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教育庁関連情報一覧（平成２９年３月１５日～平成２９年４月１７日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

〇「平成２８年度みやぎジュニアトップアスリートアカデミー修了式 

平成２９年度みやぎジュニアトップアスリートアカデミー開講式」を開催しました 

  平成２６年４月にみやぎゴールドジュニアアスリートに認定され，３年間にわたりアカデミー育成プログラムに一生懸命 

取り組んだ第２期生（小学６年生）の修了式と，新たに宮城県内の小学３年生３７０名の中から厳正なる審査の上認定された

第５期生（３０名）の開講式を開催しました。 

【概 要】 

 期 日 平成２９年３月１８日（土）１３時２０分から１６時まで 

 場 所 宮城県行政庁舎２階講堂 

 対象者 みやぎゴールドジュニアアスリート［第２期生～第５期生］ 

［修了式］ 第２期生 ２９名（小学６年生） 

     ［開校式］ 第５期生 ３０名（小学３年生：※新４年生） 

 内 容 ○修了証書授与・認定証書授与 

     ○特別記念講演 講師：千田 健太氏 

（2012年ロンドン五輪フェンシング男子フルーレ団体銀メダル）                                                      

 

 

 

 

 

 

２ 

 

○『「政宗が育んだ“伊達”な文化」日本遺産認定記念シンポジウム』を開催しました 

  昨年４月，県が仙台市・塩竈市・松島町とともに文化庁に申請した「政宗が育んだ“伊達”な文化」が日本遺産に認定され， 

 これを記念するシンポジウムを開催しました。 

【概 要】 

期 日 平成２９年３月２０日（月・祝）１２時３０分から１６時まで 

場 所 仙台国際センター「大ホール」 

内 容 ○日本遺産構成文化遺産紹介：「大沢の田植踊」/大沢田植踊保存会 

    ○トークショー：日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」の魅力を語る 

     佐藤憲一（元仙台市博物館長）・村上新悟（俳優）・小日向えり（タレント） 

    ○パネルディスカッション：日本遺産で地域を変えよう 

     本田勝之助（日本遺産プロデューサー） 

     宮城県・仙台市・塩竈市・多賀城市・松島町各自治体の代表 

                        （担当：文化財保護課） 

 

資料配付（１） 

 

（担当：スポーツ健康課） 
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３ 

 

 

 

 

 

〇「平成２８年度熊本長期派遣教員帰任報告会」を開催しました 

宮城県教育委員会から派遣され，熊本地震の被災校で支援に当たった教員２名が帰任されたことから，支援活動成果の 

報告会を開催しました。 

【概 要】 

 期 日  平成２９年４月５日（水）１５時１５分から１５時４５分まで 

 場 所  宮城県教育委員会教育長室（宮城県行政庁舎１６階） 

 帰任教職員 

 ○南三陸町立志津川小学校 主幹教諭 仲松 晃（なかまつ こう） 

  ・派遣校  御船町立滝尾小学校 

  ・派遣期間 平成２８年 ６月６日（月）から平成２９年３月３１日(金)まで 

  ○登米市立石越中学校 養護教諭  𠮷本 有希（よしもと あき） 

  ・派遣校  御船町立小坂（おざか）小学校 

  ・派遣期間 平成２８年１１月１日（火）から平成２９年３月３１日(金)まで 

 

                           （担当：教職員課）                                      

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

○「平成３０年度（平成２９年度実施）教員採用選考 Miyagi Seminer」を開催しました 

宮城の教員として働くことの素晴らしさや魅力を現場の先生方からの生の声で伝えるとともに，今年度実施の教員採用 

候補者選考について説明を行いました 。 

【概 要】 

 期 日  平成２９年４月１５日（土）１３時から１５時まで 

 場 所  宮城県行政庁舎２階講堂 

   対象者    宮城県公立学校教員採用候補者選考受験予定者 

   内 容  ○今年度受験を考えている方々へのメッセージ 

        講師：南三陸町立志津川小学校 齋藤 明 校長 

           ○パネルディスカッション（小中高特別支援それぞれの若手教員による体験談） 

       ○教員採用選考の概要説明 

        ※各ブースによる質問コーナー開設                                 （担当：教職員課） 
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５ 

 

○「東北大学教授川島隆太氏講演会」を開催しました 

「スマホ、生活習慣の乱れが，子どもの心身の健康をむしばむ」をテーマに，講演会が開催されました。 

【概 要】 

期 日 平成２９年４月１６日（日）１０時３０分から正午まで 

場 所 宮城県行政庁舎２階講堂 

主 催 早寝・早起き・朝ごはん実行委員会 in宮城/宮城県教育委員会 

内 容 子育てに深く入り込んでいるスマホが，使い方次第で子どもの知力，学力に大きく差が現れる事について，科学的データに基づき 

紹介されました 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：教育企画室） 

 

                       

 

  



- 1 - 

 

平 成 ３ ０ 年 度 宮 城 県 公 立 学 校 

教 員 採 用 候 補 者 選 考 要 項 
                                宮城県教育委員会                                                           

【受付期間】 平成２９年４月２１日（金）～ 平成２９年５月１８日（木） 

【出願方法】 原則としてインターネットによる電子申請 

【第１次選考】 平成２９年７月２２日（土） 

【第２次選考】 平成２９年９月１１日（月）～ １５日（金）のうちの１日（面接１・２，模擬授業） 

１６日（土）（実技試験） 

 

平成３０年度宮城県公立学校教員採用候補者選考（仙台市立学校を除く）を次のとおり行います。 

なお，今年度の選考より宮城県と仙台市はそれぞれで採用選考を行うことになりました。仙台市立学校を希望する方は

仙台市教育委員会への出願になります。 

昨年度からの主な変更点は次のとおりです。 

【昨年度からの主な変更点】 
 

① 「地域枠」の設定（小学校出願者のみ） 

小学校の一般選考，教職経験者特別選考の中に『地域枠』を設けます。南三陸教育事務所管内に採用後１０年間

程度勤務できる方を対象とします。 

② 「特別支援学校枠」の設定（小学校出願者のみ） 

小学校の一般選考，教職経験者特別選考の中に『特別支援学校枠』を設けます。小学校の教諭の免許状と特別支

援学校の教諭の免許状，両方を所有している方が出願できます。採用後は主に特別支援学校での勤務となります。 

③ 「英語枠」の設定（小学校出願者のみ） 

小学校の一般選考，教職経験者特別選考の中に『英語枠』を設けます。小学校英語が教科化されることを見越し

ての採用となります。小学校の教諭の免許状と中学校，高等学校いずれかの外国語（英語）の教諭の免許状，両方

を所有している方が出願できます。 

④ 英語志願者に対して資格所有を義務づけ 

  中学校「英語」，高等学校「英語」を志願する方に対し，下記のいずれかの資格保有を義務づけます。ただし，

今年度から3年間は「資格保有が望ましい」とする移行期間とし，平成33年度（平成32年度実施）の教員採用選

考から義務づけとします。  

ア. 英語検定2級以上  イ. TOEIC 550点以上  ウ. TOEFL ( iBT )60点以上  エ. 国連英検B級以上 

⑤ 複数免許保有の促進 

  高等学校「地理歴史」又は「公民」を志願する方に対し，「地理歴史」，「公民」両方の教科の免許状の所有を

義務づけます。ただし，今年度から3年間は「資格保有が望ましい」とする移行期間とし，平成33年度（平成32

年度実施）の教員採用選考から義務づけとします。 

⑥ 高等学校「情報」の採用選考実施 

     高等学校「情報」の採用選考を実施します。高等学校「情報」の普通免許状と他の教科の高等学校の教諭の普通

免許状，両方を所有している方が出願できます。 

⑦ 第１次選考の筆記試験をマークシート方式に変更 

  これまで記述式で実施していた第１次選考の筆記試験を全てマークシート方式に変更します。 

⑧ 教職教養を「教養」とし，出題内容を変更 

     これまでの教育法規全般の出題から，教員として職務を遂行する上で必要な教育に関する法令，理論，知識を問

う問題に変更します。併せて，これまで実施していた教職教養を小論文に替えての受験は廃止します。 

⑨ 第１次選考で実施していた実技試験を，第２次選考での実施に変更 

     第１次選考で実施していた，小学校，保健体育，音楽，美術の実技試験を，第２次選考での実施に変更します。

それに伴い，栄養教諭Aを除く全ての学校種，教科・科目について第１次選考を東京会場でも実施します。 

⑩ 小学校の「水泳」の実技を廃止 

     これまで第１次選考で実施していた小学校の「水泳」の実技を廃止します。なお，泳力については出願の際の自

己申告とします。     

⑪ 模擬授業の実施方法の変更 

     選考当日に提示する複数の教材の中から任意に１つの教材を選択し，授業案を考えた後，模擬授業を行います。 

2003898lo
配付資料（２）
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Ⅰ 募集内容 
 （１）一般選考 

校種・職種・採用枠等 教科（科目）・要件等 志願に必要な免許状 採用予定人数 

小学校 

一般枠  小学校の教諭の普通免許状 

１８０名程度 

（うち地域枠5名，

特別支援学校枠10

名，英語枠15名を

含む） 

地域枠  小学校の教諭の普通免許状 

特別支援学校枠  

小学校の教諭の普通免許状と特

別支援学校の教諭の普通免許状

の両方 

英語枠  

小学校の教諭の普通免許状と中

学校，高等学校いずれかの外国

語（英語）の教諭の普通免許状

の両方 

中学校 一般枠 国語，社会，数学，理科，技術，英語 
志願教科の中学校の教諭の普通

免許状 
１４０名程度 

中・高 一般枠 保健体育，音楽，美術，家庭， 

志願教科の中学校の教諭，高等

学校の教諭いずれか，あるいは

両方の普通免許状 

中学校，高等学

校の採用予定 

人数に含む 

高等学校 一般枠 

国語，地理歴史（日本史，世界史，地理），

公民，数学，理科（物理，化学，生物，地学），

農業，工業，（機械，電気・電子，建築，工

業化学），商業，水産（航海系，食品系），

情報，福祉，英語 

志願教科（科目）の高等学校の

教諭の普通免許状（情報出願者

は情報の普通免許状と情報以外

の高等学校の教諭の普通免許状

の両方） 

８０名程度 

養護教諭 一般枠  養護教諭の普通免許状 １５名程度 

栄養教諭 
栄養教諭Ａ 

宮城県内（仙台市立を除く）の公立学校で 

勤務する本務栄養職員 
栄養教諭の普通免許状 若干名程度 

栄養教諭Ｂ 栄養教諭Ａ以外の者 栄養教諭の普通免許状 若干名程度 

（２） 教職経験者特別選考 
校種・職種・採用枠等 教科（科目）等 志願に必要な免許状 採用予定人数 

小学校 

一般枠  小学校の教諭の普通免許状 

一般選考採用予

定人数に含む 

地域枠  小学校の教諭の普通免許状 

特別支援学校枠  

小学校の教諭の普通免許状と特

別支援学校の教諭の普通免許状

の両方 

英語枠  

小学校の教諭の普通免許状と中

学校，高等学校いずれかの外国

語（英語）の教諭の普通免許状

の両方 

小学校，栄養教

諭Ａ以外の全

ての校種・職種 

一般枠 一般選考に同じ 一般選考に同じ 
一般選考採用予

定人数に含む 

（３）障害者特別選考 
校種・職種・採用枠等 教科（科目）等 志願に必要な免許状 採用予定人数 

一般選考の一般枠に同じ 一般選考に同じ 一般選考に同じ 若干名 

【留意事項】 
＊ 採用予定人数は，平成２９年４月１４日現在の見込数であり，実際の採用人数とは異なる場合があります。 

＊ 小学校の地域枠志願者は，第一次選考，第二次選考共に地域枠内での選考から漏れた場合，小学校の一般枠での選考対
象となります。 

＊ 小学校の特別支援学校枠志願者は，第一次選考，第二次選考共に特別支援学校枠内での選考から漏れた場合，小学校の
一般枠での選考対象となります。 

＊ 小学校の英語枠志願者は，第一次選考，第二次選考共に英語枠内での選考から漏れた場合，小学校の一般枠での選考対
象となります。 

＊ 地域枠，特別支援学校枠，英語枠の併願はできません。 

＊ 保健体育，音楽，美術，家庭については，中学校，高等学校の区別なく一括しての採用となります。 

＊ 養護教諭については，校種の区別なく一括しての採用となります。 

＊ 栄養教諭については，A・Bいずれの出願者も採用後の配置は県内の義務教育諸学校もしくは県立学校となります。 

＊ 特別支援学校への採用を希望する場合でも，小学校，中学校，中・高，高等学校，養護教諭，栄養教諭のいずれかを選
んでの出願となります。 

＊ 日本国籍を有しない者を採用する場合は，『期限を附さない講師』としての任用となります。 

 



- 3 - 

 

Ⅱ 出願資格 
 （１）一般選考 

   ※ 次の１）～４）に掲げる事項のすべてに該当する者 

１）学校教育法第９条及び地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者。 

２）平成３０年４月１日時点で有効である志願する採用校種及び教科（科目）の普通免許状を有する者又は平成３０

年３月３１日までに取得見込みの者。 

ア．小学校の地域枠を志願する場合は，南三陸教育事務所管内に採用後１０年間程度勤務できる者。 

イ．小学校の特別支援学校枠を志願する場合は，小学校の普通免許状と特別支援学校の普通免許状の両方を有す

る者又は平成３０年３月３１日までに両方を取得見込みの者。 

ウ．小学校の英語枠を志願する場合は，小学校の普通免許状と中学校，高等学校いずれかの外国語（英語）教諭

の普通免許状の両方を有する者又は平成３０年３月３１日までに両方を取得見込みの者。 

エ．小学校を志願する場合は，クロール又は平泳ぎのいずれかの泳法で２５m以上泳ぐことができる者。 

オ．中学校英語，高等学校英語を志願する場合は，以下のいずれかの資格を有していることが望ましい。 

    ① 英語検定２級以上  ② TOEIC５５０点以上  ③ TOEFL ( iBT )６０点以上  ④ 国連英検B級以上 

    現在資格を有している者は、出願時の電子申請にて「取得資格等」の「資格名」欄に必ずその所有資格およ

び級・スコアを記入すること。なお，平成３３年度（平成３２年度実施）の教員採用選考からは上記のいずれ

かの資格を有することを出願資格とします。（資格の級・スコアについては今後変更の予定があります） 

カ．高等学校の地理歴史，公民を志願する場合は，地理歴史と公民の普通免許状の両方を有することが望ましい。 

    なお，平成３３年度（平成３２年度実施）の教員採用選考からは上記の免許の両方を有することを出願資格

とします。 

キ．高等学校の水産（航海系）を志願する場合は，水産又は商船の普通免許状に加え，船舶職員及び小型船舶操

縦者法に定める３級以上の海技士資格（航海）を有している者又は平成３０年３月３１日までに取得見込みの

者。 

    ※出願時の電子申請にて，「取得資格等」の「資格名」欄に必ず航海系または食品系の希望を記入すること。

また，航海系志願者は「○級海技士資格（航海）」取得もしくは取得見込みのいずれかを記入すること。  

ク．高等学校の情報を志願する場合は，情報の普通免許状と他の教科の高等学校の普通免許状の両方を有する者

又は平成３０年３月３１日までに両方を取得見込みの者。 なお，採用後は情報を主に担当しますが，情報以外

の所有免許状の授業を担当することもあります。 

３）昭和３３年４月２日以降に生まれた者。（平成３０年４月１日現在の年齢が６０歳未満の者） 

４）県内どこにでも勤務できる者。 

（２）教職経験者特別選考 

  ※ 一般選考の出願資格１）～４）に加えて，次の１），２）のうちいずれかに該当する者 

１）平成２４年４月１日から平成２９年５月１８日までに，宮城県内・仙台市内の国公立学校で常勤講師，代替養護

教諭又は代替栄養教諭としての経験が通算２４月以上ある者で，出願時に宮城県内・仙台市内の国公立学校の常

勤講師（注１），非常勤講師（注１），実習助手，寄宿舎指導員，代替養護教諭，代替栄養教諭，代替実習助手又は代替

寄宿舎指導員のいずれかとして勤務している者。（休業等の者を除く)  

２）出願時に学校教育法第１条に定められた学校（注２）の校長，副校長，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，養護教

諭又は栄養教諭に継続して２４月以上勤務している者。（休業等の者を除く） 

（注１） 常勤講師の中には，宮城県内の市町村が小・中学校で臨時的任用をしている教育職員（採用条件として教員の免許状の所有を定め，勤務時

間が１週あたり３８時間４５分以上の者）を含みます。また，非常勤講師については，採用条件として教員の免許状の所有を定めているものと

します。 

（注２）「出願時に学校教育法第１条に定められた学校」の本務教員は，受験予定の学校種と同一の学校種であること。例えば，現在小学校に勤務し

ている本務教員が，中学校区分に出願することはできません。 

（注３）「教職経験者特別選考」の対象者であっても「一般選考」に出願は可能ですが，「一般選考」と「教職経験者特別選考」に同時に出願するこ

とはできません。 

（３）障害者特別選考 

  ※ 一般選考の出願資格１）～４）に加えて，次の１），２）の両方に該当する者 

１）身体障害者手帳の交付を受け，その障害の程度が１級から６級までの者。 

２）自力による通勤及び職務遂行が可能な者。 

 

【留意事項】 

＊ 「障害者特別選考」の対象者であっても「一般選考」に出願は可能ですが，「一般選考」と「障害者特別選考」

に同時に出願することはできません。 

＊ 「障害者特別選考」は宮城県内会場での実施となります。 
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Ⅲ 出願手続 
 （１）出願方法，出願期間 
   １）出願方法：出願は，原則として「電子申請」です。 

宮城県教育庁教職員課のWebページからの出願になります。申請にあたっては宮城県教育庁教職員課Webペー
ジ上の「電子申請マニュアル」等を参照し，専用入力フォームに正確に入力してください。 

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/ 
   ２）申し込みの際に取得した「到達番号」と「問い合わせ番号」は登録状況の確認の際に必要です。 
   ３）後日，「採用願書」（受験番号が付されたもの）と「出願者名票」（受験番号が付されたもの）を印刷する必要

がありますので，印刷が可能な環境にあるパーソナルコンピューターから出願してください。 
   ４）出願期間：平成２９年４月２１日（金） 午後１時 ～ 平成２９年５月１８日（木） 午後５時 までに出願して

ください。（電子申請は平成２９年５月１８日（木）午後５時までに完了しないと受付できません） 
   （注）電子申請が困難な場合は，宮城県教育庁教職員課（022-211-3637）へ問い合わせをしてください。 
（２）提出書類 （③，④，⑤，⑥，⑭，⑮，⑯，⑰については該当者のみ提出となります） 

時期 提出する書類等 注 意 事 項 

出 
 

願 
 

時 

① 採用願書 
② 履歴書（様式第６号） 
 
③ 人物証明書 
 
④ 身体障害者手帳の写し 
 
 
⑤ 名簿登載猶予願い  
 
 
⑥ 配慮事項申出書 

→ 教職員課のWebページ上の入力フォームに入力してください。 
→ 様式を教職員課のWebページからダウンロードし，電子申請前
に作成した後，電子申請を行ってください。 

→ 教職経験者特別選考及び栄養教諭Ａに出願する場合に提出し
てください。（注１）（注２） 

→ 障害者特別選考に出願する場合のみ，郵送により宮城県教育庁
教職員課へ提出してください。提出の締め切りについては 
平成２９年５月１８日（木）（当日消印有効）とします。 

→ 大学院修士課程への進学予定もしくは大学院修士課程在学者
で採用候補者名簿登載の猶予（9頁参照）を希望する場合に提出
してください。（注１） 

→ 受験上何らかの配慮を必要とする場合に提出してください。 
（注１）  

第 

１ 

次 

選 

考 

時 

⑦ 採用願書（様式第５号） 
 
 
⑧ 履歴書（様式第６号） 
 
⑨ 出願者名票 
 
 
⑩ 切手貼付用紙 

→ 電子申請システムから交付された採用願書（受験番号が付され
ているもの）を各自印刷し，写真を貼付したものを第１次選考当日
に提出してください。（注３）  

→ 出願時に提出した履歴書を各自印刷し，押印したものを第１次
選考当日に提出してください。（注３）  

→ 電子申請システムから交付された出願者名票（受験番号が付さ
れているもの）を各自印刷し，採用願書と同一の写真を貼付したも
のを第１次選考当日に持参してください。（注３） 

→ 「切手貼付用紙」は，Webページ上の「各種様式」からダウン
ロードしたものを各自印刷し，所定の切手を貼付したものを第１
次選考当日に提出してください。切手は必ず，９２円切手１枚，
２８０円切手１枚を貼付してください。 

第 

２ 

次 

選 

考 

時 

⑪ 最終学校の卒業証書の写し，又は
最終学校の長の卒業証明書又は修了
証明書 

⑫ 教育職員普通免許状の写し（Ａ４
判）又は免許状取得見込証明書（な
お，これまでに免許更新講習修了確
認，延期又は免許の申請をした者は
，当該証明書の写しを併せて提出す
ること） 

⑬ 切手貼付用紙 
 
 
 
⑭ 海技士免状の写し 
 
 
⑮ 管理栄養士又は栄養士の免許状の
写し（｢栄養教諭｣に出願し，認定講
習等を受講し免許状を取得する予定
の者)  

 
⑯ 配慮事項申出書 
 
 
 
⑰ その他 

→ 卒業見込の者は「卒業見込証明書」を，第２次選考当日に提出
してください。 

 
→ 免許状は，所有するすべての免許状の写しを１通ずつ第２次選
考当日に提出してください。 

  なお，婚姻等により免許状記載の名字が変更されている場合に
は，戸籍抄本等改姓の内容がわかる書類を提出してください。 

 
 
→ 「切手貼付用紙」は，Webページ上の「各種様式」からダウン
ロードしたものを各自印刷し，所定の切手を貼付したものを第２
次選考当日に提出してください。切手は必ず，９２円切手１枚，
２８０円切手１枚を貼付してください。 

→ 「水産」の航海系に出願する者は，３級以上の海技士資格を有
することを証明する免状の写しを第２次選考当日に提出してく
ださい。 

→ 「栄養教諭」に出願し，認定講習等を受講し栄養教諭の教諭の
免許状を取得する予定の者は，⑫に替えて栄養教諭の教諭の免許
状取得計画書（第１次選考結果通知時に指示されたもの)と⑮を
第２次選考当日に提出してください。 

 
→ 実技試験又は面接等において，何らかの配慮を必要とする場合
には，事前に宮城県教育庁教職員課へ電話連絡の上，郵送により
提出してください。提出の締め切りについては平成２９年９月４日
（月）（当日消印有効）とします。 

→ 第１次選考結果通知時に指示されたもの。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/
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（注１） 当該書類を提出する際は，Webページ上の「各種様式」からダウンロードしたものを各自印刷し，宮城県教

育庁教職員課へ郵送してください。出願時に提出する書類の締め切りについては平成２９年５月１８日（木）（当日

消印有効）とします。 

  （注２） 「人物証明書」は，出願者本人の記入欄に出願者本人が記入の上，所属長に作成及び送付を依頼してくださ

い。提出方法は，出願者の所属長からの簡易書留（親展）による郵送のみとします。 

   （注３） 「採用願書」及び「出願者名票」については，７月中旬までに電子申請システムを通じて受験番号及び受験

会場を記載の上，各受験者へ交付しますので，各自で印刷してください。 

  ＊  提出された書類等は返却しません。 

  ＊ 記載内容に虚偽の内容があった場合は受験を認めません。また，合格を取り消す場合があります。 

＊ 郵送による提出物等の送付先  

      〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 

             宮城県教育庁教職員課 教員任用班 教員採用担当 

 
Ⅳ 選考日時・選考内容・会場等 
（１）第１次選考 

１）日時：平成２９年７月２２日（土) 

２）内容：ア．一般選考・・・・・・・・・・・・・適性検査，筆記試験１（専門教養）， 筆記試験２（教養） 

イ．教職経験者特別選考，栄養教諭A・・適性検査，筆記試験１（専門教養）， 集団面接 

ウ．障害者特別選考・・・・・・・・・・適性検査，筆記試験１（専門教養）， 筆記試験２（教養） 

３）会場：第１次選考の会場については，下記のとおりです。 

なお，出願者各自の受験会場については，「出願者名票」を出願者へ交付する際に通知します。 

宮城県内会場 住 所 

宮城県仙台第一高等学校  〒984-8561 宮城県仙台市若林区元茶畑４ 

宮城県仙台二華中学校・高等学校  〒984-0052 宮城県仙台市若林区連坊１－４－１ 

宮城県工業高等学校・宮城県第二工業高等学校 

（同一敷地内） 
 〒980-0813 宮城県仙台市青葉区米ケ袋３－２－１ 

宮城県自治会館  〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１－２－３ 

東京会場 住 所 

東京海洋大学品川キャンパス （注） 〒108-8477 東京都港区港南４－５－７ 

（注） 東京会場は出願の際，東京会場での受験を選択した場合のみ東京会場で受験できます。なお，東京会場では栄

養教諭A，障害者特別選考を除いた選考を行います。 

４）日程及び選考内容 

月日 時 刻 内 容 注 意 事 項 

７ 

月 

22 

日 

9:00 ～  9:30 

9:40 ～  9:50 

10:00 ～ 10:30 

 11:00 ～ 12:00 

  

   

 12:00 ～ 12:30 

 12:30 ～ 13:20 

 13:30 ～ 14:30 

 13:30 ～ 17:00 

 

受付（入室） 

諸注意・諸連絡 

適性検査 

筆記試験１（専門教養） 

各校種，各教科・科目に関す

る専門分野 

採用願書等の提出 

昼食・休憩 

筆記試験２（教養） 

集団面接 

（教職経験者特別選考出願者及び

栄養教諭Ａ出願者） 

① 筆記試験１（専門教養），筆記試験２（教養）共にマ

ークシートの試験になります。 

② 筆記試験１（専門教養）は教員として各校種・職種・

教科（科目）で必要とされる専門知識等を問う問題を出

題します。 

③ 筆記試験２（教養）は教員として職務を遂行する上で

必要な教育に関する法令，理論，知識を問う問題を出題

します。 

④ 高等学校の地理歴史，理科，水産，工業の筆記試験１

は当該教科すべての領域にわたる共通問題と各自の専門

領域の問題から構成されます。 

⑤ 中学校英語及び高等学校英語の筆記試験１で実施して

いたリスニングテストは実施しません。 

⑥ 教職経験者特別選考・栄養教諭Aの集団面接について

の詳細（面接時間・場所等）は第１次選考当日，各会場

で指示をします。 

５）携行品 

① 出願者名票（受験番号が付されたものに，所定の写真を貼付してあるもの） 

② 筆記用具（Ｂ又はＨＢの鉛筆，消しゴム，文字や図等のない無地の下敷き等） 

③ 上履き（必要か否かについては会場毎に異なるので，「受験上の注意」で必ずご確認ください。） 

④ 昼食 

＊ 携行品について，後日Webページ上で改めて連絡しますので，必ずご確認ください。 
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（２）第２次選考（第１次選考合格者についてのみ行います） 

１）日時：平成２９年９月１１日（月）～１５日（金）までの指定する１日で面接，模擬授業を行います。また，実

技のある校種，教科は９月１６日（土）に実技試験を行います。 

２）内容：面接１，面接２，模擬授業，実技試験（実技試験のある校種，教科のみ） 

３）会場：宮城県総合教育センター 〒981-1217 宮城県名取市美田園２－１－４ 

（面接１，面接２，模擬授業，「小学校」，「家庭」，「中学校英語」，「高等学校英語」，「福祉」の実技） 

宮城県名取北高等学校  〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田１０３ 

（「保健体育」，「音楽」，「美術」の実技） 

４）日程及び選考内容：日程については個人毎に異なるので別途本人あて通知します。  

     ① 面接１，面接２：複数の面接委員による面接を１人につき２回行います。 

② 模擬授業：選考当日，出願した学校種，教科（科目）に関して提示する複数の教材の中から任意に１つの教

材を選択し，模擬授業を行います。指定した時間内で授業案を考えた後，模擬授業（１５分程度），自己評価，

面接官との質疑応答等を行います。養護教諭については「保健」，栄養教諭については「食に関する指導」の

授業を行います。      

     ③ 実技試験：下記のとおりとします。 

採用校種 教科 試 験 内 容 ◎注意事項 ・ ◆準備物 

小 

学 

校 

 

 １ ボール運動 
      （基本的動作） 
 ２ マット運動   

 

 

 ３ 鍵盤楽器（電子ピアノ等） 
小学校第３学年以上の歌唱教材から任意の
１曲を選び，伴奏曲を弾きます。 

◆運動着（１５㎝×２０㎝の白布に墨又は黒の油性ペン
で受験番号を記入し，胸と背中にそれぞれ１枚ずつ縫
い付けてください） 

◆屋内用運動靴 

 

◎楽譜を持参してもよい。 

中 
 

・ 

高 

保 

健 

体 
育 

【共通種目】 
  ・水泳，陸上競技，器械運動（マット），ダンス 

 
《球技選択》以下の種目から事前申請した１種目 
 ・バスケットボール 
 ・バレーボール 

 
《武道選択》以下の種目から事前申請した１種目 
 ・柔 道 
 ・剣 道 

◎《球技選択》及び《武道選択》の中から各１種目を
選択し，採用願書の｢受験教科（科目)｣の欄に選択し
た組合せを入力（記入）してください。 

◆運動着（１５㎝×２０㎝の白布に墨又は黒の油性ペ
ンで受験番号を記入し，胸と背中にそれぞれ１枚ず
つ縫い付けてください） 

◆運動靴（屋内用と屋外用を持参） 
◆水着，水泳帽 

◆柔道選択者：柔道着（１５㎝×２０㎝の白布に墨又
は黒の油性ペンで受験番号を記入し，柔
道着の背中に縫い付けてください） 

◆剣道選択者：防具・竹刀・剣道着は不要です。 

音 
 

楽 

【共通試験】 

１ ８小節程度の当日指定された旋律に伴奏をつけ
て，母音唱又は階名唱とピアノにより弾き歌いを
行います。なお，旋律にはコードネームがついて
いるものとします。 

２ 以下にあげる曲から当日指定の１曲を自分でピ
アノ伴奏をしながら歌唱します。 

・「赤とんぼ」（三木露風作詞/山田耕筰作曲) 
・「浜辺の歌」（林古溪作詞/成田為三作曲) 
・「Caro mio ben」（作詞者不詳/G.ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾆ作曲) 
《選択Ａ》 

  ピアノ，管，弦，打楽器のうちの楽器で任意の
１曲を演奏します。 

《選択Ｂ》 

  歌曲，アリアから任意の１曲を演奏します。 

◎選択Ａ，選択Ｂのいずれかを選択し，採用願書の「受
験教科（科目）」の欄に「音楽（選択Ａ）」又は「音
楽（選択Ｂ）」のいずれかを選択し入力してください。 

◎【共通試験】２については，調は問いません。原語で
歌唱してください。また，ピアノ伴奏については，教
科書に記載されている程度とします。 

◎《選択Ａ》及び《選択Ｂ》で伴奏を必要とする場合は，
伴奏者を同伴してください。 

◎《選択Ａ》でピアノ以外の楽器を使用する場合は各自
持参してください。 

◎【共通試験】２，《選択Ａ》及び《選択Ｂ》について
は，楽譜を持参してもよい。 

◆上履き 

美 
術 

・絵画表現 
 ※ 時間は１８０分 

◎課題は当日提示します。 

◆絵画用具一式（絵具は水彩絵具，アクリル絵具いず
れも可），画用鉛筆，消しゴム 

◆上履き 

家 
庭 

・食物（調理実習） 

・被服（被服製作） 

◎被服及び食物実技の両方を実施します。 

◆裁縫セット，エプロン，三角巾，手拭き用タオル 

中学校 
高等学校 

英 
語 

・示された資料の朗読及び英語による面接  

高等学校 
福 
祉 

・介護実習 
◆運動着 

◆屋内用運動靴 
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５）携行品 

① 出願者名票（第１次選考時の受付印のあるもの） 

② 筆記用具 

③ 昼食 

④ その他（各教科・科目で実技試験受験時に必要な物） 

＊ 携行品について，後日Webページ上で改めて連絡しますので，必ずご確認ください。 

 

Ⅴ 選考基準 
（１）第１次選考 

・ 筆記試験１，筆記試験２及び集団面接の結果を選考資料とし，願書・履歴書の記載内容及び人物証明書の記載内

容を勘案して総合的に選考します。 

・ 筆記試験１，筆記試験２及び集団面接のいずれかにおいて著しく低い成績があった場合には，不合格となること

があります。 

１）筆記試験１（専門教養） 

校種・教科（配点） 主な評価の観点 

小学校 （１００点） 
・小学校教員として必要な専門的知識や教養，指導力

等を総合的に身に付けているか。 

中学校 
 国語・社会・数学・理科・技術・英語 

（１００点） 

・教員として必要な教科科目の専門的知識や指導力等

を身に付けているか。 

中・高 保健体育・音楽・美術・家庭 （１００点） 

高等学校 

 国語・公民・数学・農業・商業・情報・福祉・英語 

（１００点） 

 地理歴史・理科・工業・水産 

（共通４０点･専門６０点） 

養護教諭 （１００点） ・養護教諭や栄養教諭として必要な専門的知識や指導

力等を身に付けているか。 栄養教諭 （１００点） 

２）筆記試験２（教養） 

選考内容・（配点） 主な評価の観点 

教養 （１００点） ・教員として必要な教養が習得できているか。 

３）集団面接（教職経験者特別選考受験者及び栄養教諭A受験者） 

選考内容・（評価区分） 主な評価の観点 

数人１組による集団面接（ＡからＣまでの３段階評定を行う） ・教員として必要な資質を備えているか。 

（２）第２次選考 

   ・ 個人面接（適性検査も含む），模擬授業及び実技試験の結果を選考資料とし，第１次選考の成績，願書・履歴書

の記載内容及び人物証明書の記載内容を勘案して総合的に選考します。 

・ 個人面接（適性検査も含む），模擬授業及び実技試験のいずれかにおいて著しく低い評価があった場合には，採

用候補者名簿に登載しません。 

・ 合格者は採用候補者名簿に登載します。 

１）模擬授業及び個人面接 

選考内容 評 価 区 分 主な評価の観点 

模擬授業 
・模擬授業を総合的に評価し，ＡからＤま

での４段階評定を行います。 

・児童生徒をひきつける魅力や，児童生徒を導く資質と能

力，コミュニケーション能力等を備えているか。 

・児童生徒の主体的な学びを支える授業づくりをしている

か。 

・教科科目の専門性を備えているか。 

面接１ 

・ 

面接２ 

・人物を総合的に評価し，ＡからＤまでの

４段階評定を行います。 

・教育への情熱や学び続ける意欲等，教員としてふさわし

い資質と能力を備えているか。 

・心身共に健康であるかどうか。 

・ものの見方や考え方が教育公務員としてふさわしいかど

うか。 
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２）実技試験：実技試験を行う全ての校種・教科についてAからEまでの５段階評定を行います。 

校種・教科・実技内容 主な評価の観点 

小学校 

・ボール運動 

・マット運動 

・鍵盤楽器 

・指導する上で必要な実技動作，運動能力を備えているか。 

中
・
高 

保
健
体
育 

・共通種目 

・球技選択 

・武道選択 

・体育実技を指導する上で必要な技能を理解し，身に付け

ているか。 

音楽 
・共通試験 

・選択Ａ又は選択Ｂ 

・音楽を指導する上で必要な演奏技能や表現力を身に付けて

いるか。 

美術 ・絵画表現 
・美術を指導する上で必要な技能や表現力を身に付けている

か。 

家庭 
・食物 

・被服 

・家庭を指導する上で必要な技術や能力等を身に付けている

か。 

中学校 

高等学校 
英語 ・朗読及び英語による面接 

・英語を指導する上で必要な技能や能力等を身に付けている

か。 

高等学校 福祉 ・介護実習 
・福祉を指導する上で必要な技術や能力等を身に付けている

か。 

 
Ⅵ 選考結果 
 （１）第１次選考結果 ： 平成２９年 ８月２１日（月）付けで郵送します。 

 （２）第２次選考結果 ： 平成２９年１０月２７日（金）付けで郵送します。 

 （３）選考結果の情報提供 
第１次選考結果及び第２次選考結果については，受験者全員に対して上記の日程で郵送します。なお，総合成績ラ

ンクについては下表のとおりとします。 

１） 第１次選考結果：筆記試験１（専門教養），筆記試験２（教養）及び集団面接の評定，並びに選考結果の総合

成績ランク 

２） 第２次選考結果：模擬授業，個人面接及び実技試験の評定，並びに選考結果の総合成績ランク 

 

 

 

 

 

 

第 １ 次 選 考  

 

 

 

 

 

第 ２ 次 選 考 

ランク 結 果 ランク 結 果 

Ａ 合格者 Ａ 採用候補者名簿に登載される者 

Ｃ 不合格者の中で，上位である Ｃ 不合格者の中で，上位である 

Ｄ 不合格者の中で，中位である Ｄ 不合格者の中で，中位である 

Ｅ 不合格者の中で，下位である Ｅ 不合格者の中で，下位である 

（４）Ｗｅｂページへの掲載 

    選考結果については，本人あての結果通知のほか，受験者への情報サービスの一環として，宮城県教育庁教職員課

のWebページに合格者の受験番号を掲載します。 

     なお，正式な発表は本人あての結果通知書によるものとします。 

   １） Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/  

   ２） 掲載期間： 第１次選考結果 平成２９年 ８月２１日（月）午前１０時 ～ ８月２９日（火）午後４時 

第２次選考結果 平成２９年１０月２７日（金）午前１０時 ～１１月 ６日（月）午後４時 

 

Ⅶ 名簿登載・採用 
・ 第２次選考の結果で合格した者は「平成３０年度宮城県公立学校教員採用候補者名簿」に登載し，採用内定とします。 

・  名簿登載の有効期間は，平成３０年４月１日から１年間とします。なお，平成３０年３月３１日までに免許状が取得で

きない者は，登載を取り消します。 

・  教員免許更新制において，教員免許状の更新等をせず，平成３０年４月１日に効力を失っている場合は，名簿登載を取

り消します。 

 

Ⅷ 大学院修士課程進学予定者・大学院修士課程１年在籍者等への採用候補者名簿登載猶予について 
・ 第２次選考の結果合格した者のうち，国内の大学院修士課程（通信制課程を除く）又は教職大学院へ進学する予定，

もしくは在籍中の者に対して，大学院修士課程修了までに，合格した出願区分の校種・教科等の専修免許状を取得する

ことを条件に採用候補者名簿への登載を猶予します。 
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 ・ 名簿登載猶予の手続きは次のとおりとします。 

   １）名簿登載猶予を希望する者は，出願時に「名簿登載猶予願い」を宮城県教育庁教職員課へ郵送してください。書

類提出の締め切りについては平成２９年５月１８日（木）（当日消印有効）とします。なお，期日までに提出のない者に

ついては，猶予を認めません。 

   ２）第２次選考の結果合格した者で，１）の書類を提出した者は，第２次選考合格通知書に同封する「名簿登載猶予

申請書」，「大学院合格通知書の写し」又は「大学院在学証明書」を平成２９年１２月１５日（金）（当日消印有効）まで

に宮城県教育庁教職員課へ郵送してください。 

   ３）宮城県教育委員会が名簿登載猶予を認めた場合，該当者に許可書を郵送します。 

４）大学院修士課程１年在籍者又は教職大学院１年在籍者は，平成３１年度採用候補者名簿に登載します。大学院修

士課程又は教職大学院への進学予定者は，平成３２年度採用候補者名簿に登載します。 

 ・ 名簿登載期間は１年間とします。大学院修士課程１年在籍者又は教職大学院１年在籍者にあっては平成３１年３月３

１日までに，大学院修士課程進学予定者又は教職大学院進学予定者にあっては平成３２年３月３１日までに，相当の専

修免許状を取得できない場合には名簿登載を取り消します。 

 

Ⅸ 勤務条件等 
（１） 給与 （平成２９年４月１日現在) 

・ 初 任 給  

 

 

 

 

         ※上記の初任給については教職調整額（4％）および義務教育等教員特別勤務手当てを含むものとなります。 

・ 前歴加算 

民間企業等における職歴がある場合には，この初任給に一定の基準による加算があります。 

・ 諸 手 当 

地域手当（初任給+教職調整額の 4.5％～1.5％），扶養手当，住居手当，通勤手当，期末・勤勉手当（年間４．３ヵ月）など

がそれぞれの要件により支給されます。 

（２） 勤務時間等 

・ 勤務時間  １週間について３８時間４５分 

・ 休 日 等  土曜日，日曜日，祝日，年末年始（１２月２９日～１月３日） 

・ 休 暇 等  年次有給休暇（４月１日採用の場合は年間１５日），産前産後休暇，育児休業 等 

 

Ⅹ その他 
・ 留意点 

１）出願書類受付後に受験する校種・職種及び受験教科（科目）を変更することは認めません。また，第１次選考

及び第２次選考いずれにおいても受験科目等のうち１つでも受験しなかった場合には，選考の対象外とします。 

     ２）第１次選考において，所定の写真を貼付した出願者名票を持参しなかった者については，原則として受験を認

めません。（出願者名票に関する問い合わせは７月１３日（木）の午後５時まで受け付けます） 

     ３）第２次選考において，所定の写真を貼付し，第１次選考時の受付印のある出願者名票を持参しなかった者につ

いては，原則として受験を認めません。 

     ４）第１次選考の筆記試験１及び筆記試験２において，開始時刻３０分以降は入室を認めません。 

（公共交通機関の遅れによる場合を除きます） 

     ５）第２次選考の実技試験において，運動着等の実技試験に必要なものを忘れた場合は，原則として受験を認めま

せん。 

６）荒天，災害等の緊急の事態により，教員採用選考の日程を変更する場合や，実施方法等に関して何らかの変更

が生じた場合には，宮城県教育庁教職員課のWebページにてお知らせします。 

 

 

 

区  分 小・中学校 県立高校・県立特別支援学校 

大学院（修士）修了 ２４２，３０４円 ２４２，２０４円 

大 学 卒 ２１８，７１２円 ２１８，７１２円 

短 大 卒 １９４，９０８円 １９１，８９６円 
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宮城県内の教育事務所担当市町村別略地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先 

      宮城県教育庁教職員課  ℡ 022-211-3637 

          （土日，祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分） 

＊  宮城県公立学校教員採用候補者選考に関する情報や，台風等自然災害による採用選考の実施に関する情報は以下の 

  Webページにてお知らせします。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/ 

 

 

大和町 

大衡村 石巻市 

山元町 

角田市 白石市 七ヶ宿町 

丸森町 

岩沼市 

亘理町 

川崎町 

蔵王町 
村田町 

柴田町 

大河原町 

名取市 

多賀城市 七ヶ浜町 

富谷市 
利府町 

塩竈市 

松島町 

大郷町 
東松島市 

女川町 

美里町

涌谷町 
加美町 

栗原市 

登米市 

気仙沼市 

南三陸町 

大崎市 

色麻町 

（仙台市） 

南三陸教育事務所管内 

・気仙沼市 

・南三陸町 

 

東部教育事務所管内 

・石巻市 

・東松島市 

・女川町 

 大河原教育事務所管内 

・白石市   ・村田町 

・角田市   ・柴田町 

・蔵王町   ・川崎町 

・七ヶ宿町  ・丸森町 

・大河原町  ・丸森町     

 

北部教育事務所管内 

・大崎市  ・涌谷町 

・色麻町  ・美里町 

・加美町 

 

東部教育事務所 

登米地域事務所管内 

・登米市 

 

北部教育事務所 

栗原地域事務所管内 

・栗原市 

 

仙台教育事務所管内 

・塩竈市  ・松島町 

・名取市  ・七ヶ浜町 

・利府町  ・多賀城市 

・岩沼市  ・大和町 

・富谷市  ・大郷町 

・亘理町  ・大衡村 

・山元町 

※仙台市を除く 

 



H28.3月末 H28.9月末 H28.10月末H28.11月末H28.12月末 H29.1月末 H29.2月末 H29.3月末 前年同月
増減

(当月－前年
同月）

99.0% 46.4% 68.8% 85.8% 92.4% 94.8% 96.7% 99.0% 99.0% 0.0%

99.3% 48.5% 72.1% 88.6% 94.1% 96.0% 97.4% 99.0% 99.3% -0.3%

98.6% 43.8% 64.6% 82.2% 90.1% 93.3% 95.7% 98.9% 98.6% 0.3%

97.7% － 74.9% － 90.9% － － － 97.7% －

内訳

卒業者 19,753 20,112 20,088 20,046 20,033 20,020 19,996 19,979 19,753 226

進学希望者 14,706 14,972 15,071 15,077 15,111 15,093 15,059 14,989 14,706 283

臨時的仕事希望者 192 41 51 88 130 151 164 232 192 40

進路未定者 48 158 125 107 61 52 50 76 48 28

就職希望者 4,807 4,941 4,841 4,774 4,731 4,724 4,723 4,682 4,807 -125

県内 3,895 4,174 4,031 3,925 3,864 3,853 3,849 3,800 3,895 -95

県外 912 767 810 849 867 871 874 882 912 -30

職安・学校紹介 4,209 4,037 4,123 4,121 4,134 4,116 4,109 4,075 4,209 -134

縁故・自営 235 188 207 214 206 221 233 230 235 -5

公務員 363 716 511 439 391 387 381 377 363 14

就職内定者 4,760 2,295 3,331 4,097 4,371 4,480 4,566 4,633 4,760 -127

県内 3,854 1,776 2,631 3,301 3,538 3,621 3,698 3,753 3,854 -101

県外 906 519 700 796 833 859 868 880 906 -26

職安・学校紹介 4,178 2,221 3,165 3,643 3,864 3,935 3,998 4,038 4,178 -140

縁故・自営 232 65 96 133 156 179 200 224 232 -8

公務員 350 9 70 321 351 366 368 371 350 21

就職未内定者 47 2,646 1,510 677 360 244 157 49 47 2

70 3,933 824 563 278 146 114 57 70 -13

【概況】　※（　）内は前年同月
① 就職内定率 ：　　　　　　９９．０％（99.0%）

② 進路希望の割合状況： 進　学　 　７５．０％（74.4%）　 就　職　　２３．４％（24.3%）

② 割合状況 ： 臨時的仕事   １．２％（ 1.0%）　 未　定　　  ０．４％（ 0.2%）

③ 就職希望者の割合　 ： 県　内　   ８１．２％（81.0%） 県　外　　１８．８％（19.0%）

④ 県内外の内定率　　　： 県　内　   ９８．８％（98.9%)　 県　外　　９９．８％（99.3%）

⑤ 内定者の割合　　　　 ： 県　内　   ８１．０％（81.0%）　 県　外　　１９．０％（19.0%）

⑥ 学科別内定率　　　   

⑦地域別内定状況

⑧宮城労働局発表　県内求人倍率（２月末現在）（職安学校紹介のみ，ただし支援学校・通信制含む）

平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（３月末現在）について

全国平均

内
訳

内
訳

内定率

月間受験者数

男子

女子

資 料 配 付 （ ３ ）

２３年３月卒 ２４年３月卒 ２５年３月卒 ２６年３月卒 ２７年３月卒 ２８年３月卒 ２９年３月卒

県内求人数 4,107 5,393 6,978 7,965 9,394 9,769 10,082
県内求職者数 3,520 3,076 3,519 3,544 3,462 3,497 3,439
求人倍率 1.17 1.75 1.98 2.25 2.71 2.79 2.93

学科別内定率 普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 福祉科 その他 総合学科

平成28年度 98.6% 99.0% 99.7% 99.7% 97.1% 100.0% 100.0% 95.3% 98.0%

平成27年度 98.4% 99.7% 99.8% 99.7% 98.6% 99.1% 100.0% 90.9% 98.8%

地域別内定率 仙台 大和 石巻 塩釜 古川 大河原 白石 築館 迫 気仙沼

平成28年度 98.8% 99.4% 98.9% 99.3% 99.1% 97.9% 99.6% 100.0% 98.9% 99.6%

平成27年度 98.7% 100.0% 98.9% 96.9% 99.7% 98.8% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0%



 

 

 

 

 

 

 

 

南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７

 藤崎前特設ステージで
 平成２９年４月２３日（日

ントダウンイベントを開催します。

 オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

を予定しています。その他にも，

紹介します。

 高校生のパワーみなぎる

大会ＰＲパレード＜仙台フォーラス前～青葉通り／時間：１１：００～＞

 宮城

て大会を

町」前においてマーチングバンドによるミニコンサートを開催

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞

 ① オープニングセレモニー【１２：００～】

 ② 高校生の芸術文化･スポーツ活動発表【１２

   発表団体

          

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞

 両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により紹介

『宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センター

 高校生活動の制作物（キャップアート）で使用するための県産スギ合板

ー様より，

 県内７支部で組織されている森林・林業活性化センターは，林業生産活動から加工流通まで林業及び木材業，製材業，建築業

等木材関連産業の活性化を図るため，研修会や講習会等を開催して

 今回高校生活動制作物の合板の手配について

成２９年２月１５日（水曜日）宮城県自治会館において開催の，「平

回高校生活動推進委員会」の際に，県産スギ合板の贈呈式を行いました。

 式には

ただきました。

技会場に展示し，全国の方々をお迎えしたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

 いただいた県産スギ合板は大切に利用し，全国からいらっしゃる方々におもてなしの気持ちを伝えたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７

藤崎前特設ステージで
平成２９年４月２３日（日

ントダウンイベントを開催します。

オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

を予定しています。その他にも，

します。 

高校生のパワーみなぎる

大会ＰＲパレード＜仙台フォーラス前～青葉通り／時間：１１：００～＞

宮城広瀬高等学校吹奏楽部のマーチングバンドとともに，生徒委員が横断幕を持っ

て大会をＰＲします。

町」前においてマーチングバンドによるミニコンサートを開催

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞

オープニングセレモニー【１２：００～】

高校生の芸術文化･スポーツ活動発表【１２

発表団体 ・気仙沼高等学校

          ・塩釜高等学校

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により紹介

『宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センター

高校生活動の制作物（キャップアート）で使用するための県産スギ合板

ー様より，提供していただきました。

県内７支部で組織されている森林・林業活性化センターは，林業生産活動から加工流通まで林業及び木材業，製材業，建築業

材関連産業の活性化を図るため，研修会や講習会等を開催して

今回高校生活動制作物の合板の手配について

成２９年２月１５日（水曜日）宮城県自治会館において開催の，「平

回高校生活動推進委員会」の際に，県産スギ合板の贈呈式を行いました。

式には宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターから４名の方に御出席いただき，

ただきました。生徒代表として山田晴菜さん（仙台第三高・

技会場に展示し，全国の方々をお迎えしたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

いただいた県産スギ合板は大切に利用し，全国からいらっしゃる方々におもてなしの気持ちを伝えたいと思います。

MIYAGI 

2017 
問い合わせ先 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７

藤崎前特設ステージで南東北インターハイ
平成２９年４月２３日（日）１０：００～サンモール一番町商店街を会場に，南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７の１００日前カウ

ントダウンイベントを開催します。

オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

を予定しています。その他にも，

高校生のパワーみなぎるイベントになりますので，皆さんぜひ会場にお越し下さい！

大会ＰＲパレード＜仙台フォーラス前～青葉通り／時間：１１：００～＞

広瀬高等学校吹奏楽部のマーチングバンドとともに，生徒委員が横断幕を持っ

ＰＲします。パレード終了後

町」前においてマーチングバンドによるミニコンサートを開催

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞

オープニングセレモニー【１２：００～】

高校生の芸術文化･スポーツ活動発表【１２

気仙沼高等学校

塩釜高等学校 

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により紹介

『宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センター

高校生活動の制作物（キャップアート）で使用するための県産スギ合板

提供していただきました。

県内７支部で組織されている森林・林業活性化センターは，林業生産活動から加工流通まで林業及び木材業，製材業，建築業

材関連産業の活性化を図るため，研修会や講習会等を開催して

今回高校生活動制作物の合板の手配について

成２９年２月１５日（水曜日）宮城県自治会館において開催の，「平

回高校生活動推進委員会」の際に，県産スギ合板の贈呈式を行いました。

宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターから４名の方に御出席いただき，

生徒代表として山田晴菜さん（仙台第三高・

技会場に展示し，全国の方々をお迎えしたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

いただいた県産スギ合板は大切に利用し，全国からいらっしゃる方々におもてなしの気持ちを伝えたいと思います。

前列右４名が

MIYAGI  

2017 南東北インターハイ
 〒９８０－８４２３

平成２９年度全国高等学校総合体育大会

南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７

南東北インターハイ
１０：００～サンモール一番町商店街を会場に，南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７の１００日前カウ

ントダウンイベントを開催します。 

オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

を予定しています。その他にも，両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により

イベントになりますので，皆さんぜひ会場にお越し下さい！

大会ＰＲパレード＜仙台フォーラス前～青葉通り／時間：１１：００～＞

広瀬高等学校吹奏楽部のマーチングバンドとともに，生徒委員が横断幕を持っ

パレード終了後は

町」前においてマーチングバンドによるミニコンサートを開催

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞

オープニングセレモニー【１２：００～】宮城県工業高等学校製作のカウントダウンボードお披露目式（予定）など

高校生の芸術文化･スポーツ活動発表【１２

気仙沼高等学校 マンドリン部

 少林寺拳法部

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により紹介

『宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センター

高校生活動制作物で使用する資材を
高校生活動の制作物（キャップアート）で使用するための県産スギ合板

提供していただきました。 

県内７支部で組織されている森林・林業活性化センターは，林業生産活動から加工流通まで林業及び木材業，製材業，建築業

材関連産業の活性化を図るため，研修会や講習会等を開催して

今回高校生活動制作物の合板の手配について

成２９年２月１５日（水曜日）宮城県自治会館において開催の，「平

回高校生活動推進委員会」の際に，県産スギ合板の贈呈式を行いました。

宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターから４名の方に御出席いただき，

生徒代表として山田晴菜さん（仙台第三高・

技会場に展示し，全国の方々をお迎えしたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

いただいた県産スギ合板は大切に利用し，全国からいらっしゃる方々におもてなしの気持ちを伝えたいと思います。

前列右４名が宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターの方々

 

南東北インターハイ
４２３ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

平成２９年度全国高等学校総合体育大会 宮城県実行委員会事務局

南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７

開催１００日前

南東北インターハイとみやぎ総文２０１７のＰＲを行います
１０：００～サンモール一番町商店街を会場に，南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７の１００日前カウ

オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により

イベントになりますので，皆さんぜひ会場にお越し下さい！

大会ＰＲパレード＜仙台フォーラス前～青葉通り／時間：１１：００～＞

広瀬高等学校吹奏楽部のマーチングバンドとともに，生徒委員が横断幕を持っ

は，サンモール一番町商店街「シリウス・一番

町」前においてマーチングバンドによるミニコンサートを開催

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞

宮城県工業高等学校製作のカウントダウンボードお披露目式（予定）など

高校生の芸術文化･スポーツ活動発表【１２:３０～１４

マンドリン部 ・小牛田高等学園

少林寺拳法部 ・仙台第三高等学校

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により紹介

『宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センター

高校生活動制作物で使用する資材を
高校生活動の制作物（キャップアート）で使用するための県産スギ合板

県内７支部で組織されている森林・林業活性化センターは，林業生産活動から加工流通まで林業及び木材業，製材業，建築業

材関連産業の活性化を図るため，研修会や講習会等を開催して

今回高校生活動制作物の合板の手配について同センターに相談をさせていただいたところ，提供していただけること

成２９年２月１５日（水曜日）宮城県自治会館において開催の，「平

回高校生活動推進委員会」の際に，県産スギ合板の贈呈式を行いました。

宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターから４名の方に御出席いただき，

生徒代表として山田晴菜さん（仙台第三高・

技会場に展示し，全国の方々をお迎えしたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

いただいた県産スギ合板は大切に利用し，全国からいらっしゃる方々におもてなしの気持ちを伝えたいと思います。

宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターの方々

南東北インターハイ
宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県実行委員会事務局

南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７ 

開催１００日前カウントダウン

とみやぎ総文２０１７のＰＲを行います
１０：００～サンモール一番町商店街を会場に，南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７の１００日前カウ

オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により

イベントになりますので，皆さんぜひ会場にお越し下さい！

大会ＰＲパレード＜仙台フォーラス前～青葉通り／時間：１１：００～＞ 

広瀬高等学校吹奏楽部のマーチングバンドとともに，生徒委員が横断幕を持っ

，サンモール一番町商店街「シリウス・一番

町」前においてマーチングバンドによるミニコンサートを開催

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞

宮城県工業高等学校製作のカウントダウンボードお披露目式（予定）など

３０～１４:３０予定】 

小牛田高等学園 フラダンス部

仙台第三高等学校 

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により紹介 

『宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センター

高校生活動制作物で使用する資材を
高校生活動の制作物（キャップアート）で使用するための県産スギ合板

県内７支部で組織されている森林・林業活性化センターは，林業生産活動から加工流通まで林業及び木材業，製材業，建築業

材関連産業の活性化を図るため，研修会や講習会等を開催しています

センターに相談をさせていただいたところ，提供していただけること

成２９年２月１５日（水曜日）宮城県自治会館において開催の，「平成２９年度全国高等学校総合体育大会宮城県実行委員会第４

回高校生活動推進委員会」の際に，県産スギ合板の贈呈式を行いました。

宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターから４名の方に御出席いただき，

生徒代表として山田晴菜さん（仙台第三高・３年）が，「贈呈していただきました合板でキャップアートを制作し，各競

技会場に展示し，全国の方々をお迎えしたいと思います。」とお礼の言葉を述べました。

いただいた県産スギ合板は大切に利用し，全国からいらっしゃる方々におもてなしの気持ちを伝えたいと思います。

宮城南部及び宮城北部流域森林・林業活性化センターの方々

南東北インターハイ
宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県実行委員会事務局（宮城県教育庁全国高校総体推進室内）

カウントダウン

とみやぎ総文２０１７のＰＲを行います
１０：００～サンモール一番町商店街を会場に，南東北インターハイ・みやぎ総文２０１７の１００日前カウ

オープニングセレモニーでは，宮城県工業高等学校生徒製作のカウントダウンボード完成披露，

ステージイベントでは県内の高校生による芸術文化・スポーツ活動の発表を行います。また，イベ

ントの前には，仙台フォーラス前から青葉通りまでのアーケード内で両大会のＰＲパレードの実施

両大会と高校生の準備活動の様子等をパネル展示により

イベントになりますので，皆さんぜひ会場にお越し下さい！

 

広瀬高等学校吹奏楽部のマーチングバンドとともに，生徒委員が横断幕を持っ

，サンモール一番町商店街「シリウス・一番

！ 

ステージイベント＜場所：藤崎前特設ステージ／時間：１２：００～１４：３０（予定）＞ 

宮城県工業高等学校製作のカウントダウンボードお披露目式（予定）など

フラダンス部 ・

 フェンシング部

展示＜場所：サンモール一番町商店街（藤崎前）／時間：１０：００～１６：００＞ 
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大会参加記念品のデザインが決定しました！
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□うちわ（

【仙南支部】

【仙塩支部】

【石巻支部】

【大崎支部】

【栗原登米支部】

【本吉支部】

 

□ポケットティッシュ

【仙南支部

 

 

 

 

 

角田高等学校
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  玉手

【大崎支部

 

 

 

 

 

岩出山高等学校２年

  片倉

 作品を応募して

 南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！

大会参加記念品のデザインが決定しました！

□うちわ（表面）

仙南支部】            

農業高等学校３年

大崎支部】            

岩出山高等学校２年

□うちわ（裏面）

仙南支部】支えてくれる人たちに感謝を込めて

【仙塩支部】この一瞬に全てをかけろ！

【石巻支部】ありがとう！！

【大崎支部】ありがとう

【栗原登米支部】今日の努力は明日への力！

【本吉支部】感謝の気持ちを忘れず

ポケットティッシュ

仙南支部】           

角田高等学校 ２年 

平間 香凛さん 佐藤

玉手 萌日さん 松本

大崎支部】           

岩出山高等学校２年 

片倉 円さん  

作品を応募して下さった皆さん，ありがとうございました。入賞者には，賞状と副賞を

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！

大会参加記念品のデザインが決定しました！

□うちわ（表面） 

            

農業高等学校３年 佐藤 菫さん

            

岩出山高等学校２年 狩野 みのりさん

面）下記のメッセージが

支えてくれる人たちに感謝を込めて

この一瞬に全てをかけろ！

ありがとう！！ 感謝の心を力に変えて！

ありがとう 感謝の気持ちを力に変えて

今日の努力は明日への力！

感謝の気持ちを忘れず

ポケットティッシュ ６支部のデザインを並べて１つの図柄にします。

           

 林  朋花さん

佐藤  優さん                          

松本  唯さん 

           

 加藤 仁美さん

  菅原 杏奈さん

下さった皆さん，ありがとうございました。入賞者には，賞状と副賞を

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！

大会参加記念品のデザインが決定しました！

            【

さん    宮城第一高等学校３年

            【

みのりさん  築館高等学校３年

メッセージがうちわの裏面に

支えてくれる人たちに感謝を込めて

この一瞬に全てをかけろ！ 宮城学院高等学校

感謝の心を力に変えて！

感謝の気持ちを力に変えて

今日の努力は明日への力！

感謝の気持ちを忘れず スポーツに想いをのせて・・・

６支部のデザインを並べて１つの図柄にします。

           【

朋花さん        仙台白百合学園

                          

 

           【

仁美さん          

杏奈さん 

下さった皆さん，ありがとうございました。入賞者には，賞状と副賞を

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！

大会参加記念品のデザインが決定しました！

【仙塩支部】            

宮城第一高等学校３年

【栗原登米支部

築館高等学校３年

うちわの裏面に

支えてくれる人たちに感謝を込めて 角田高等学校

宮城学院高等学校

感謝の心を力に変えて！石巻好文館高等学校

感謝の気持ちを力に変えて 最後まで全力で！！

今日の努力は明日への力！ ファイト！ 

スポーツに想いをのせて・・・

６支部のデザインを並べて１つの図柄にします。

【仙塩支部】            

仙台白百合学園

                          

【栗原登米支部

      佐沼高等学校

下さった皆さん，ありがとうございました。入賞者には，賞状と副賞を

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！

大会参加記念品のデザインが決定しました！

            

宮城第一高等学校３年 相澤

栗原登米支部】          

築館高等学校３年 久我 夢利亜さん

うちわの裏面に入ります。

角田高等学校 ３年 清水

宮城学院高等学校 ３年 鈴木 さくらさん

石巻好文館高等学校

最後まで全力で！！

 支えてくれる全ての人へ

スポーツに想いをのせて・・・気仙沼向洋高等学校

６支部のデザインを並べて１つの図柄にします。

            

仙台白百合学園高等学校 ３

                          【学年は応募当時】

栗原登米支部】           

高等学校３年 沼倉 

下さった皆さん，ありがとうございました。入賞者には，賞状と副賞を

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！

大会参加記念品のデザインが決定しました！

            

相澤 美咲季さん   

          

夢利亜さん   

入ります。 

清水 芙杏菜さん 山隅

さくらさん 

石巻好文館高等学校 ３年 佐々木

最後まで全力で！！岩出山高等学校

支えてくれる全ての人へ 

気仙沼向洋高等学校

６支部のデザインを並べて１つの図柄にします。 

            

３年 坪田 明恵

【学年は応募当時】

           

 優香さん        

下さった皆さん，ありがとうございました。入賞者には，賞状と副賞を支部連絡会議を通して

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

ました！支部ごとに決定したデザインと入賞者を発表します！ 

大会参加記念品のデザインが決定しました！

            【石巻支部

   石巻高等学校３年

          【本吉支部

   気仙沼西高等学校

山隅 愛李さん 

佐々木 一成さん 

岩出山高等学校 ３年 鈴木

 ありがとう！

気仙沼向洋高等学校 ３年 松本 

 

            【石巻支部

明恵さん   石巻高等学校３年

【学年は応募当時】 

           【本吉支部

         東陵高等学校２年

支部連絡会議を通して

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

大会参加記念品のデザインが決定しました！ 

石巻支部】 

石巻高等学校３年 菊地

本吉支部】 

気仙沼西高等学校２年 千葉

 佐藤 美月さん

 

鈴木 奈々さん 

ありがとう！岩ヶ崎高等学校

 悠希さん 

石巻支部】 

石巻高等学校３年 

本吉支部】 

東陵高等学校２年

支部連絡会議を通してお渡しさせていただきます

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

菊地 那瑠さん

千葉 なつみさん

美月さん 中島 友美さん

 

岩ヶ崎高等学校 ３年 髙橋 葵さん

 佐藤 涼香さん

東陵高等学校２年 佐藤 未羽さん

お渡しさせていただきます。 

南東北インターハイまであと１００日ほどです！大会の成功に向けて頑張ってまいります。皆さん御協力よろしくお願いします！！ 

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し

那瑠さん 

なつみさん 

友美さん 

葵さん 

涼香さん 

未羽さん 

 

高校生活動の支部ごとに募集していました，インターハイに参加する選手の皆さんに配布する大会参加記

念品（うちわ・ポケットティッシュ）のデザインが，２月に行われた高校生活動推進委員会支部連絡会議で決定し



主催：
宮城県美術館
河北新報社
─
後援：
仙台市教育委員会
NHK仙台放送局
TBC東北放送
仙台放送
ミヤギテレビ
KHB東日本放送
エフエム仙台

前売券販売所
 ［販売は3月18日から4月28日まで］
─
● 宮城県美術館
● 藤崎
● 仙台三越
● セブンチケット
   http://www.sej.co.jp/products/tickets/
● チケットぴあ（Pコード 768-279）
● ローソンチケット（Lコード 22697）

1：松本竣介《郊外》1937年／2：棟方志功《富樓那の柵》1939年／3：高山登《のっぺらぼう2》1984年

4：菅野聖子《作品 II》（部分）1969年頃／5：菅野聖子《アルファからオメガまで I》（部分）1970年／6：小野皓一 《Destroying Squares on Canvases-Fire》（部分）1995年

第一章

東北のモダニズム
─
第二章

版画と東北
─
第三章

8人の作家

 ［特別展］
Special Exhibition

2017年
4月29日［土･祝］─
7月17日［月･祝］
─
午前9時30分─
午後5時
（発券は午後4時30分まで）

─
休館日：
月曜日（ただし5月1日、7月17日は開館）

観覧料：
一般800（600）円
学生400（200）円
高校生以下無料
●（   ）内は前売り及び20名以上の団体料金

 コレクション再発見
 東北の作家たち｜洋画／版画
Rediscover the Museum Collection: the Artists of Tohoku

5

14

6

3

2

The Miyagi Museum of Art

宮城県美術館  
The Miyagi Museum of Art

〒980-0861 仙台市青葉区川内元支倉34-1｜Tel: 022-221-2111
www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/｜twitter: @miyagi_bijutu
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 ［交通案内］
─

─
● 市営地下鉄利用の場合：東西線国際センター駅西1出口から右（北）へ徒歩7分、川内駅北
1出口から右（東）へ徒歩7分
● バス利用の場合：仙台駅西口バスプール15番乗場から「市営バス川内営業所前行」もし
くは「（広瀬通経由）交通公園循環」に乗車、「二高・宮城県美術館前」下車、徒歩3分
● るーぷる仙台バスの場合：宮城県美術館前下車
● タクシー利用の場合：仙台駅から約10分
● 高速道路利用の場合：東北自動車道・仙台宮城 I.C.より仙台方面（仙台西道路）に入り、仙台
城跡方面を経由して美術館へ（仙台宮城 I.C.より約15分）

※ 駐車場に限りがあります。
できるだけ公共交通機関をご利用ください。

宮城県美術館  The Miyagi Museum of Art
〒980-0861 仙台市青葉区川内元支倉34-1
Tel: 022-221-2111｜www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/｜twitter: @miyagi_bijutu

宮城県美術館は平成28年で35周年を迎えました。その間、様々な
展覧会を開催しながら、美術作品の収集活動も行ってきました。作品
の収集は、美術館活動の根幹をなすもので、美術館それぞれの個性
がそこに形成されます。ですから、美術館の所蔵作品（コレクション）は、
「美術館そのもの」であるということもできるでしょう。
美術作品は、それが生まれた場所や特定の時間を背景に持つという
意味で、地域に住む私たちと地続きの存在であるといえます。美術
館がその地域に関連した作品を重視し収集に反映してきた理由は、
コレクションを通じて私たちが、自分自身を見つめ直すきっかけとす
ることができるからに他なりません。
この展覧会は、当館の所蔵作品の中から、東北地方の出身もしくはそ
こを活動の拠点とする作家の油彩・版画作品を対象に、3つのテーマ
に沿って紹介します。私たちはそこに、何を再発見できるでしょうか。
第1章では、主として大正から昭和戦前期までの作品によって、近代
美術が生成する過程を探ります。第2章では、何人もの優れた作家を
輩出した、東北の版画を紹介します。第3章では、様々な特徴を持つ
8人の作家を、ある程度まとまった点数の作品によって紹介します。

 ［関連事業］
─
ミニ・レクチャー＋ディスカッション  「美術館の『コレクション』をめぐって」
岡部信幸（山形美術館副館長）／吉田尊子（岩手県立美術館主任専門学芸員）
荒木康子（福島県立美術館専門学芸員）／和田浩一（宮城県美術館学芸部長）
6月11日（日）午後2時─4時｜会場：講堂（聴講無料）

学芸員による展示解説   4月30日（日）／6月4日（日）／7月9日（日）
各日とも午後2時─ ｜会場：2階展示室（入場には観覧券が必要です）

まちなか美術講座  「コレクションの、再発見」
和田浩一（当館学芸員）｜5月20日（土）午後1時30分─3時
会場：東北工業大学一番町ロビー 2階ホール（聴講無料）

─
次回展覧会予告   「ルオーのまなざし 表現への情熱」8月12日（土）─10月9日（月・祝）

西
公
園
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広瀬通

定禅寺通

青葉通

東北大学

仙台
国際センター

左車線の川内方向へお進みください。
 ［右車線は仙台西道路（山形方面）へ］

広瀬川 せんだいメディアテーク
市役所 県庁

仙台第二高校宮城県
美術館
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国際交流招聘校を訪問しました 

大会マスコットキャラクター 

むすび丸 

第４１回全国高等学校総合文化祭 

宮城県実行委員会事務局 

   ＮＯ．１３ 
２０１７. ３. ９ 

 開催まで  

あと １４４日！ 

 国際交流事業として，本大会ではアメリカのドーバー高校，中国の東北師

範大学附属中学浄月実験学校，韓国の梅香女子情報高校の皆さんをお招きし

ます。このうちのドーバー高校と東北師範大学附属中学浄月実験学校を実行

委員会事務局が訪問してまいりましたのでご紹介します。 

  ～みやぎ総文２０１７まめちしき～  

みやぎ総文２０１７
NEWSLETTER 

   ＮＯ．１３ 
２０１７. ４. １１ 

 開催まで  

あと １１１日！ ドーバー高校 

東北師範大学附属中学浄月実験学校 

そ
の 

１４ 

みやぎ総文2017まめちしき 

将 棋 部 門 
 全国高等学校総合文化祭将棋部門
は，高校将棋の最高峰の大会であり，
各都道府県の予選を勝ち抜いた高校
生棋士達により熱戦が繰り広げられ
ます。優秀な成績を収めた選手には，
日本将棋連盟より免状が授与され，
棋力が認定されます。 
 みやぎ総文２０１７では，平成 
２９年８月２日（水），３日（木）
の２日間，白石市のホワイトキュー
ブで開催します。 

 南東北総体２０１７との合同イベント，開
催１００日前ＰＲイベントを行います。ぜひ
会場で両大会の熱気を感じていただくととも
に，高校生たちによるステージ発表をお楽し
みください！ 
 
【日時】 
 平成２９年４月２３日（日） 
 午前１０時から午後４時まで 
 
【場所】 
 サンモール一番町，ぶらんど～む一番町 
（仙台市青葉区，藤崎本館前特設ステージ） 
 
【内容】 
・大会ＰＲパレード 
・カウントダウンボード完成披露 
 （工業高校） 
・ステージイベント 
 マンドリン（気仙沼高校） 
 合唱（仙台二華高校） 
 フラダンス（小牛田高等学園） 
 マーチングバンド（宮城広瀬高校） 
 少林寺拳法（塩釜高校） 
 フェンシング（仙台第三高校） 
・両大会関連展示 
 

みやぎ総文2017・南東北総体2017 

ぶ
ら
ん
ど
ー
む
一
番
町

サ
ン
モ
ー
ル

一
番
町

広瀬通

青葉通

藤崎

仙台駅 →

仙台フォーラス

青葉通 ●
一番町駅

特設ステージ

 東北師範大学附属中学浄月実験学校は，中国東北地方の吉林省長春市にあ

ります。吉林省は宮城県と友好都市の関係にあり，今年は友好都市締結３０

周年の記念すべき年でもあります。 

 同校には芸術コースが設置されており，芸術教育には定評がある学校です。

訪問時にも生徒の皆さんがすばらしい歌と伝統舞踊で歓迎してくれました。

総合開会式でも歌と伝統舞踊を披露していただく予定ですので，ぜひ観覧者

の皆さんにも楽しみにしていただきたいと思います。 

 みやぎ総文２０１７では，総合開会式，パレード 

出演のほか，築館高校との交流会などの各種交流行 

事が予定されており，生徒国際交流委員が中心とな 

って，計画を作成中です。日中両国の若い世代の交 

流が益々活発になることを目指して，心に残るおも 

てなしをしたいと思います。 

 ドーバー高校は，アメリカ東海岸のデラウェア州ドーバー市にあります。

今年は宮城県とデラウェア州の姉妹県州締結２０周年の節目にあたり，ドー

バー市は平成１５年から岩沼市と友好都市の交流を続けてきました。さらに，

ドーバー高校と角田高校は平成１７年の姉妹校締結から相互の交流活動をと

おして友好関係を深めてきました。 

 同校では日本語クラスが開講されており，多く 

の生徒たちが日本語を学んでいます。同校の音楽 

バンドに所属している「ローリングサンダー」は， 

マーチングバンドの中でも打楽器のみのドラムラ 

インに取り組んでおり，数々の優れた功績を残し 

ています。訪問時には本大会への参加を楽しみに， 

さらに意欲的に練習に励んでいました。生徒国際 

交流委員が作成したビデオレターとお土産の日本 

のスナック菓子に喜んでいただきました。 

イベントのどこかでむすび丸も
出陣します！ 
ぜひ会いに来てください♪ 

 メヒャン 

2003898lo
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【問合せ先】 
第４１回全国高等学校総合文化祭宮城県実行委員会事務局 
（宮城県教育庁全国高校総合文化祭推進室） 
Ｔ Ｅ Ｌ   022-211-3883 
E - mail   miyagi-soubunsai@pref.miyagi.lg.jp 
Ｈ     Ｐ http://www.miyagi-soubun.jp/ 

公式Youtubeチャンネルもあります！ youtube みやぎ総文2017チャンネル 検 索

 キャンパスロゴステッカーデザインアワード２０１７では，
全国の高校生の皆さんから作品を募集しています！ 
 協賛いただいているコクヨ株式会社のキャンパスノートのロ
ゴを，「宮城県」あるいは「みやぎ総文２０１７」をイメージ
して自由にデザインしてください。グランプリ作品は実際にス
テッカーとして製作し，大会参加者の皆さんにお配りします。 
 応募方法等，詳しくは専用ホームページを御覧ください。た
くさんのご応募をお待ちしています！ 

 
【参加対象者】 
 全国の高等学校，中等教育学校後期課程， 
特別支援学校高等部，専修学校高等課程， 
高等専門学校（３年次まで）に在籍する生徒 
  
【募集期間】 
 平成２９年５月８日（月）必着分まで 
 
【ホームページ】 
http://39campus.jp/stickeraward2017.html 

  その１５ 弁論部門  

おもてなし弁当を企画中です 

コクヨキャンパス × みやぎ総文２０１７ 
 ７分間の限られた時間の中で，高校生が学校や日常
生活の中で感じ，心躍らせ，涙し，悩み，考えている
ことを自分の言葉で皆さんに投げかけます。全身全霊
を込めた言葉が紡ぎ出される瞬間を 
目の当たりにしたとき，聴衆の皆さ 
んの心の中できっと何かが起こるで 
しょう。 
 みやぎ総文２０１７弁論部門は， 
平成２９年８月２日（水），３日 
（木）の２日間，東松島市コミュニ 
ティセンターで行います。ぜひ会場 
にお越しください。 

みやぎ総文２０１７まめちしき 

 総務委員会では，大会参加者に昼食として提供するお弁当をおもてなしの一環として企画しています。お弁当は大会期間の５日間

に合わせて５種類作成する予定で，宮城県やみやぎ総文２０１７にちなんだ５つのお弁当の基本コンセプトを総務委員会お弁当班の

生徒が考えました。そのコンセプトに基づきお弁当業者に作成いただいたメニュー原案に対して，それぞれ名取高校，松山高校，亘

理高校，気仙沼西高校，明成高校の皆さんにプロデュースを依頼し，さらなる改善案等により，お弁当の充実を図ってきました。 

 ３月３１日（金）には，お弁当業者の方に当日と同じお弁当を作成していただき，プロデュース校の皆さんと総務委員会お弁当班

の生徒で試食会を行いました。  

 生徒たちはお弁当を実際に目にし，彩りや

ボリュームなどを確認するとともに，作成し

たお弁当業者の方からひとつひとつのメ

ニューについて説明を受け，企画が形になっ

たことに喜びを感じていました。 

 また，味付けや食材などに関する疑問を作

成されたお弁当業者の方に直接お聞きするよ

い機会となりました。業者の方には，工夫さ

れた点などをくわしくご説明いただき，生徒

の感想にもていねいに耳を傾けていただきま

した。今回生徒から出た意見や感想をもとに

微調整を行い，さらにすばらしいお弁当が完

成する予定ですので，参加者の皆さんは弁当

もひとつの楽しみとして，みやぎ総文 

２０１７にお越しください。 

 


