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令和２年度 伊具高校 創立百周年を迎えます！
令和元年３月末の人事異動により、次の方々が御異動になりましたので御紹介いたします。本校にお勤めいただきました期間
は様々ですが、生徒のために学校のために御尽力いただきましたことに深く感謝申し上げます。
◎教育職員の皆さん
津藤 弘之先生（農業） 柴田農林高校へ御異動
齋藤 典子先生（国語）築館高校へ御異動
今野 ゆりか先生（福祉）登米総合産業高校へ御異動
大越 春輝先生（保健体育）貞山高校へ御異動
遠藤 憲雄先生（理科） 任期満了
◎事務職員の皆さん
富田 郁子さん 主幹（事務次長）大河原教育事務所 次長へ御異動
◎非常勤講師・職員の皆さん
髙橋 俊美先生（工業）任期満了
菊地 英昭さん 任期満了
遠藤 裕太さん 任期満了
続きまして４月１日付けで本校に赴任しました教職員を御紹介いたします。生徒の皆さんには新任式で紹介がありましたが、
保護者の皆様や地域の皆様にはこの紙面で紹介いたします。
◎教育職員の先生方
千田 理愛先生（福祉）
女川高等学園から
齋藤 彰子先生（国語）
石巻好文館高校から
佐藤 綾香先生（保健体育）鹿島台商業高校から
村田
旭先生（農業）
新規採用
森本 功樹先生（理科）
新規採用
◎事務職員の先生方
榎
孝浩さん 亘理高校から
◎非常勤講師・非常勤職員の先生方
佐藤 繁先生（商業） 岡崎 義恵先生（美術）
堀
文恵先生（福祉）大槻 孝喜先生（数学）
髙橋 一生先生（工業）武田 久美子先生（情報）
山下 美幸先生（農業）
佐々 浩二先生
（地学地就連携コーディネーター）

校長挨拶

校長 髙橋 光弘

常日頃より，本校の教育活動に対しまして，御支援と御協力をいただき誠にありがとうございます。年度当初から新型コ
ロナウイルス感染症拡大予防のために，通常の教育活動が行うことができないところですが，自らの命・周りの人達の命を
守る行動が最優先です。御理解をよろしくお願いいたします。
本校は総合学科の優れたシステムを持ち、生徒の夢と一人一人の個性を大切にしながら、生徒と教職員が「チーム伊具高」
・
「チーム雁歌」として、よりよい教育を探究しております。
「地域社会の将来を託すにふさわしい、
『生きる智恵』にあふれ
た人材の育成」を目指して教育活動に取り組んでいます。本校のカリキュラムの特長は次の５点になります。
１ 農学、機械、情報（商業）
、福祉（家庭）の４専門系列から選択し、他校の専門学科と同様の学習指導を展開
２ 習熟度別学習やティームティーチング、学び直し等基礎学力の定着を目指したきめ細かな分かる授業展開
３ 「産業社会と人間」
「総合的な探求の時間」を活用したキャリア教育により希望進路１００％達成に向けた取組
４ 技能審査成果による単位認定・インターンシップの単位認定、総合実践・資格取得の単位認定
５ 地域の関係機関や企業と連携した「社会に開かれた教育活動」を目指した取組
本校は，一人一人の生徒を大切にする教育を通じて，豊かな感性と確かな知性をはぐくみ，心身ともに健康で地域社会に
貢献できる人間の育成に努めています。生徒たちが，この雁歌の地に集い、切磋琢磨しそれぞれの未来に向けて羽ばたける
よう，今後とも，保護者の皆様、地域の皆様方の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げます。

○お知らせ△□ 今年の「苗販売」は昨年の台風の被害が大きく中止いたしますので、御理解をお願いいたします。

令和２年度 校務分掌一覧

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

校長 髙橋 光弘
教頭 大竹 博行
事務室長 水沼 俊明
主幹教諭 阿部 茂夫
１ 各部長・主任
総務部長：吾妻 秀男
教務部長：佐々木 嘉子
生徒指導部長：渡邊 和宏
進路指導部長：鈴木 英晴
保健厚生部長：持田 敦子
農場部長：阿部 茂夫
防災主任：壹岐 壽彦
情報化推進リーダー：菅原 真里奈
特別支援コーディネーター：持田 敦子
道徳教育推進教師：佐藤 綾香
２ 各年次主任・クラス担任・副担任・学年所属
１年次主任
副主任
１組担任
副担任
２組担任
副担任
３組担任
副担任
年次所属
小川 拡

金野 公太
吾妻 秀男
佐々木 龍宏
持田 敦子
神
瑞姫
村田 旭
遊佐 健
菅原真里奈
佐々木 嘉子

２年次主任 壹岐 壽彦
副主任 渡邊 和宏
１組担任 小笠原 由也
副担任 齋藤 彰子
２組担任 松本 紗季
副担任 森本 功樹
３組担任 堀野 航
副担任 藤田 朋紀
年次所属 加藤 美恵
阿部 哲士 山家 紹

３年次主任 熊谷
副主任 鈴木
１組担任 河邑
副担任 佐藤
２組担任 池田
副担任 千田
３組担任 三部
副担任 阿部
年次所属 高橋
菅野 正春 沖

郁
英晴
佳彦
綾香
友利
理愛
佐貴子
竜弥
伸明
えり沙

３ 系列主任 農学系列：阿部茂夫
機械系列：河邑佳彦
情報系列：鈴木英晴
福祉系列：佐々木嘉子
４ 部活動顧問 ◎運動部
野球：金野公太、森本功樹 陸上競技：佐藤 綾香、藤田朋紀、
バレーボール：河邑佳彦、吾妻秀男
卓球：松本紗季、菅野正春 ソフトテニス：小笠原由也、千田理愛、堀野航 バドミントン：熊谷郁、齋藤彰子
バスケットボール：神瑞姫、菅原真里奈
弓道：佐々木龍宏、阿部哲士
柔道：遊佐 健、三部佐貴子
剣道：村田旭、阿部竜弥
◎文化部
吹奏楽：持田敦子、堀野航 写真：壹岐 壽彦、池田友利 美術：高橋伸明、阿部茂夫 書道：鈴木英晴
茶華手芸：佐々木 嘉子 コンピュータ：加藤美恵 科学：森本功樹 電気機械：渡邊和宏、小川拡、佐々木龍宏

祝 令和２年度 入学式を挙行しました
４月８日（水）に新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、規模縮小と予防対策
を講じて入学式を挙行しました。丸森町町長保科郷雄様、丸森町教育委員会教育長佐藤
純子様、本校同窓会佐藤吉市様、本校 PTA 会長川崎淳子様を御来賓として、新入生保
護者の皆様の御参加をいただきました。一人一人マスクをしながらも大きな声で呼名に
応えました。さらに、新入生を代表して、香高ひなたさん（丸森中出身）がこれからの
高校生活への意欲や期待、目標を込めた「誓いの言葉」を述べました。
入学当初から通常の学校生活が出来ませんが、今現在の環境の下で、命を守る行動と健康を維持することを目標に生徒・教
職員が一丸となっております。地域の皆様の御理解と御指導をよろしくお願いいたします。

令和元年度の伊具高校まちづくりゼミ 「桜プロジェクト」実現！！
３月２４日（火）に丸森町役場前にて桜の
植樹を行いました。令和元年度のまちづくり
ゼミに取り組んだゼミ生の３人が企画した
「桜プロジェクト」が形になりました。台風
１９号で被災した丸森町を桜で明るく元気に
しようという思いを周りの人達に応援してい
ただきました。宮城県農業高校の生徒の皆さ
んや先生方、YOMOYAMA COMPANY 様、
丸森町保科郷男町長さんはじめ役場の皆さん
の心を動かし、御協力を頂きました。卒業した３人ですが、やはり生徒の力は凄いです。彼らの拓いた道が桜の成長とともに
未来に続けていくことを期待しています。

