
 2月27日には「3年生を送る会」が行われ、生徒会作成

の思い出ビデオや部活動の後輩からのビデオレターが上

映されました。また同日の全校集会では皆勤賞等の表彰、

PTA・教育振興会記念品授与等が行われ、その後同窓会

入会式も執り行われました。 
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祝・卒業！322名の輝かしい未来に幸あれ 
～第50回 卒業証書授与式～  3月1日（日）本校体育館にて 

在校生代表 二階堂 蒼 さん（多賀城二中出身）の送辞より 

 素晴らしい先輩方に続いて歩んでいけることを誇りに、仙

台三高の発展に向けて在校生一同努力してまいります。 

「直く明るく次代を拓く」 

 半世紀三高生を導いてきた校歌に思いを寄せて、先輩方の

一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

卒業生代表 畠山 遼 君（宮崎中出身）の答辞より 

 今、私たちはこの学び舎からそれぞれ自分の目指す場所へ、

旅立つ時を迎えています。寂しさや不安をぬぐい去ることは

できませんが、私たちの三年間の思い出が、そして培われた

「三高魂」が、また新しい場所での挑戦を支えてくれること

になると信じています。 

文部科学省 SSH指定校 （平成22年度～平成26年度） 

文部科学省 ｺｱSSH指定校 （平成24年度～平成26年度） 
仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-19（問い合わせ先 総務部） 

    電話  022(251)1246 ／ Fax 022(251)1247 

   mail: chief@sensan.myswan.ne.jp 

 吹く風に春風が感じられる佳き日に、第50回卒業証書授与式が厳かに挙行されました。今年卒業証書を授与され

たのは理数科80名普通科242名で、式では各クラスの代表に氏家仁校長から卒業証書が手渡されました。 

卒業証書 

クラス代表受領者 

1組 阿部 涼介 

2組 森谷 拓冬 

3組 大友 真由 

4組 青田 正樹 

5組 荒若 彩花 

6組 青木 智仁 

7組 長岡 京佑 

8組 鈴木 健矢 

尚志会 

功績賞受賞者 

狩野 愛巳 

皆勤賞受賞者  48名 

青木 悠介 蜂谷 優人 森谷 拓冬 廣瀨 静香 髙森 優花 萬 瑛理香 菊池 亨 

菊地 樹 三浦 駿 櫻庭 瑠華 奈良坂 章夏 入江 祐司郎 小澤 宏親 鈴木 光 

後藤 圭 山﨑 誠仁 鈴木 沙也香 今泉 諒 齋藤 勇輔 長岡 京佑 武田 巧 

佐藤 奨 大友 和理 山口 夏南子 内海 太希 引地 涼介 本間 史人 小林 実早希 

澤 友宏 黒瀧 俊哉 浅野 裕太 齋藤 瞭太 丸藤 志保 門脇 彩花 品川 恵理 

綱木 凌 畠山 遼 渡邊 哲史 長谷川 新 柴 英理香 松永 理佐 吉田 詩織 

新妻 武 平井 太智 常世田 侑希 坂野 里歩 鈴木 文菜 我妻 凪沙  

尚志会功労賞受賞者  49名 

畠山 遼 岩渕 圭佑 坂口 悠 小野 綾汰 三宅 杏奈 石田 琳 加藤 彩 

工藤 由佳 鈴木 風人 駒形 優佳 山口 夏南子 小林 実早希 田端 日向子 佐藤 祐介 

田端 日向子 大内 玲奈 赤間 友樹 浅野 貴哉 結城 敬祐 鈴木 揺帆 大山 崚也 

吉澤 一輝 小幡 僚佑 奈良坂 章夏 豊嶋 真央 森 千晶 餘目 譲太 山口 美乃 

黒瀧 俊哉 吉田 裕幸 片岡 拓海 松永 理佐 鈴木 晴海 櫻井 宇佳 進藤 昴星 

品川 恵理 倉嶋 佑太朗 今泉 諒 佐藤 竜晟 岡 理樹 菅原 美穂 菊池 亨 

角田 良介 鈴木 民生 永瀬 達也 福士 冴香 笠原 理恵子 櫻井 結理香 田中 駿平 



 3月の予定 
  1日(日) 卒業証書授与式 

  2日(月) 振替休業日（3/1分） 

  3日(火) 授業日（1～6校時の授業） 

  4日(水) 午前授業（1～3校時の授業・大掃除） 

  5日(木) 後期選抜入試【校地内全面立入禁止】 

  6日(金)～12日(木)  自宅学習日 

11日(水) みやぎ鎮魂の日 

12日(木) 後期選抜合格発表 

13日(金) 1年5分短縮授業、2年学力分析テスト 

16日(月)～19日(木)  通常授業日 

16日(月) 県理数科課題研究発表会 

（1,2年理数科・午後[会場：楽楽楽ホール]） 

17日(火) 生徒総会（7校時目） 

20日(金) 午前授業（4,5,7校時の授業・大掃除） 

 入学者説明会（午後） 

21日(土) 春分の日 

23日(月) 通常授業日 

24日(火) 修業式・大掃除 

25日(水)～  学年末休業 

30日(月) 離任式 

 実社会で活躍する社会人の方々を講師にお招きし、1・2年生対象に社会人出前講座が行われました。今年は全

部で29講座が開講され、各講師の方々にご自身の職業についてお話していただきました。 

高校入試前期選抜合格発表 
2月10日（火） 本校玄関前にて 

 今年で三度目となる公立高校入試前期選抜が2月3日(火)

に実施され、合格発表が2月10日(火)に行われました。

本校の前期出願倍率は、普通科3.67倍、理数科2.56倍と、

今年も高めとなりました。合格

発表には多くの受験生が詰めか

け、掲示板が開かれると会場は

歓声に包まれました。 

 後期選抜は3月5日(木)、合格

発表は12日(木)に実施予定です。 

 
第一線で活躍する三高OBの「生の声」を聞く 

社会人出前講座 2月13日（金）  対象：１・２年生 

【講演の感想より抜粋】 

○ 渡邉 勇介 君（２年・中山中出身） 

 丹野さんのお話を聞いて、高校の物理や化学が実社会にど

う使われているか、どのくらい大切であるのかということが

わかりました。自分も将来は人の役に立つ「ものづくり」を

するような仕事をしてみたいと思いました。 

○ 岩葉 瑞季 さん（２年・八乙女中出身） 

 高山さんの「人生の中には正解のない問題が多い」という

言葉を聞いて、自分で考えることが大事なんだなと思いまし

た。また、チャレンジすることが重要だと感じたので、人生

を豊かにするために、勇気を持って挑戦したいと思います。 

○ 大橋 美穂 さん（１年・鶴が丘中出身） 

 夢や将来について漠然としていましたが、熊谷さんのお話

を聞いて将来の自分をイメージすることや自分のゴールを設

定することで、徐々に決めていければ良いと思いました。毎

日少しずつの「ポジティブなイメージ」を忘れずに、生活し

ていきたいです。 

講師一覧  [氏名（敬称略）、勤務先・職業など] 

神倉 功 

三浦はるか 

島田奈緒 

坂病院 理事・ 

看護師・助産師 

水間 庄吾 坂病院 医師 

松浦 邦明 つばさ薬局 薬剤師 

佐藤 博信 宮城野区中央市民センターセンター長 

髙橋 友成 西中田小学校教諭 

三塚 千尋 南小泉中学校教諭 

高山 純人 博報堂 

伊沢 洋平 ＪＴＢ 営業部長 

佐藤 一彦 仙台国税局 

木村 亮一 航空自衛隊 １等空佐 

山崎 信也 奥羽大学歯学部附属病院 

目黒 康達 七十七銀行 地域開発部長 

加茂 祐一 仙台管区気象台気象防災部予報課 

石崎 徳治 電通東日本 仙台支社 

青木 達哉 仙台市消防局 

熊谷 壽穗 弁護士 

横山 仁 東京都環境科学研究所 調査研究課長 

丹野 篤 西日本高速道路(株)技術本部主任 

嶋 卓磨 宮城県機動捜査隊 

菊地久美子 文部科学省 

佐藤 四郎 りらく編集部 

庄司 幸弘 

大友 渉 
西山小学校教諭 

富永 淳二 産業技術総合研究所 上席研究員 

花田 和弘 パーソナルトレーナー 

升谷 庸 株式会社 サムザップ 

平賀 俊 河北新報社 総務局人事部 

櫻井 拓也 社会保険労務士 

佐々木政行 日本農業新聞 論説委員 

横山 巌 国際投信投資顧問（株） 


