルス感

染症防止のため当初の予定を変更し，保護者やご来賓の入場はお断りし，

全校生徒と教職員と限られたご来賓のみの参加で行いました。本校ではこ

のような式典の際，全校生徒はスーツを着用して式に参加します。 

記念式典では校長式辞から始まり，実行委員長式辞，教育長祝辞と生徒

代表のことばとシンプルかつ厳粛に執り行われました。 

記念講演では放送作家 ・脚本家の小山薫堂先生をお招きし  幸せの企画

術」というテーマのもと，小山先生が取り組まれた数多くの仕事から，  企

画すること」は  人を幸せ」にすることであるという講演をいただきまし

た。 

大変充実した内容で，講演後の質疑応答では挙手による質問が相次ぎ，

多くの生徒の心に焼き付いた講演となりました。 

 

 

 

 

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

＜ 学校のホームページはこちらです ＞ 
https://miyagino.myswan.ed.jp/ 
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（３）古川高校＜図書委員会の活動＞ 

今年度は新型コロナの影響で，図書委員会の行事も中止を余儀な

くされています。８月の  図書委員研修会」（文化施設を見学後，書

店で図書を購入する行事）に続き，１０月は委員が運営に関わる  芸

術鑑賞会」も中止となってしまいました。 

ですが，古高図書委員会，負けてはいません。６月の学校再開後に

活動アイデアを募集したところ，約３０件の案が出されましたが，現

在はその中から  本の総選挙」（人気本投票）や，  おすすめ作家の

本コーナー」作成，  クラス別貸出利用コンクール」などを実施しています。その他，カウンター当番や，  図書館ニ

ュース」でおすすめ本を紹介するなど，例年の仕事も責任を持って取り組んでいます。 

本好きな中学生のみなさん，古高図書委員会で一緒に活動をしてみませんか。 

※  図書館ニュース」は学校ホームページでも公開しています。図書委員が書いた  おすすめ本」をどうぞご覧くだ

さい。 

 

 

 

 

（４）中新田高校＜学校説明会＞ 

令和２年８月１９日 （水）に学校説明会を行いました。加美郡を中心

に大崎 ・栗原 ・黒川地区から１５５名の中学生に参加していただきまし

た。コロナ感染症 ・熱中症を防ぐために会場を分けて行いました。教務 ・

進路担当の先生の話や，生徒による学校行事の説明に真剣な表情で話に

耳を傾けていました。その後，模擬授業 ・部活動見学まで熱心に取り組

んでいただきました。入試に関する質問や，個別面談を行う姿もいたる

ところでみられ，本校を理解していただけたと思います。 

中新田高校は地域に根ざし地域に愛され育まれてきた学校です。１学

年３クラスの普通科で２学年次からは４つの類型 （文型 ・理型 ・商業型 ・情報型）に分かれます。４年制大学の進学，

短大，看護学校，専門学校，公務員，民間就職まで多様な進路に対応した教育課程です。部活動では今年は代替大会で

カヌー部，陸上部が入賞を果たしました。現在，各部新人戦で大いに活躍中です。先月行われた文化祭の校内発表で

も，生徒が積極的に活動し，大変盛り上がりました。 

参加してくれた中学生の皆さんが本校に入学し，一緒に学校生活を歩んでいただけることを望んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

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

＜ 学校のホームページはこちらです ＞ 
https://nakani-h.myswan.ed.jp/ 
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（５）岩ケ崎高校＜地域とともに ～くりはらの風に育まれ～＞ 

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高校です。 

【総合的な探究の時間】  

総合的な探究の時間では， 地域課題解決プロジェクト～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頂き，市議会

議員の方々，地域の方を講師としてお招きして助言等をいただきながら，グルー

プに分かれて課題解決に向けて取り組んでいます。 

 

【健康強歩大会】 

１０月１６日（金），恒例の健康強歩大会が開催されました。学校から鶯沢，

猿飛来等を経由して再び学校に戻るコース。距離にして２２㎞を歩く，約４０年

続く伝統行事です。昨年度は台風の影響で中止になりましたが，今年は天候にも

恵まれ，沿道の保護者並びに地域のたくさんの皆様から声援をいただきました。 

例年であれば，ゴール後に PTA から振る舞われるおいしい豚汁を堪能します

が，今年度はコロナ禍のため中止。少し残念でしたが，秋の栗駒路を楽しみなが

ら完歩することができました。 

 

 

 

 

（６）田尻さくら高校＜宮城県高等学校定時制通信制生徒の集い＞ 

９月５日 （土曜日） 令和２年度第４８回宮城県高等学校定時制通信制生徒の集

い」を行いました。今年で４８回目となる  生徒の集い」は，本校が担当し，おそ

らく史上初の リモート形式」での開催となりました。 

コロナ禍ということもあり，例年とは異なった形での開催でしたが，担当した本

校の生徒たちは集いの企画から当日の運営まで，一生懸命に取り組みました。 

今年の  生徒の集い」では，各校が自校のPR動画を作り，それを１本に編集し

宮城県の定時制通信制高校をPRする動画として仕上げ，またその動画の活用方法

について意見を出し合いました。 

リモート形式での集いではありましたが，お互いの顔を見て交流することがで

き，とても充実した時間となりました。また，生徒たちの企画 ・運営も非常に素晴

らしく，参加した学校からは  非常によい生徒の集いだった」との感想をいただく

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

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

＜ 学校のホームページはこちらです ＞ 
https://tajiri-hs.myswan.ed.jp/ 
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４ お知らせ 

（１）涌谷高校＜芸術の涌谷！今年も受賞ラッシュ＞ 

涌谷高校の特色は，芸術系の部活動が充実していることです。今年度も，全国高

等学校総合文化祭 （２０２０こうち総文）に美術部，書道部が出品しました。残念な

がら，コロナウイルスの影響で，インターネット上での作品展示になりました。出

品するのは，美術部の千田唱君 （３年）の作品  ＶＥＲＬＡＡＰ」。そして，書道部

の岩淵凪沙（２年）さんの作品です。 

また，茶華道部は Ｉｋｅｎｏｂｏ花の甲子園２０２０リモート地区大会」に出

場し，東北地区で第一位になりました。１１月１５日に京都で開催される全国大会

に出場します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）第二工業高校＜電気科特別編入制度について＞ 

本校電気科は電気主任技術者の認定校になっており，電気科卒業後，所要の

実務経験により第三種電気主任技術者 （いわゆる電験三種）の資格を取得でき

ます。 

その中で，本校には  電気科特別編入制度」があり，電気科以外の高校を卒

業した方が電気科３年に編入し，電気工事士や電気主任技術者などの資格取

得を目指します。編入学の理由は，家業を継ぐため資格が必要になったためと

か，会社の仕事で必要になり再度知識や技能を習得しなければならなくなっ

たためとか，様々です。一般の生徒たちと一緒に受ける授業や実習もあり，目

標に向かって熱心に勉学に励む姿は一般生徒の良き手本になっています。 

特別編入試験は毎年３月に実施しますが，資格審査が必要なため２月中旬

までに問い合わせていただきます。詳細は学校ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

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

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

千田唱君の作品 
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（３）美田園高校＜学校説明会（令3.1.17（日）開催予定）のご案内＞ 

令和３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3年 1月 17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 大研修室 

諸連絡：  〇 事前の申し込みが必要です。 

 

 

 

 

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