臆紫定期戦の歴史と伝統

新たな伝統を私たちの手で

共に凱歌を歌おう

（志波姫中出身）

一丸となり死力を尽くし，凱歌を轟かせようではないか。

応接練習を乗り越えた先に
1年4組 高橋 杏実
（若柳中出身）

人のためプロジェクトは，平成25年度入学の先輩方が
「人のためになることを何かしよう」という目標を立て，始
まったものです。私たちの代では「芝桜プロジェクト」を維

築館高校に入学して間もなく応援練習。先輩方から聞い
ていた話のとおり，初めは辛かったです。です析一生懸命
声を出し，仲間とともに支え合いながら練習することで真
の築高生になれたと思います。応援練習を通して，目標達
成するため最後までやり抜く大切さを知り，達成感を味わ
うことができました。皆さんも私たちと応援練習を乗り越
え，ともに凱歌を響かせませんか？

活躍できるチャンスが君にもJ

成長したもう一人の自分と会うために

持・継続することや昨年先輩方が完成させた復興応援歌
を歌い継いでいくことなど，先輩方が作り上げたものを大
切にしながら，新たなプロジェクトに取り組もうと考えてい
ます。また，この人のためプロジェクトは，生徒が自ら企画
し話合い，実行していくものです。もちろん大変なこともあ
りますが，それ以上に大きな達成感や充実感を得ることが
できます。私も入学前から「人のためプロジェクト」に関わ
りたいと思い1年生から活動を続けています。皆さんも築
館高校に入学して一緒に活動してみませんか。
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2年2組 工藤 紗南

（栗原西中出身）

￡加ce2ロαぎ

針

人のためプロジェクト

2年4組 佐藤 祐希
58回目の古川高校との膿紫定期戦。昨年の悔しさ，雪
辱を果たすべく宿敵古志に奮闘したが，勝利まであと一歩
届かず築館の地に凱歌を響かせることができなかった。朝
告会での団長・生徒会長の涙，我々へ勝利を託した姿を忘
れてはいけない。来年は，敵地古志での開催だ。全校生徒

宮城県築館高等学校

学校長 三浦 孝洋
r3年後，なりたい自分がそこにいる。」が合い言葉の築館高
校は，人間としての生き方を考え，自分の将来を設計し．目標を1・
定め，互いに惑め合いながら，自分のカセ未知の分野に挑む車
校です。3年後，10年後，20年後￣の自己の姿をイメージしなが
ら，その実現に向けて日々精進していける学校です。
築館高校が開校以来一貫して最大の目標としてきたことは，一
人ひとりの生徒が各自の夢の実現を目指して学習や課外活動に
取り組み，全員が進路目標を達成することです。その実現のため
に，先生方が一丸となって，全面的な支援を行います。
卒業の時には，自分でも驚くほど大きく成長したもう一人の自
分に出会えるはずです。築館高校を選び入学してくれる新入生諸
君を大歓迎します。

鼠【」

生徒会長 小野寺 立鼻
（築館中出身）

皆さん，こんにちは仁築館高校は勉強も部活動も頑張れる，
とても充実した学校です。私はそんな学校を選択して，とても良
かったと感じています。
本校は，フロンティアクラスとライフプランニングクラスの2種
類のクラスに分かれるため，√どんな進路希望にもその準戒へ向け

て努力できる環境が整bています。普段の授業の他に多様な課
外授業もあるため，進路達成に向け全員が頑張っています。ま
た，部活動も盛んです。インターハイや東北大会に出場する部も
多く，文化軌運動部の隔たりなく，どの部も熱心に活動してい
ます。部活動では，諦めない心や仲間とともに通うの目標に向か
う力を身につけることができます。他にも築館高校には様々な独
自の取り組みがあり，中でも，生徒全員が部員のボランティア部
は．地域のたくさんの方々と交流し．自分の視野を広げています。
さらに，「人のためプロジェクト」では，校舎の周りに芝桜を植え
たり，復興応援歌を制作したりと．「人々のためになること」を進
めています。そして，なんといっても対古志定期戦。それに向けた
応接練習は，一年生にとって忘れられない体験となるでしょう。

県下でも数少ないこの応援練習は，築館高校の伝統を肌で感
じ，自分の成長も感じることのできる貴重な機会となります。
このように，築館高校には，頑張る皆さんが活躍できる機会が
たくさんあります。ぜひ，私たちと充実した高校生活を送り，忘れ
られない思い出を作りましょう！
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平成30年度入試概要

各教科への取り組み状況 学習内容などを毎日記
入し，学習習慣 生活習慣の確立を図る。
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①調査書 225点
（∋学力検査：国・数・突 各100点の計300点
③学校独自検査 個人面接10分．75点

士吼 放課後 長期休業時に実施。進学 一般教
英∵公務員コースを設け，あらゆる進路に対応した
実践的な学力 能力を育成する。
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宮城県築館高等学校
〒987−2203

宮城県栗原市築館字下宮野町浦22番地

TELO228−22−3126

ボランティア部
2年3組 尾崎 欧介

大学の先生を招いての出前授業。専門的な学問の
一端に触れることで進慮意識の高揚を図る。

皿望警悪芸芸書霊宝芸崇三雲票票課乱、。

学習合宿

築館高校

FAXO228−22−4104

URL http／／tuklko．myswanne．JP

遇課題
3学年ともに英数国の3科目で実施。基礎基本の定
着をはかるとともに家庭学習の習慣を確立する。

（瀬峰中出身）
築館高校には．全校生徒が部員であり．全教職員が
顧問であるボランティア部があります。そんな全国的に
も珍しいこの部活動は．年を重ねることに県内 全国へ
とその存在が知られ注目されています。実際に．今年開
催された全国高等学校総合文化祭ではその活動を発
表する機会がありました。
私は2年生ですが．すでに10回以上もボランティア
に参加しています欄参加して気がついたことは∴ボラン
ティアはたたのお手伝いではなく自分の将来をさまざ
まな視点から考えることのできる絶好の機会であると
いうことです。また，これから社会に出ていく私たちの
社会勉強の場にもなります。この珍しい取り組みをして
いる学校は他にないため．築館高校にはボランティア
をしたくて入学する人もいます。皆さんも私たちと一緒
にボランティア部員として活動してみませんか。

夏期 冬期休業時に実施。自学自習を中心とした学
習習慣の確立と大学受験 公務員試験に向けた基
礎力・応用力を養成を目的とする。

小論文指導
推薦AO入試対策として全教員で指導に当たる。マン
ツ【マンの細やかな指導により合格までサポート。

就職・進学最前線レポート（1学年）
それぞれの興味・進路希望に応じて職場や上級学
校を訪問し．インタビュ【を実施。事後にはプレゼ
ンテ【ションまで行う。
（

各種検定
英検・漢検 数学検定・書写検定などの資格取得を
サポート。就職希望者にはマナー検定も実施。

膵慧聖文器中出身）
合格発表の日，私の受験番号があったのです。学校で泣きそうに

望しました。築館高校は先輩が後輩を育てる気風もあり，生徒が主
体的に活動しています。中学生のみなさん。ぜひ，築飴高校へ。

佐々木 理子（若柳中出身）
私は今，小学校のからの夢である児童福祉司になるため北海道
で社会福祉について学んでいます。自分が夢に近づくことが出来た
のは，一般受験の私のために苦手分野のプリントを作ってくれた
り．勉強の機会を設けてくれたりと盤石なサポートで応接してくれた
先生方のフットワークの軽さのお陰です。築館高校はただ勉強に特
化するのではなく，生徒一人ひとりの志が尊重される学校です。3
年後自分の未来を創造できるのが築館高校です。

岩手大学

東北学院大学

人文社会科学部地域政策課程

教養学部人間科学科

萩野

遼（築館中出身）

私がみなさんに伝えたいことは，諦めなければ進路達成を実現で
きるということです。模試で点数が取れなかったとしても，試験まで

努力を続けた人が合格するのだと思います。今，私は社会科学部地
域政策課程を学んでいますが，簗高で体験したボランティア活動が
生かされていると感じています。築館高校は頼れる先生方がいま
す。国公立も一般入試で十分に狙えます。

熊谷

麗（中田中出身）

私は築館高で一歩踏み出す勇気を身につけることができました。
ここには他校にはないチャームポイントがたくさんあります。「全校
ボランティア部」や「人のためプロジェクト」。私は様々な企画を提
案し．それを実行できる楽しさを学びました。朝の放送ボランティア
や芝桜プロジェクト。熊本支援プロジェクト等々。ここは生徒の可
能性を全力で引き出してくれます。一歩前進したい人はぜひ築館高
校へ。

宮城学院女子大学

経済経営学類

学芸学部日本文学科

菅原 拓磨（志波姫中出身）
福島大学に合格できた結果は自らの努力はもちろん，先生方のお
陰でもあります。志望校決定から合格まで多くの先生方に手厚くサ
ポートしていただいたので，自分の進路達成に邁進することができ
たのです。築館高校は勉強だけでなく部活動も活発で，卓球部に所
属していた私も団体で東北大会に出場した経験があります。生徒の
やる気を引き出し，強力にサポートしてくれる体制が整っているのか

築館高校です。

平山 りほ（築館中出身）
現在，日本文学会と呼ばれる学科の運営や企画に携わりながら
中学生に勉強を教えるサークルにも入り，忙しい日々を過ごしていま
す。このようなサークルに入った理由は，築館高校で経験した生徒
会の活動やボランティア部が大きく影響しています。卒業まで進路
が確定できず，焦りやストレスを感じることも多々ありましたが，たく
さん友人や先生方の支えがあって乗り切ることができました。感謝
の気持ちを忘れません。

北海道教育大学函館校

東北医科薬科大学

国際地域学科

薬学部薬学科

川田 瑞穂（築館中出身）
築館高校は目標に向けて．クラスの仲間，先生方が共に闘ってく
れる高校です。今，思えば築館高校の行事の盛り上力りノや協力は本
当に素晴らしいものでした。面接が苦手な私は，自分が成長できて
いるのか自信が持てず思い悩むことも多かったのですか，その度に
多くの先生方．友人らに助けられて自分が入学したい大学に入れま
した。築館高校で過ごした日々に感謝しています。

高橋 怜央（志波姫中出身）
高校時代は自分次第で良くも悪くも変わります。早いうちに卒業
後の展望と方向性を決める事をお勧めします。私は進路が定まった
のが3年の頃で焦りがありました。しかし、夢を持って必死に勉強を
積み重ねると自ずと道は開けてきます。全力を注げば築館高校の先
生方も周りの友達もサポートしてくれます。私はこの高校で多くの事
を学びました。築館高校で夢を叶えましょう。

山形県立米沢栄養大学

東洋大学

健康栄養学部健康栄養学科

文学部日本文学文化学科イブニングコース

早坂 悠真（志波姫中学校）
「3年後，なりたい自分がそこにいる。」がキャッチプレースの築

館高校で私は「なりたい自分」を見つけることができました。今私
は管理栄養士を目指し，数学系や食品に関する科目を勉強し，今後
は人体の構造や体の中で起こる反応等を学び．食のスペシャリスト
になるため自分を磨いています。中学生は自分の適性で悩む時期で
すがそんな皆さんこそ簗高への入学をお勧めします。細やかな進路
指導で自分の可能性，新たな自分を発見できるはずです。

梶田 里菜（若柳中出身）
私はイブ二ンクコースで夕方18：15〜21・25の時間帯に授業を受

けています。はじめは抵抗がありましたが．昼間の授業と同じ先生
が教えてくれるところや上限はありますが．塁間の授業も履修が可

能なので充実した学校生活です。私の窓校時代の受験勉強は放課
後も土日も学校でした。仲間から刺激をもらいながら，東洋大学か

ら合格をいただくまで，先生方や友達，家族にたくさん支えてもらい
ました。自分が今いる場所でどう頑張るかが大切です。中学生の皆
さん，築館高校で頑張れる自分を見つけてください。

盲手にした卒業生いらのメッセージ

福島大学

東北職業能力開発大学校
電子情報技術科

日本郵便株式会社
白鳥

Jl旧】雅巳（築館中出身）
なんとなく親と同じ理容・美容師になるのかなと他人事のように
考えていた進路ですが，高校生活の中で様々な刺激を受け，進学も

なりたい庖労し

なりました。今回の成果は，私一人では到底為しえないものであった
と考えています。特に、プレゼン資料の作成に関しては．多くの先
生方の手助けがなければ．試験に間に合わなかったはず。高校で日
本史や世界史に興味を持ち，もっと歴史を学びたいとこの大学を希

保健福祉学部社会福祉学科

﹁3年後

名寄市立大学

巧（築館中学校出身）

私は今，築館郵便局に勤務し．人と揺する仕事をしています。3年
前までは人見知りな性格でした。そんな自分が日々の築館高校の生

視野に入りました。そんな時，この学校のオープンスクールに参加し．

活を通して自分から話せるようになりました。築館恵オ交には「自分を

「工業系の仕事もおもしろい」「この学校の電子情報技術科に進学
したい」と思い始め，必死で勉強しました。進路変更の相談に乗っ
てくれ，応援してくれた先生方に感謝しています。広い視野を持てる
のが築館高校の良さの一つです。中学校のみなさんにお勧めです。

後輩達に良き伝統を引き継いでほしいという気持ちを込めて桜の木
を校庭に植えるというものでした。夢を可能にできるのが築館高校
の魅力です。ここで新たな自分を見つけましょう。

石巻赤十字看護専門学校

高める」環境があります。私は卒業間際に「後輩達に何か残そう」と
いうプロジェクトを企画し∴実行しました。それは母校への感謝と，

東北電力株式会社
栗原登米営業所

熊谷 姫乃（築館中出身）
宮城県内の高等看護専門学校は偏差値や倍率が高く．かなり不
安でした。しかし「絶対に日赤に入りたい」という思いで，入試科目

である小論文と面接と．書類審査に向けて準備しました。小論文は
毎日最低1枚は書きました。面接はたくさんの先生方に練習しても
らいました。また自分の経験値を高めるためにボランティアにも多
く参加しました。万全の準備をし，自分に自信をもって笑顔で入試
に臨めたのは，生徒をとことん応援してくれる先生方がいたからで
す。今夢に向かって前進しています。

（
▲三▲

陸上自衛隊岩手駐屯地
第9特科大隊
小野寺千春（中田中出身）

鈴木 克海（志波姫中出身）
「この会社を受けてみないか」と先生からお話をいただいたのが

入社のきっかけです。築館高校は就職希望者にも課外授業があり
ます。就職試験の勉強で困った時も先生方から丁寧に教えていただ
きました。特に私は面接が苦手だったのですか，重点的に何度もご
指導いただいたお陰で自信を持って試験に臨むことができました。
築館高校は思い描く将来を実現できるようサポートしていただける
学校。私の誇りです。

千田 涼花（金成中出身）
創株式会社七十七銀行
私は築館高校を卒業し，七十七銀行に就職しました。仕事はまだ

私は今陸上自衛隊に勤務しています。自衛隊というと厳しいイメ
ージがありますが，決してそのようなことはありません。私も始めは

まだ分からないことだらけです力1出来ないことが出来るようになる

自衛隊に抵抗がありました。しかし，公務員を目指していた私を応援
してくれた先生方に相談し，入隊する決心がつきました。築館高校
の先生方はとても熱心に生徒をサポートしてくださいます。頼れる
先生方に囲まれ，自信もついてきます。ぜひ，築館高校に入学し，夢

と嬉しくなり達成感を感じます。在学中に資格を取得した時や，テス
トでいい成績を取った時など，目標を達成する喜びを3年間で学ん
だから今の私があるのだと思います。中学生のみなさん。まだ 進路
が決定していなくても大丈夫です。築館高校に入学し．なりたい自

を叶えましょう。

分を見つけてみませんか？

主な進路先（平成28年度）
く国公立大学〉
山形大学，岩手大学，北海道教育大学，福島大学，山形県立米
沢栄養大学，釧路公立大学，名寄市立大学

く私立大学〉
東北学院大学，東北医科薬科大学，東北工業大学，東北福祉大
学，仙台大学，仙台白百合女子大学，東北文化学園大学，宮城
学院女子大学，尚網学院大学，石巻専修大学，岩手医科大学，い
わき明星大学，盛岡大学，東北芸術工科大学，中央学院大学，
秀明大学，武蔵野大学．玉川大学，東洋大学，神奈Jll大学．帝
京科学大学，高崎健康福祉大学，城西大学

〈専門各種学校〉
石巻赤十字看護専門学校，花巻高等看護専門学校，水沢学苑看
護専門学校，久喜看護専門学校，昭和大学医学部附属看護専門
学校，横浜中央病院附属看護専門学校，仙台医師会准看護学
校，大崎市医師会附属准看護学校，一関准看譲吉等専修学校，
仙台医健専門学校，仙台医療秘書専門学校，仙台リゾート＆ス
ポーツ専門学校，東北保健医療専門学校，仙台高等技術専門学
校，仙台大原簿記情朝専門学校，仙台ウェティンク＆ブライダル
専門学校，東京汀会計専門学校仙台校．宮城調理製菓専門学
校，仙台こども専門学校，東北愛犬専門学校，仙台ビュー
ティーアート専門学校，東京スクールオフミュージック＆タン

ス専門学校，大阪ベヒイ動物看護専門学校

く公務員〉

一般曹候補生，自衛官候補生

く民間〉
〈管内〉 達内科，太平洋工業㈱，栗っこ農協，菅
原産業細倉運輸，工ヌ工ストート 大成
エレクトロニクス．社会福祉法人迫川
会，ジオマテック，イワサキ通信工業，
アクアテック，ウイル，東日本リサイク
ルシステムズ，クックカーテン，株式会

社粟峰保険サーヒス
〈県内〉 七十七銀行㈱，トヨタカローラ宮城㈱，

日本郵便㈱，東北電力，仙台勝山館，
栗っこライフサーヒス，みやき登米農

協，古川星陵病院，卜ヨテツ東北㈱，東
北イノアック，ホテル瑞鳳，鳴子観光ホ
テル．ホテルクレセント マルハ産業，

解北自動車整備工場，理光工業，ホテル
新宮事，クリエイティブマックス，上野

㈱，イオンスーパーセンター．㈱北光，
墨廼江酒造㈱，㈱工ムズ．ヤマセエレクト
ロニクス，共立メンテナンス，ニチイ学館

