
 

 

 

 

 

 

3 月 1 日(日)に第 57 回卒業証書授与式が行われました。新型コロナウィルスによる影響でアリーナでの式典を中止し、各教室で

TV 会議システムを利用した式と担任の先生から卒業証書を授与しました。特進科 29 名、探究科 208 名、科学技術科 164 名、計

401 名の生徒が仙台城南高等学校第５期生として巣立ちました。 
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 暖冬とはいえ、寒かった東北の冬は明け、春暖の気配漂う今

日の佳き日。何かと世間は騒がしく、いやがおうにも巻き込ま

れていく僕たちですが、世間の煽りいざ知らず僕たちは至って

今日も元気に学校に登校しました。 

 今日で最後の登校日。仙台城南高校に「さよなら」の挨拶を

するため、仙台城南高校第５期生、私たち401名、いざ旅立ち

の日。 

 本当はアリーナで最後のさよならコンサートを行いたかった

のですが、きっと大勢の僕たちのファンが押しかけて、アリー

ナには入りきれない方々が出てしまうので、今日は慣れ親しん

だ僕たちのそれぞれの教室で「さよなら仙台城南高校」を歌い

たいと思います。 

 今⽇のこの卒業式のため、例年と変わらぬご⾼配を理事⻑先

⽣始め、校⻑先⽣、先⽣⽅、保護者の⽅々、学校後援会、同窓

会、他にも多くの関係各所様よりご祝辞、記念品を賜っており

ます。 

 皆様、あたたかな卒業式を挙行していただき誠にありがとう

ございます。卒業生一同心から御礼申し上げます。 

 振り返れば三年前、地元中学から、全校生徒千名を超えるこ

こ仙台城南高校に足を踏み入れた時の緊張は今でも忘れること

はできません。高校入学は、僕たちにとって大きな岐路であっ

たし、大きな決断でもあったり、各々の思いが複雑に交差して

僕たちは出逢いました。 

 

 

 めくるめく城南ライフ。毎日怒られていたかもしれませんが、

僕たちは誰もが一度吹っ切れた感のある卓越したユーモアパフォ

ーマーであり、そして教室でみんなでいつも笑っていた三年間で

した。 

 元気いっぱいの僕たち五期生。誰も見てないと思ってやってみ

たら見事にバレていく展開。部活だって、話が違うじゃないかと

何度も心の中で叫びながら走った日々も懐かしい。 

 サッカーが好きで、野球が好きで、ハンドボールが好きで、楽

器が好きで、友達が好きで、実に趣味をエンジョイした三年間。 

 みんなとバカ騒ぎしては先生方に追われる日々。僕たちはすっ

かり甘えて楽しんでいました。それができたのも、仙台城南高校

という、あたたかな懐の中で守られていたからだと卒業生一同よ

り感謝の念でいっぱいです。 

 僕たちは明日からそれぞれの道を歩きます。横には変わらない

友の顔があります。一人だけど一人ではない意味を胸に刻み、消

えない悲しみもそっと胸におさめて、僕たちはこれからもずっ

と、きっと強く笑いながら歩いていく。 

 仙台城南高等学校 ありがとう 仙台城南高等学校 さよなら 

 仙台城南高校がここ八木山でいつまでも僕たちを見守ってくれ

るふるさとであり続けますように 

 胸いっぱいのありがとうを込めて答辞とさせていただきます。 
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〈宮城県スポーツ賞〉

〈宮城県スポーツ賞〉〈宮城県スポーツ賞〉

〈宮城県スポーツ賞〉 

  

 

 功績賞 竹田 創 スポーツクライミング 

 

〈宮城県スポーツ協会表彰〉

〈宮城県スポーツ協会表彰〉〈宮城県スポーツ協会表彰〉

〈宮城県スポーツ協会表彰〉 

  

 

 国⺠体育⼤会⼊賞者表彰(個人) 

木地谷 将伍 レスリング(岩切中出身) 

佐藤 冬唯 レスリング(高森中出身) 

鈴木 淳斗 レスリング(村田第一中出身) 

星 達貴 空手道(河南東中出身) 

 

 国⺠体育⼤会⼊賞者表彰(団体） 

 フェンシング少年男子 藤澤 将匡(松岩中出身) 

            内ヶ崎 良磨(東華中出身) 

            阿部 康樹(南小泉中出身) 

 

〈宮城県⾼等学校体育連盟表彰〉

〈宮城県⾼等学校体育連盟表彰〉〈宮城県⾼等学校体育連盟表彰〉

〈宮城県⾼等学校体育連盟表彰〉 

  

 

特別表彰(個人) 藤澤 将匡 フェンシング(松岩中出身) 

特別表彰(団体) 男子フェンシング部 

功績賞(個人) 

神保 そら レスリング(大河原中出身) 

木地谷 将伍 レスリング(岩切中出身) 

佐藤 冬唯 レスリング(高森中出身) 

鈴木 淳斗 レスリング(村田第一中出身) 

星 達貴 空手道(河南東中出身) 

 

〈宮城県⾼等学校⽂化連盟賞〉

〈宮城県⾼等学校⽂化連盟賞〉〈宮城県⾼等学校⽂化連盟賞〉

〈宮城県⾼等学校⽂化連盟賞〉 

  

 

吹奏楽部 

（東日本学校吹奏楽大会出場） 

安達 稜人(幸町中出身) 

（技能五輪全国大会 情報ネットワーク施行出場） 

 

 

  

 

 

  

 

  

    

  第二種電気工事士合格

第二種電気工事士合格第二種電気工事士合格

第二種電気工事士合格 

  

 

岩間 輝太(八軒中出身) 

⿊沼 颯太(五城中出身) 

佐藤 新(秋保中出身) 

佐藤 優真(六郷中出身) 

庄司 匠(六郷中出身) 

鈴木 学人(広瀬中出身) 

鈴木 翔太(広瀬中出身) 

八島 ⻁流(八軒中出身) 

工藤 明人(沖野中出身) 

金 宙弘(広瀬中出身) 

今野 日向(桜丘中出身) 

佐藤 壮太(上杉山中出身) 

松川 空稔(八軒中出身) 

 

 

ジュニアマイスターゴールド

ジュニアマイスターゴールドジュニアマイスターゴールド

ジュニアマイスターゴールド 

  

 

 佐藤 明(山田中出身)  安達 稜人(幸町中出身 

 

ジュニアマイスターシルバー

ジュニアマイスターシルバージュニアマイスターシルバー

ジュニアマイスターシルバー 

  

 

 渡辺 雄大(塩竈第一中出身)  伊藤 太一(八乙女中出身) 

 松浦 璃久(三条中出身)  

 

ジュニアマイスター

ジュニアマイスタージュニアマイスター

ジュニアマイスターブロンズ

ブロンズブロンズ

ブロンズ 

  

 

 鈴木 大遥(八木山中出身)  福原 択海(折立中出身) 

 加藤 豪(岩沼中出身)  小林 択海(名取第一中出身) 

 佐藤 友啓(八軒中出身)  千葉 龍樹(山田中出身) 

 星 修平(蒲町中出身)  

 

＜ジュニアマイスター顕彰制度＞とは？ 

全国⼯業⾼等学校⻑協会は、⼯業系学科の⽣徒が職業資格の取得や

技術・技能検定の合格を通して、 

工業に関する知識・技術・技能を習得し、自信と誇りを持って、産

業界で活躍できるよう励ますことを目的として優秀生徒を顕彰す

る制度を設けています。 
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全国高校デザイン教育研究会

全国高校デザイン教育研究会全国高校デザイン教育研究会

全国高校デザイン教育研究会 

  

 

理事⻑賞

理事⻑賞理事⻑賞

理事⻑賞 

  

 

 石田里沙(六郷中出身) 

日本私立中学高等学校連合会

日本私立中学高等学校連合会日本私立中学高等学校連合会

日本私立中学高等学校連合会 

  

 

 池田 祐歌(仙台第一中出身) 

全国情報技術教育研究会

全国情報技術教育研究会全国情報技術教育研究会

全国情報技術教育研究会 

  

 

 宮里 紫苑(五橋中出身) 

全国電子機械教育研究会

全国電子機械教育研究会全国電子機械教育研究会

全国電子機械教育研究会 

  

 

  鈴木 武留(仙台第一中出身) 

 

公益財団法人

公益財団法人公益財団法人

公益財団法人 

  

 

産業教育振興中央会

産業教育振興中央会産業教育振興中央会

産業教育振興中央会 

  

 

 鈴木 敬太(向洋中出身) 

宮城県産業教育振興協会

宮城県産業教育振興協会宮城県産業教育振興協会

宮城県産業教育振興協会 

  

 

 千葉 龍樹(山田中出身) 

 伊藤 野乃香(⻑町中出身) 

 丹野 結日(仙台第二中出身) 

 木村 流宇斗(将監中出身) 

 

  

  

 

 

 

予餞会が⾏われました 
1月 24 ⽇予餞会を⾏いました。１・２年⽣から感謝の⾔葉と記念

品を贈り、ダンスや演奏などで会場を盛り上げました。また、放

送部によるメッセージ動画は笑いと感動が溢れました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

３月の月間予定 
 1 日(日) 第 57 回卒業証書授与式 

 2 日(月) 臨時休業［~18(水)］ 

 5 日(木) 登校日 10:00 

18 日(水) 後期一般入試 

19 日(木) 終業式・離任式 

20 日(⾦) 学年末休業［~4/7(火)］ 

25 日(水) 新入生予備登校 

26 日(木) 新入生スタディーサポート 


