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（ぶんしつひんぴん）
「外面に表れた美しさ（文）と内
面の実質（質）とが，ほどよく調
和し，共に備わっていること」

第 70 回卒業証書授与式
３月１日（木）
，平成２９年度第７０回卒業証書授与式
が行われ，多くのご来賓の方々や保護者の皆様，先生方，
後輩達に見送られ，全日制課程１９４名の卒業生が学び舎
から巣立っていきました。佐々校長先生は式辞の中で，

先に行われた平昌オリンピックのメダリスト高梨沙羅選
手の言葉「慌てず，焦らず，諦めず」を取り上げ，
「良い
時も悪い時も，常に平常心で努力を続けることが成功に
繋がるということを忘れず，仕事に勉学に励んでほしい。
人は出会いと別れを経験して成長していく。高校時代に
出会った一生の友を大事にしつつ，新しい出会いに臆す
ることなく進んでほしい。卒業生のより一層の成長を期
待しています。
」（一部抜粋）と述べられました。大商か
校長式辞

ら巣立つ卒業生には，今まで支えてくれた多くの皆さんへ
の感謝の気持ちを忘れずに，各方面で活躍されることを楽
しみにしています。

保護者の皆様には，当日は足元の悪い中，駐車場に協
力いただきありがとうございました。

答辞

担任による呼名

卒業生各種表彰
★専門高等学校等御下賜金記念

★全国商業高等学校長協会卒業生

★宮城県産業教育振興協会長賞

中央会長賞優良卒業生表彰

成績優優良卒業生表彰秀者表彰

１組

香味

花蓮（村田第二中）

４組

３組 菅原

４組

鈴木

拓人（白

石

中）

５組

髙宮いづみ（槻

木

中）

小野寺愛永（大河原中）

道亮（川崎中）

★皆勤賞表彰
1組

渡邉圭亮（角田中） 3 組

武田深咲（東

中） 4 組

小野寺愛永(大河原中） 5 組

渡邉朋也（船岡中）

1組

佐藤里美（村田第一中） 3 組

千葉玲奈（東

中） 4 組

佐藤加奈（川崎中） 5 組

安倍亜梨沙(大河原中）

1組

芝崎もえ（白川中） 3 組

萬亀山恵美（丸森中） 4 組

宍戸理子（大河原中） 5 組

岩間彩香（角田中）

1組

髙橋美奈（円田中） 4 組 加藤直裕（北角田中） 4 組

半澤青夏（小原中） 5 組

遠藤理菜（北角田中）

1組

高橋幸奈（船岡中） 4 組

菅野拓海（船迫中） 5 組

青木

翼（船岡中） 5 組

佐々木育美（村田第一中）

2組

石川美波（川崎中） 4 組

丹野雅弥（船岡中） 5 組

阿部孝平（大河原中） 5 組

田中珠衣（村田第一中）

2組

萩原香蓮（大河原中） 4 組 遠藤夏帆（北角田中） 5 組

佐藤幸祐（宮

山川玲亜（円田中）

3組

大槻

匠（東

中） 4 組

遊佐光希（福岡中） 5 組

3組

浅野

涼（東

中）

太田芽依（白石中） 5 組

中） 5 組

和田夢華（東

※上記以外にも，高体連・高文連各専門部より優秀賞・功労賞など
多くの卒業生が受賞しています。
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卒業生の主な進路先
「4 年制大学」
東北学院大学
宮城学院大学

東北工業大学 仙台大学 尚絅学院大学 東北福祉大学 石巻専修大学
東北芸術工科大学 江戸川大学 國學院大學 千葉商科大学 富士大学

東北文化学園大学
筑波学園大学

「短期大学」
仙台青葉学院短期大学

福島学院大学短期大学部

仙台赤門短期大学

「専門学校」
キャスウェルホテル＆ブライダル専門学校 国際マルチビジネス専門学校 仙台医健専門学校 仙台医療秘書福祉専門学校
仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 仙台医療福祉専門学校 仙台大原簿記情報公務員専門学校 仙台こども専門学校
仙台コミュニケーションアート専門学校 仙台総合ペット専門学校 仙台ヘアメイク専門学校 仙台幼児保育専門学校
仙台リゾート＆スポーツ専門学校 専門学校デジタルアーツ仙台校 東京法律専門学校仙台校 東北電子専門学校
日本デザイナー芸術学院仙台校 東北歯科技工士専門学校 東北文化学園専門学校 宮城調理製菓専門学校
赤堀製菓専門学校 中部楽器技術専門学校 東京医薬専門学校 福島県立テクノアカデミー

「就職先」
●事務職
（県内）
：(株)表蔵王ゴルフクラブ (株)クオリティテック (株)七十七銀行 (株)仙台リサイクルセンター
(株)想恵 (株)東京ダイヤモンド工具製作所仙台工場 (株)東邦銀行 (株)フクベイフーズ
(株)マトロ (株)ヤマザキ物流 (有)成和ストレージ仙台営業所 (有)田中事務所仙台支店
アイリスオーヤマ(株) 岩機ダイカスト工業(株) エースパッケージ 関東運輸(株)
北日本工業(株) 産電工業(株) 宗教法人竹駒神社 仙台トヨペット(株) 仙南信用金庫
相双信用組合 トーカドエナジー(株)白石工場 東北森永乳業(株) 東北電力(株) 東北菱倉運輸(株)
日本梱包運輸倉庫(株) 日本郵便(株)東北支社 はたけなか製麺(株) 舞台アグリイノベーション(株)
みやぎ仙南農業組合 みやぎ亘理農業組合 宮城ダイハツ販売(株) 宮城商事(株)
（県外）
：(株)杉孝 (株)太陽

●販売職・接客職
（県内）
：(株)伊藤チェーン (株)エービ－シー・マート (株)オートランドリータカノ (株)菓匠三全
(株)コージィコーポレーション (株)コジマ (株)サトー商会 (株)三喜 (株)仙台三越
(株)藤崎 (株)鉾建仏光堂角田店 (株)ホットマン (株)ヨークベニマル (株)レイカズン
(株)サクラテック (株)ダブルストーン ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ(株) イオンリテール(株)東北カンパニー
(一財)蔵王酪農センター お茶の井ヶ田(株) 勝山企業(株)「仙台勝山館」
大和ﾘｿﾞｰﾄ(株)宮城蔵王ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ ネッツトヨタ仙台(株) ヤマセエレクトロニクス(株)
（県外）
：(株)メイフーズ

●総合職・専門職
（県内）
：(株)常磐福祉会 (株)桃寿会 コスモシステム(株)
トヨタ部品宮城共販(株)
（県外）
：(株)日本線路技術 東日本旅客鉄道(株)

宗教法人 竹駒神社

東洋ワーク(株)

●技能職・製造職
（県内）
：(株)アステム (株)ヴィ･クルー (株)菓匠三全 (株)ケーヒン (株)ｺｽﾒﾃｨｯｸ･ｱｲｰﾀﾞ仙台工場
(株)ニチレイフーズ白石工場 アルプス電気(株)角田工場 セコム工業(株) 滝沢ハム(株)
トーカドエナジー(株)白石工場 東北セキスイハイム工業(株) 東北通信機器(株)
東洋ゴム工業(株)仙台工場 はたけなか製麺(株) 花菱縫製(株)白石工場
（県外）
：(株)ケーヒン 曙ブレーキ福島製造(株) 山﨑製パン(株)

●公務員
大河原町職員

柴田町職員

陸上自衛隊

第 2 回 いじめ防止・生徒指導問題対策推進委員会
２月１３日（火）にＰＴＡ会長はじめ５名の役員の方にご出
席いただき，第 2 回いじめ防止・生徒
指導問題対策推進委員会が開かれまし
た。次年度に向けてのいじめ防止の取
り組みについて，貴重なご意見を頂戴
し，大変有意義な会議になりました。

第３回ＰＴＡ役員会
２月１９日（月）に第３回ＰＴＡ役員会を開催しました。平
成２９年度事業報告や各会計中間報告，平成３０年度の行事予
定，本部役員について提案され，了承
されました。今年度も地区ＰＴＡ，山
形方面への研修旅行，大商祭への参加
など，ＰＴＡ行事への多数のご参加あ
りがとうございました。

４月の行事予定
9 日(月)始業式・新任式・入学式
10 日(火)対面式・部活動紹介・１年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
11 日(水)到達度テスト
13 日(金)ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ・身体測定・各種委員会
16 日(月)各種委員会
17 日(火)尿検査・歯科検診 2 年
18 日(水)尿検査・部活動登録
19 日(木)循環器検診 1 年・クラス面談(～25 日)
20 日(木)開校記念日
25 日(水)前期生徒総会
26 日(木)胸部レントゲン検診 1 年
27 日(金)歯科検診 2 年
28 日(土)ＰＴＡ総会・公開授業

