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祝！卒業

１７５名が 共に励んだ学び舎を 巣立つ

～ 第 11 回 卒業証書授与式 ～

3 月 1 日(火)本校体育館にて

臥牛ヶ丘にも春の日差しが感じられるようになった 3 月 1 日(火)に，本校体育
館にて第 11 回卒業証書授与式が挙行されました。175 名が 3 年間の学業を修め，
この学び舎を巣立っていきました。中でも，担任の呼名に一人ひとり大きな声で
しかも全員が応えて起立する姿は，感動的でした。卒業生にとって，角田高校の
三年間が充実したものであったことが会場全体に伝わりました。
卒業証書授与式では，大友喜助角田市長の「夢を語る人より，行動する大人に」
を始め来賓の方々から温かい励ましの言葉をいただきました。そのはなむけの言
葉を胸に，卒業生一人一人が各自の夢を実現していってほしいと願っています。
｢校長式辞｣より(抜粋)
175 名の卒業生諸君、おめでとう。この
3 年間の経験は、人間としての器を大きく
した 3 年間であり一生の宝物である。…
世界は今、大きなターニングポイントに
ある。様々な諸問題は、世界・日本・地域
が連動した課題である。君達にはこの課題
解決の先頭に立つ覚悟を持ってほしい。
…共働と連携、独創性と幅広い教養を身に
つけ、行動する人になってほしい。失敗を
恐れながらも勇気を持って行動する人。失
敗を大切にする人。人の痛みがわかる人に
なってほしい。…

各クラス代表の生徒に
卒業証書を授与

１２名

山形大学(4)
福島大学(1)
岩手大学(1)
宮城大学(1) 滋賀県立大学(1) 千葉県立
保健医療大学(1) 会津大学短期大学部(1)
山形県立米沢女子短期大学(2)

私立大学
札幌学院大学(1)
岩手医科大学(1)
奥羽大学(1)
東北学院大学(32)
東北工業大学(14)
東北薬科大学(1)
東北福祉大学(16)
東北文化学園大学(14)
東北生活文化大学(2)
尚絅学院大学(11)
宮城学院女子大学(7)
仙台白百合女子大学(2)
仙台大学(6)
東北文教大学(1)
東北芸術工科大学(5)
東日本国際大学(1)
福島学院大学(2)
いわき明星大学(4)

のように、全員が意気盛んに、諦め
ずに夢や目標に向かっていきます」
と、堂々と答辞を述べた佐藤綾香前
生徒会長(角田中出身)

卒業生の進路決定状況～新天地での活躍を期待しています～
国公立大学( 短大含む )

「生徒会で掲げたテーマ『活溌溌地』

１４６名
郡山女子大学(1)
二松学舎大学(1)
つくば国際大学(1)
国際医療福祉大学(2)
上武大学(1)
獨協大学(1)
ものつくり大学(1)
千葉科学大学(3)
流通経済大学(2)
駒澤大学(1)
帝京大学(1)
東海大学(1)
帝京科学大学(1)
日本大学(1)
関東学院大学(4)
花園大学(1)
近畿大学(1)

私立短期大学

１５名

平成 28 年 3 月 23 日(水)現在
※数値は合格者の「延べ数」を表しています。

専修各種学校

聖和学園短大(1)
仙台青葉学院短大(8)
桜の聖母短大(1)
福島学院大学短期大学部(3)
埼玉医科大学短期大学 (1)
女子栄養大学短期大学部(1)

２９名

アニマルインターカレッジ(1)
仙台医健専門学校(1)
仙台医療秘書福祉専門(3)
仙台医療福祉専門学校(1)
仙台ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ(1)
仙台総合ペット専門学校(1)
高等看護専門学校 ９名 仙台こども専門学校 (2)
仙台医療ｾﾝﾀｰ附属仙台看護助 仙台ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ(1)
産学校(1)太田看護専門学校(1) 仙台総合ビジネス公務員
専門学校(1)
相馬看護専門学校(1)
仙台リハビリテーション専門
福島看護専門学校(2)
国際医療福祉大塩谷看護専門 学校(1)
(1)獨協医科大附属看護専門( 2)
民間就職
栃木医療センター看護専門( 1)
公務員
１１名 (株)大安工業所角田工場(1)
アルプス電気（株）
国家公務員(1)
角田工場(1)
自衛官(2)
仙南信用金庫(1)
宮城県職員(2)
（株）須藤製作所(1)
大河原町職員(1)
みやぎ亘理農業協同組合(1)
仙台市職員消防( 1)
（株）ニチイ学館(1)
仙南広域行政組合職員消防( 1)
メルコジャパン（株）(1)
東京消防庁( 1)
宮城県警察官( 2)

その他

留学（なし）

仙台理美容専門学校 (2)
仙台デザイン専門学校(1)
東北外語観光専門学校(1)
東北愛犬専門学院(1)
代々木アニメーショ ン学院(1)
仙台工科専門学校(1)
東北電子専門学校(3)
東北動物看護専門学院(1)
宮城高等歯科衛生士学院(1)
宮城調理製菓専門学校(3)

本田学園ホンダテクノ
カレッジ関東(1)

１６名
（株）キクチ(2)
（株）ワカキ(1)
（株）角田精工(1)
医療社団法人清山会(1)
相双五城信用組合(1)
医療法人金上仁友会
金上病院(1)
(株)サカイ引越センター(1)

受験準備（

）
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角高フラワープロジェクト
昨年 3 月、生徒会執行部が東京都道路整備保全公社の被災地復興支援事業
に応募して花の苗やプランターを頂いたことから、全校生徒で花を育て、地
域に花を植えるボランティア活動「フラワープロジェクト」が始まりました。

植える→育てる(LHR)

運搬作業

みやぎ高校生フォーラム

花のプランターは､東京都
庁前にも置かれ、たくさんの
感謝のメッセージとスナッ
プ写真が送られてきました。

定植作業(各行政区で)

～私たちの志と地域貢献～

2 月 13 日(土) 県庁 2 階講堂

このフォーラムは、県内の高校 73 校が参加し、高校生が日々の学習や体験等を
通じ、醸成してきた志や将来への思いを発表や意見交換で共有し、社会で果たすべ
き役割を考える機会とするものです。角田高校からは、生徒会執行部の鈴木りなさ
んと小島遼太君(1 年 4 組角田中出身)がポスターセッションに参加しました。
2 年 5 組 鈴木 りな さん(槻木中出身)
生徒会を代表して、県庁で行われた高校生フォーラムに参加しました。他校で取
り組んでいる異文化交流やボランティア等の活動発表を聞いて、私と同じ高校生
が、あらゆる活動に積極的に取り組んでいる姿勢は、とても刺激になりました。
当日は、角田高校で取り組んできた「フラワープロジェクト」をポスター発表し
ましたが、プレゼンテーションの技術にさらに磨きをかけていきたいと思います。

ポスターセッション前の
鈴木りなさんと小島遼太君
卒業証書を授与

第 9 回アメリカ短期研修派遣団 ～ただいま 研修中です～
3 月 17 日(木)，
「第９回 角田高等学校アメリカ短期研修派遣団」と
して，生徒 10 名と教員 2 名が，仙台空港を出発しました。
年

組

役割

氏 名

出身中

2

5

ﾘｰﾀﾞｰ

遠藤 裕美

金津

2

3

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ

八島 瑞綺

丸森

1

4

1 年ﾁｰﾌ

坂元 琢斗

角田

1

1

安全係

永沼 和真

角田

1

4

安全係

笠松 諒

船岡

1

2

記録係

須貝 和紀

北角田

1

4

記録係

馬場 晴輝

北角田

1

1

発表係

苅宿 虹歩

金津

2

1

発表係

齋藤 光

丸森

2

4

発表係

中島 菜摘

角田

派遣団は，右表のような行
程で 28 日(月)まで，12 日間の
研修を行ってきます。
23 日(水)の「ＪＡＰＡＮ ＤＡＹ」
では，日本の文化を紹介した
り，歌や踊りを披露します。
帰国後，４月以降に教職員
や全校生徒への報告がありま
す。研修の成果を角高生全員
で共有し，国際感覚をより豊
かなものにしていきたいと思
います。
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仙台空港での出発式。出発の挨拶は笠松諒くん(1 年：船岡中出身)
｢日本ではできない多くの体験を英語でしてきます。｣ 3/17(7:03）

3/18
(金)
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3/27(日)
3/28
(月)

内
容 (＊現地時間)
○出発式(7:00) 仙台空港発(7:45)
○成田国際空港発(11:05)
○ワシントンダレス空港着(＊10:35)
○ワシントンＤＣ市内研修
・リンカーン記念堂・国会議事堂 他
○ワシントンＤＣ市内研修
・ホワイトハウス
・スミソニアン航空博物館 他
○ドーバー高校
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰと対面
○ドーバー市近郊の観光
・フィールドトリップ
○ホストファミリーと過ごす
○ドーバー高校 ･授業体験
・市長表敬訪問
○ドーバー高校 ･授業体験
・プレゼンテーション
○ドーバー高校・授業体験
・ＪＡＰＡＮ ＤＡＹ
・州知事表敬訪問
○ドーバー高校 ･授業体験
・デラウェア州立大学訪問
･ホストファミリーとお別れ会
○ニューヨーク市内研修
･メトロポリタン美術館
･エンパイアステートビル 他
○ニューヨーク市内研修
･自由の女神像 ･グラウンドゼロ
･チャイナタウン・国連本部 他
○ケネディ空港発(*12:30)
○成田国際空港着(15:25)
○仙台空港着(20:00)
○解散式

