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☆校長挨拶 男女共学 併設型中高一貫教育校 完成

校長 倉光 恭三

この春第六期生として中学校 102 名，高等学校 223 名の入学で，
中学１年から高校３年まで中高一貫生が揃いました。これをもって
男女共学・併設型の中高一貫教育校が完成いたしました。
創立以来 111 年の歴史を振り返りますと，明治の「東華高等女学
校」大正の「第二高等女学校」昭和の「第二女子高校」そして平成
の「二華中学校・高等学校」に至る伝統は，創立以来歴史の波の大
きな転換点で，時代の要請を受け未来へ向かい飛躍を遂げてきた道
のりでした。平成の転換点におきましても，建学の精神「志向建学」，校訓である「進取創造」「至誠
貢献」のもと日本・世界の将来をリードできる人材が求められる中，この学舎は益々その輝きを増し
ています。
今 年 は 文 部 科 学 省 が 指 定 す る 「 ス ー パ ー グ ロ ー バ ル ハ イ ス ク ール（ＳＧＨ）」２年目に入り
ました。世界的視野をもつ人材育成のため，国際交流の深化と学校設定科目である「ＳＧＨ課題研究」
の更なる充実に取り組むとともに最大限の支援をしていきたいと思います。
結びに，本校生徒は，部活動・委員会活動そして学校行事にも熱心に取り組み，インターハイや全
国総文祭でも活躍しています。今後も男女共学・中高一貫のもと新たな伝統を積み重ねて いきます。

☆二華会より

会長

真壁

孝子

本日は，支部総会の開催おめでとうございます
大震災から５年目となり復興計画の最終年度と言われております。当たり前の生活に一日も早く
戻れるよう願うばかりです。私たちは天災と人災の狭間で生きており，悲惨な経験や体験を乗り越
えて生きなければならないと思っています。母校は創立 111 年目を迎え，男女共学・中高一貫の仙
台二華中学校・高等学校として，活発に文武両道で頑張っておられます。二華会ではお互いの親睦
を図りながら，出来る限りの母校支援を今後も続けていきたいと思い
ます。皆様の更なるご協力・ご支援をよろしくお願い申し上げます。
☆ 今年も学校が紡いできた歴史を振り返る「展示コーナー」が

１階メモリアルスペースに設置されました
５月７日の開校記念に合わせて「東華女学校」設立の前史以来
の歴史を振り返るコーナーが設置されました。展 示パネルの前で
来校者の他，在校生も足を止め見入っている姿が多く見られました。
創立以来 111 年の先人達の思いを心に刻み，新たな伝統をつく
ることを決意しているようでした。

☆平成２７年度《部活動の成績》

＊主な成績

〈高校：運動部・文化部等〉
◎ソフトボール部：高校総体ベスト８ ◎剣道部：女子団体ベスト８
◎体操部：県総体第７位
◎バドミントン部：女子ベスト８
◎陸上部：男子 400M ハードル第３位，三段跳び第４位 女子円盤投げ
第４位 女子砲丸投げ第５位（以上４名東北大会出場），
東北大会女子陸上砲丸投げ第８位
◎水泳部：県総体女子総合４位，女子 400M フリー R 第３位，
400M メドレー R 第５位，100M 背泳ぎ第８位，200M 背泳ぎ
第８位，800M 自由形第８位，400M 自由形第７位，
50M 自由形７位，100M 自由形第６位，200M 自由形第３位
◎バドミントン部：県新人戦女子団体第３位（東北大会出場）
◎弓道部：男子団体ベスト８，
◎放送部：NHK 高校放送コンテスト県大会，アナウンス部門優秀賞２名（全国大会出場），
朗読部門優良賞５名， テレビドキュメント 部門優良賞
創作ラジオドラマ部門優秀賞（全国大会出場） 東北高等学校アナウンス朗読コンテスト
朗読部門第９位，全国高等学校総合文化祭朗読部門出場１名
◎美術部：全国高校生国際美術展奨励賞，仙台市展：美研会長賞２名，優秀賞６名，
美研賞２名，ポスター賞１名，第 41 回全国総文祭ポスター原画優秀賞，
全日本学生美術展佳作，高校総合文化祭美術・工芸部門全国大会出場
◎東北の建築を描く展：第１位大賞 特別賞２名 入選７名
◎音 楽 部 ：全日本合唱コンクール県大会金賞，ソプラニスタ岡本知
高コンサート出演（中・高）
◎国際理解に関する弁論大会：教育長賞，会長賞，ユネスコ協会賞，宮城県国際化
協会賞，仙台観光国際協会賞
◎英語弁論大会：第２部第３位 ◎統計グラフコンクール特選（全国出品）
◎全国情報処理選手権：ビギナー部門優勝（全国表彰）
◎数学甲子園 2015：東北・北海道ブロック第１位（全国大会出場）
◎全国高校生デザイン選手権大会決勝大会（全国大会）第３位

〈中学：運動部・文化部等〉
◎陸上部：県中総体 男子砲丸投げ第１位（最優秀選手賞），男子 110MH 第１位（両種目東北大会及び
通信陸上大会第１位全国大会出場），女子四種目競技第７位
通信陸上宮城県大会 女子砲丸投げ第５位，四種競技第６位，男子 3000M 第７位
東北大会 男子共通砲丸投第２位，男子共通 110MH 第３位
◎水泳部：県中総体 男子 1500M 自由形第３位，男子 400M 個人メドレー第５位（両種目東北大会出場）
男子 400M フリーリレー第７位
◎音楽部：全日本合唱コンクール県大会金賞（第１位）県知事賞 東北大会
金賞（全国大会出場）
◎美術部：宮城県愛鳥週間ポスター第１位優秀賞
◎自然科学部：宮城サイエンスディ「みやぎの未来を担うで賞」他７賞受賞
◎科学の甲子園ジュニア：２ B チーム第１位（全国大会出場）
◎全国中学校デザイン選手権大会：入賞１点（最終審査進出）入選３点
◎成田山全国競書大会：秀作金剛賞２名，特選月輪賞１名
◎全国公募東北書道展：準特選

☆男子バスケットボール同好会が部へ昇格
愛好会より活動を続けてきた男子バスケットボール同好会が，4 月 22 日
に開かれた生徒総会で活動実績が認められ，生徒会則 18 条から 20 条の規
定により，部への昇格が賛成多数で承認されました。部員は 10 人，総体
でも奮闘しました，今後部活動としても活躍していくことを期待しています。 【生徒総会での採決】

☆進路状況

「大健闘！

平成２６年度卒業生」

平成２６年度の大学入試の状況は，国公立大学合格 126 名（101 名），私立大学合格 370 名（280
名）でした。国公立大学の内訳は，東北大学 16 名（11 名），宮城教育大学 20 名（17 名），宮城大
学 15 名（14 名），北海道大学 1 名（1 名），筑波大学 3 名（3 名），お茶の水女子大学 1 名（1 名），
東京学芸大学 2 名（2 名），山形大学 22 名（19 名），岩手大学 7 名（4 名），福島大学 7 名（7 名），
新潟大学 3 名（3 名）等です。平成 26 年度の卒業生は，男女共学化し，１学年が６クラスになっ
た仙台二華高校３回生の生徒達でした。新課程入試の初年度で，理科の入試科目が大幅に変更され，
大学入試センター試験では苦戦を強いられましたが，最後まで粘った結果，国公立大学現役合格者
数が 100 名を超えています。過卒生も健闘し，東北大学や宮崎大学医学部医学科などの難関大学に
も合格しています。私立大学の内訳は，早稲田大学が 2 名（1 名），慶應義塾大学 1 名（1 名），明
治大学 3 名（3 名），中央大学 11 名（8 名），法政大学 13 名（5 名），東京理科大学 4 名（2 名），日
本大学 13 名（7 名），関西大学 2 名（2 名），関西学院大学 2 名（2 名），東北学院大学 131 名（115
名），東北福祉大学 23 名（20 名），宮城学院女子大学 44 名（42 名）等となっています。
【卒業生 237 名（ ）内は現役合格者数】

☆夏！ 体育大会（球技）・文化祭が開かれる

８月２１日(金)に体育大会（球技）
が，続く２９日（土）と３０日（日）には「文化祭」が開催されました。
体育大会では，生徒会長より「中学校は全学年が 105 名でそろった記念すべき年，爽やかなプレーを期
待して いま す」 と激励 があ り， 各種目とも 熱戦が繰り 広げられま した。また 文化祭は「まつりじゃ
まつりじゃ 二華三昧」のテーマのもと盛り上がりました。生徒の勢いと活動の質の高さを感じることの
できるステージ発表をはじめ，教室では日頃の活動の成果を発表したり，模擬店を出すなど，各団体とも
お客様と一緒に二華三昧の２日間でした。そして恒例の二華会館での店頭販売にバザー，むにゃむにゃ通
り商店街の出店もあり大盛況となりました。行事を通して，学校と
地域の絆はより深まりました。

☆今年も「鯉のぼり」が泳ぎ，「七夕飾り」がそよぎました
二華の風物詩となった校舎エントランス
の「鯉のぼり」と「七夕飾り」が，生徒の活
躍の勢いを受け，優雅に泳ぎ，そよぎま
した。１２月には「ツリー」，そして３月
には「ひな人形」が飾られます。

☆
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東豊中学校

８
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山内 淳史

新規採用

１ 仙台二華高校 事務部長

庄司 美智

２ 仙台二華高校

加藤 徳善

３ 仙台二華高校 主幹教諭

菅原 賢一

４ 仙台二華高校

教 諭

山田 仙一

５

教諭

加茂 博行

仙台二華

教 頭

中学校

退

退

職

職

角田中学校

聡

（教頭）

６ 仙台二華高校

教諭

田中美奈子

小松島支援

９ 仙台二華高校

主幹

佐久間由美子 宮城第一高

主 幹

伊藤 直子

県図書館（ 司書）

10 仙台二華高校

主事

河野 さやか

主 事

横田 裕里

仙台教育事務所

11 仙台二華中学校 常勤講師 髙橋 由利子 南三陸採用 常勤講師

秋葉 紗英

新規任用(中学校)

12 仙台二華高校 常勤講師

仙石 光史

船岡支援採用 常勤講師

加藤 敬至

新 規（中学校）

13 仙台二華高校 常勤講師

松田 万里

常勤講師

金澤 俊郎

新 規（高校）

利府西中

14 仙台二華高校 常勤講師 二瓶 すみ子 退職（4/30）
【27年度非常勤講師・職員】
○佐藤 佐知世（技家・中学）
○櫻庭 寛子 （地歴・高校）
○瀧澤 卓郎（地歴・高校）
○坂上 聡
（公民・高校）
○藤川チユキ（理科・高校）
○松井 典昭（情報・高校）
○及川 沙紀 （情報・高校）
○田代ひとみ（書道・高校） ○小野寺美枝子（国語・高校）
○今野 俊之 （英語・高校）
○豊岡 幹雄（数学・高校）
○坂本 信毅（物理・高校）
○大築 由果 （保健・高校）
○プラトゥムチャイ ウｲラート（SGH 課題研究 9/30 まで）
○アナニャ スリタワン（SGH 課題研究） ○大久保 和雄（生徒指導サポーター）
○椿 栄子（SGH サポーター）
○平田 真由美（情報化支援員） ○永野 淑子（情報活用支援員）
○大島 麻理（キャリアアドバイザー）○吉田 愛（事務支援員）

ご挨拶（教頭

佐藤弘人）

この度の異動で加藤徳善教頭よりバトンを託され着任いたしました
佐藤弘人 （ひろと） と申します 。前任校は利府西中学校でした。それ以前
は仙台西高校，仙台第三高校，石巻女子高などに勤めていました。
７階建ての校舎，111 年の歴史の重み，中高一貫の制度と昨年より指
定されたＳＧＨに圧倒されながら日々職務を遂行しております。
生徒達に求められる活躍のフィールドは日本のみならず世界であり，

【４月８日 着任式】

身につけるべき資質として，豊かな教養は勿論，探究心と深い思考そして最後は相手を思いやること
のできるコミュニケーション力が期待されると考えています。また，中学校からの一貫生と高校から
入学する高入生が一体となって成長していくことが二華の未来へ向けての原動力になると感じています。
二華の職員は最高のスタッフです。生徒と職員お互いの力を出し切れるよう微力ですが，尽くして
いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

