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学校だより

宮城県気仙沼高等学校

校門脇に掲げる桜並木の壁画が一足早い春爛漫を届け，寒暖差の激しかったこの冬も春へと移ろおうと
しています。保護者・地域の皆様並びに関係各位のご協力によりまして，今年度も締め括りの時期を迎え
ることができ，第11回卒業生も気高での経験を自信と勇気に変え，新たな世界へと羽ばたいていきました。
改めまして心から感謝申し上げます。
さて，平成28年度は，気仙沼西高校との統合の第1期生を迎え，新統合校の構想に基づく新たな活動を開
始する年になります。目指すは，学び続ける意思を持って，地域への思いを携え，グローバルに未来の社
会像を構想し，その実現に向けて行動する人間であります。本校の伝統を受け継ぎ，さらにスケールの大
きな人材を育てたいと考えております。今後とも，変わらぬご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
校長

☆気高生の活躍☆
１

小山

淳

＊１月以降の結果について

県大会上位入賞並びに東北大会等に出場した部活動等
◆調理部
平成 27 年度高校生地産地消コンテスト
入選 小野寺 優，小野寺眞柚，小野寺実里
◆囲碁部
第２９回東北地区高等学校囲碁選手権大会
女子級位者戦 第４位 菅野 純花
◆吹奏楽部
第４９回宮城県アンサンブルコンテストサクソフォン４重奏 銀賞
◆美術部
第６８回宮城県高等学校美術展
優秀賞 吉田 瀬七，菊田 祥子，新野 智咲，奨励賞 及川 佳帆
優秀ポスター賞 及川 佳帆，及川 志帆，千葉優紀子，鈴木 夕稀
◆フェンシング部
平成２７年度宮城県フェンシング選抜選手権大会 女子団体 ２位

全国総合文化祭広島
大会参加出品作品
２年 吉田瀬七「Lumen」

◇４月～６月の主な行事予定◇
４月

８日（金）始業式・入学式
１１日（月）課題考査・生徒会入会式・部紹介
１２日（火）進路希望調査①
１３日（水）尿検査①
１４日（木）尿検査②各種委員会
１５日（金）部登録
１６日（土）就職公務員模試①(３年)
公務員ガイダンス・進研記述模試(３年)

１８日（月）～２０日（水）１年 HR 合宿
２３日（土）ＰＴＡ総会・授業公開日①
２４日（日）就職公務員模試②（３年）
２７日（水）総合基礎検診
２９日（金）昭和の日
５月 ２日（月）振替休業日(PTA 総会)
３日（火）憲法記念日
４日（水）みどりの日
５日（木）こどもの日
６日（金）支部総体
５月１０日（火）生徒総会・壮行式
１２日（木）部会・内科検診①
１３日（金）教科研究会
小論文講演会（３年）

１４日（土）就職公務員模試③(３年)
１７日（水）進路ガイダンス（３年）
１８日（木）歯科検診①
１９日（金）眼科検診①
２３日（月）内科検診②
２５日（水）歯科検診②
２６日（木）眼科検診②
３０日（月）内科検診③
６月 １日（水）衣替え
２日（木）歯科検診③
４日（土）～６日（月）振替休業日
７日（火）振替休業日（県総体）
１１日（土）就職公務員模試④(３年)
進研マーク模試(３年)

１２日（土）第 1 回英検１次
１４日（火）春季防災訓練
１６日（木）～２１日（火）第一期考査
２０日（月）～７月８日（金）教育実習
２５日（土）就職公務員模試⑤(３年)
進研小論文模試①(３年)

２８日（日）PTA 支部懇談会
３０日（木）歯科検診④

☆お知らせコーナー☆
◆研究企画部
近年，グローバル化が進み，高校教育の現場でも自ら課題を発見し，それを解決できる能力や論理的思考
力，高度なコミュニケーション能力の必要性が問われてきています。また，その能力が今後の大学入試にも
反映されてくると言われています。新２・３年生になる皆さんには，進路目標を達成するために何を学ばな
ければならないかをよく考え，前述の能力を意識し，今後の高校生活を過ごしてほしいと思います。

◆総務部
まだ肌寒さの残る３月１日，皆様のお陰を持ちまして，平成２７年度卒業式を滞りなく挙行することがで
きました。５年前に発生した東日本大震災による甚大な被害を受け，たいへんなご苦労の中でお子様を育て
てこられた保護者の皆様のお喜びは，如何ばかりかと拝察いたします。学び舎を巣立っていった３年生は，
復興の担い手として，あるいは移り住む新天地で，故郷を想いながらそれぞれの持ち味を生かして活躍して
くれるものと，式を進行する中で強く感じることができました。
卒業生に替わって，平成２８年度入学生が本校の門をくぐるのは，４月８日になります。集まり散じて人
も時代もかわりますが，地域拠点校としての自覚をもって新たな気持ちで新入生を迎えたいと思います。４
月以降の主な日程は紙面のとおりですが，新２・３年生の保護者の皆様におかれましても，PTA 総会や支部
懇談会など本校総務部の諸活動につきまして，益々のご理解とご協力を，衷心よりお願い申し上げます。

◆教務部
新年度を迎えるので，新たな気持ちでしっかり学習に取り組みましょう。春休み中の課題もありますので，
それに真剣に取り組むとともにこれまで学習してきたことの復習やこれから学習する内容にも取り組みまし
ょう。新３年生は，自分の夢に向かって，希望と自信を持って，まっすぐに突き進んで下さい。なお，教科
書が武川本店（気仙沼市三日町）で販売されます。クラスで購入表が配布されますので，早めに購入して下
さい。その際，自分の選択科目を間違わないようにしてください。

◆生徒安全部
２月２９日（卒業式前日）に平成 27 年度気仙沼高等学校功績賞表彰式がありました。今年度の表彰者は以
下の通りです
団体

個人

☆男子フェンシング部＜代表：村上健也＞
（平成２７年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技男子学校対抗出場）
☆女子フェンシング部＜代表：小野寺 咲＞
（平成２７年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技女子学校対抗出場）
☆自然科学部＜代表：佐藤 峻＞
（第３９回全国高等学校総合文化祭 自然科学部門出場）
☆今野 莉帆（文芸部：第 30 回全国高等学校文芸コンクール短歌部門 優良賞）
☆山本凛太郎（剣道部：第 61 回東北高等学校剣道選手権大会 個人出場）
☆及川 利彦（卓球部：平成 27 年度東北高等学校卓球大会 個人＜ダブルス＞出場）
☆栗原 俊太（卓球部：平成 27 年度東北高等学校卓球大会 個人＜ダブルス＞出場）
☆谷内
遥（陸上球技部：第 70 回東北高等学校陸上競技大会 ８００ M 出場）
☆後藤 春菜（フェンシング部：第 53 回東北高等学校フェンシング選手権大会 個人フルーレ出場）
☆千葉
藍（フェンシング部：第 53 回東北高等学校フェンシング選手権大会 個人フルーレ出場）
☆三浦 秀也（フェンシング部：第 53 回東北高等学校フェンシング選手権大会 個人フルーレ・エペ出場）
☆横山 果歩（囲碁部：第 28 回東北地区高等学校囲碁選手権大会 級位戦出場）
◎功績賞：校長の認める主催団体の対外的な体育的，文化的行事において優秀な成績を収めた生徒・団体，もしくは県
代表として（全国・東北等）に出場した生徒・団体。

◆進路指導部
３月１４日現在の平成２７年度の進学実績は下記のとおりです。これまでの皆様のご支援ご協力に感謝申
し上げると共に，進路達成に向けて奮闘中の生徒もおりますので，今後ともよろしくお願いいたします。
【

【

国公立大学 】（43 名）
筑波大学（１） 宮城教育大学（５） 北海道大学釧路校（１）弘前大学（２） 秋田大学（２）
岩手大学（１２） 山形大学（２） 福島大学（１） 茨城大学（２） 宇都宮大学（１）
千葉大学（２） 新潟大学（１） 奈良教育大学（１） 首都大学東京（１） 宮城大学（２）
岩手県立大学（３） 秋田県立大学（１） 埼玉県立大学（１） 山口県立大学（２）
私立大学 】（のべ 274 名）
秋田看護福祉大学 麻布大学 亜細亜大学 跡見学園女子大学 石巻専修大学 いわき明星大学
岩手医科大学 奥羽大学 大阪大谷大学 学習院大学 神奈川工科大学 神奈川大学 金沢工業大学
神田外語大学 工学院大学 國學院大學 国際医療福祉大学 国際武道大学 国士舘大学 駒澤大学
埼玉学園大学 産業能率大学 実践女子大学 芝浦工業大学 淑徳大学 尚絅学院大学 城西大学
湘南工科大学 上武大学 昭和女子大学 専修大学 洗足学園音楽大学 仙台白百合女子大学
仙台大学 創価大学 大正大学 大東文化大学 拓殖大学 千葉工業大学 千葉商科大学 中央大学
つくば国際大学 帝京大学 天理大学 東海大学 東京国際大学 東京情報大学 東京造形大学
東京都市大学 東京農業大学 東北医科薬科大学 東北学院大学 東北芸術工科大学 東北工業大学
東北生活文化大学 東北福祉大学 東北文化学園大学 東北文教大学 東洋大学 獨協大学
日本医療科学大学 日本女子体育大学 日本女子大学 日本赤十字秋田看護大学 日本大学
日本保健医療大学 ノースアジア大学 白鴎大学
弘前学院大学 文京学院大学 文教大学
宮城学院女子大学 武蔵野大学 明治学院大学 明治大学 目白大学 盛岡大学 横浜美術大学
酪農学園大学 立正大学 立命館大学 流通経済大学 和光大学
宮城県気仙沼高等学校全日制
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