仙台城南高校が目指す教育
－ ３年後のキミが自慢 !! －
生徒が化ける場を仕掛ける 生徒一人一人の能力を引き出す教育へのチャレンジ！

生徒が化ける場を仕掛ける

- 生徒を学校内で仕込み，外に出して発酵させる 発酵

仕込み

○ボランティア活動

自発性
リ－ダ－性

○地域活動など
他校生や地域に !
（人前に出してみる）

・特進科（普通科）
・探究科（普通科）
・科学技術科（工業科）

「知 的 好 奇 心 」の育 成

○部活動（体育部・文化部） 協調性

「人 間 性 」の 育 成

○生徒会・各種委員会活動

驚き

●大学との連携

●グロ－バル教育の推進

・大学等でのインタ－ンシップ

・留学生との交流

・研究活動への指導助言など

・台湾姉妹校等との交流など

●ＩＣＴ教育の推進

●地域との連携

・タブレット端末を活用した授業実践

・八木山地区住民との交流

疑問

・県教委・仙台市教委等との共同研究 ・仙台地区住民との連携など

気付き

●機関・企業との連携 ●学会等での発表
・動物園，水族館等との連携

・探究科，自然科学部など

・企業との製品共同開発

・特進科（普通科）

工大と城南高との

・探究科（普通科）

「高大連携協議会」

・科学技術科（工業科）

「高校生活に目標を持たせる」

（ＫＪ協議会）
正式に発足
(Ｈ２９．４)

ダンス部
日本で、そして世界で活躍！

トロフィーを手にした中村さん

カップを抱えた渡邉さん

アメリカンダンスドリルチーム
インターナショナルチャンピオンシップ（2018 年３⽉）

３年後の
キミが自慢

世界第１位 ソロ部門
探究科２年 中村 ⾶龍 さん（塩竈第一中出身）
世界第５位 ヒップホップ部門
探究科３年 入間川 優佳 さん（増田中出身）
探究科２年 渡邉 唯 さん（広瀬中出身）、今野 若葉 さん（みどり台中出身）
2017 年８⽉に開催された「全国⾼等
仙台城南高等学校 ダンス部
学校ダンスドリル選手権大会」で世界大
×
会出場を決めたダンス部が３月 24 日、
パンダライオン
アメリカ・テキサス州にあるノーステキ 「パーリー☆ピーポー♪」 You Tube で公開中︕
サス⼤学を会場に⾏われた世界⼤会「ア
メリカンダンスドリルチーム・インター
ナショナルチャンピオンシップ 2018」
に出場しました。
※大会全体で 11 部門あり、参加した高
校生チーム総数は約 400 組。

からくりロボット研究部
優秀賞受賞
視覚機能を失ってい
る全盲者や、視覚機
能を有しているが弱
視などの人々のため
のアプリケーション
を提案。

第 9 回国際ナノ・アプリケーションコンテスト
（iCAN'18） （2018 年４⽉）
優秀賞（６位程度）
科学技術科３年 佐々木 涼太 さん（六郷中出⾝）
科学技術科３年 佐々木 優一 さん（広瀬中出身）
科学技術科２年 鈴⽊ 武留 さん（仙台第一中出身）
※ 高校生、高専生、専門学校生、大学生 、大学院生を
対象としたコンテストで、優勝は京都大学でした。

地理オリンピック
金メダル受賞

空手・レスリング・フェンシング３種目でインターハイ出場
宮城県高校総体の結果（2018 年６⽉）
サッカー ベスト８、バスケットボール ベスト 16

技能五輪全国大会(於：幕張メッセ)
女子高生では史上初出場決定！

硬式野球部 選手宣誓
第 100 回全国⾼校野球選⼿権記念宮城⼤会（2018 年７⽉）
ベスト 16
選手宣誓 探究科３年 高橋 良平 さん（高崎中出身）
宣誓

東⽇本⼤震災から七年、復興にはもう少し時

間がかかります。
未だ消えない悲しみの涙は
拭いきれない汗のようです。
しかし、宮城県は着実に前に歩んでいます。
それは、全国の皆さんの支えがあったからです。
今、野球ができる幸せをかみしめて、元気と希
望を届けます。

平成最後の年に、記念すべき
宮城⼤会の舞台に⽴てる巡り合わせを、

100 回を迎える、

私たちは心から誇りに思います。
生まれ育った宮城を元気にするために、

第 12 回科学地理オリンピック⽇本選⼿権（2018 年２⽉）
⾦メダル 特進科３年 永山 数馬 さん（⻑町中出⾝）
※ ⾦メダルは全国で 12 名が受賞

自然科学部
トウホクサンショウウオの研究から
活動場所を大きく展開
平成 29 年より「トウホクサンショウウオ」の研究で積極的に活動しています。
2017 年6 月 未来プロジェクト in 仙台
※ 事業の採択を受けて絵本を作製
「みんなで守ろう 仙台のトウホクサンショウウオ 〜杜の都の三⽇⽉ぼうや〜」
2017 年8 月 集まれ︕理系⼥⼦ ⼥⼦⽣徒による科学研究発表交流会
2017 年12 月 みんなで野⽣のトウホクサンショウウオを観察してみよう︕（ふくじゅ保育園・福聚幼稚園）
平成30 年度も活動を広げています。

そして次の 100

情報ネットワーク施工学生日本一決定戦（2018 年 4 月）
優秀賞 科学技術科３年 茂庭 彩花 さん（松陵中出身）

高校生ものづくりコンテスト
ポスターデザイン優秀賞受賞
科学技術科２年 堀江 葉⽉ さん（六郷中出身） 作品左
科学技術科２年 石田 ⾥沙 さん（六郷中出身） 作品右

学都仙台サイエンスデイ
⽇本動物学会東北⽀部⼤会 マリンチャレンジプログラム
（2018 年７⽉）
優秀賞受賞（2018 年 7 月） 北海道東北⼤会（2018 年 8 月） ※ 全国⼯業⾼等学校⻑協会が主催するコンテスト。最優秀賞１名、
科学技術科１年 角田 陽向 さん（⻑町中出身） 科学技術科３年 佐々木 朋華 さん（桃生中出身）
優秀賞 10 名が受賞。
上遠野 望羽 さん（岩沼⻄中出⾝）

高校生らしく

年につなぐために、

はつらつと

部員一丸となって

躍動することを誓います。

みやぎのアスリート 2020
指定選手に
フェンシング競技
探究科２年 藤澤 将匡 さん（松岩中出身）
探究科２年 猪狩 つばさ さん（仙台第一中出身）

スポーツクライミング（ボルダリング）競技

科学技術科１年 竹田 創 さん（柳⽣中出⾝）

左︓藤澤さん

右︓猪狩さん

竹田さん

