
「確かな学力」
情操教育 道 徳 教育 ・ 健康で安全な 教師の

育成のための
の推進 志教育の充実 生活の保証 指導力向上

学習指導の充実

・各種学力検査の分析考察 ・総合的な学習の時間の体 ・1年間で全員が全校生 ・日常の健康観察の重視 ・全職員による授業研究

・学習習慣の確立 験活動の充実 徒の前でスピーチする ・保健指導の充実 （一人一授業）

・自主学習ノート提出の推奨 ・野外活動･職場体験学習 「心の集会」 ・食育の推進 ・研修会への積極的な参加

・夏休み学習会･ミニ学習会 ・修学旅行ふるさとPR活動 ・人権教育（人権教室） ・通学路点検・安全点検 ・小学校との連携

・ 朝読書の推進 ・鑑賞教育の充実 ・福祉体験活動 ・防災・安全教育の推進 ・実態把握に基づいた組織

・「５つの提言」具現化によ ・ 地域の方々との交流活動 ・教育相談の充実 ・生徒の心身を育てる教 的生徒指導の充実

る授業の工夫改善 ・進路指導の充実 ・Ｓ･Ｃの有効活用 育活動としての部活動 ・校内O･J･Tの推進

教育目標
確かな学びの保証

地域の特性を生かした教育活動

地域・家庭に“開かれた学校”

積極的な研修

学ぶ意欲にあふれ 心豊かで 健康でたくましく生きる生徒の育成

《自主》 自ら学び，広く深く考える生徒
《敬愛》 感謝と思いやりの心を持つ生徒
《活力》 健康で心身ともにたくましい生徒

地域合同防災訓練

2年樹氷を見る会

全校道徳「心の集会」

特色ある教育活動総合的な学習の時間

ふるさとを題材にした劇と創作太鼓

1年スキー教室修学旅行ふるさと PR活動

地域交流ルーム

鑑賞教室

３年蔵王登山

校内研究授業（１人１授業）

町の支援を受けて行う自然体験

開かれた学校

情操教育

地域連携



◆在籍生徒数
平成 31年４月１日現在

１年 ２年 ３年 支援学級 計
学級数 1 １ 1 2 5
男 子 9 7 12 4 32
女 子 7 8 13 1 29

16 15 25 5 61

◆時程表

校 時 時 刻
朝読書 ８：１５～ ８：２５
朝の会 ８：２５～ ８：３５
１校時 ８：４０～ ９：３０
２校時 ９：４０～１０：３０
３校時 １０：４０～１１：３０
４校時 １１：４０～１２：３０
昼 食 １２：３０～１３：３０
５校時 １３：３０～１４：２０
６校時 １４：３０～１５：２０
清 掃 １４：２０～１４：４０
帰りの会 １５：４０～１６：００
部活動 １６：００～

◆教職員

No. 職 名 氏 名 教科・担任

１ 校長 髙橋 直人
２ 教頭 松崎 恵子 国語

3 主幹教諭 石川 男哉 教務主任・数学

4 教諭 和泉 祐子 あおば学級・音楽

5 教諭 大宮 衆 ふたば学級・国語

6 教諭 生江 淑子 1年副担任・数学

7 教諭 佐藤 正一 2年主任・社会

8 教諭 大浪 勝彦 1年主任・保健体育

9 教諭 黒澤 美鈴 3年主任・英語

10 教諭 兼子 義高 2年担任・理科

11 教諭 扇子 克敏 3年担任・英語

12 養護教諭 小林 有沙
13 講師 小柳 啓紀 １年担任・数学

14 主事 志田 佳彦
15 兼務教諭 芳賀 翔也 技術

16 非常勤講師 八島 光 美術

17 非常勤講師 木原 広美 家庭

18 用務員 草刈 一己
19 特別支援員 中村喜久子
20 図書支援員 佐藤 恵子
21 Ａ・Ｌ・Ｔ ライアン
22 Ｓ･Ｃ 宍戸眞一郎

地域・学校の概要
当地域は標高３２０ｍ，蔵王連峰を望む温泉観光地

として知られ，年間を通して多くの観光客が訪れる。

地域住民の職業には，農業や酪農，観光産業の従事

などの特徴がある。学校への関心は高く協力的である。

生徒は全体的に素直で明朗である。授業態度や生活

態度も良好で，学校行事への取組も熱心である。

課題としては，少子化により生徒数が減少し，部活

動や生徒会活動の改善が迫られていることである。

行 事 予 定

第1学期始業式・入学式

４月 新入生を迎える会・授業参観・ＰＴＡ総会

3年修学旅行

５月 家庭訪問・安全教室・人権教室・生徒会総会

ＰＴＡ奉仕作業・白刈中総体

白刈陸上大会・三地区水泳大会・期末考査・

６月 町Ｐ連バレーボール大会・防災教室．避難訓

練・3年蔵王登山

７月 授業参観．学年ＰＴＡ・地域合同防災訓練

第1学期終業式・3年教育相談・県中総体

８月 ＰＴＡ奉仕作業・第2学期始業式・学級弁論

大会・三地区駅伝大会

校内弁論大会・１年野外活動・2年職場体験

９月 学習・３年福祉体験学習

白刈新人大会・生徒会役員選挙

10月 遠中祭・町音楽発表会

１１月 ３年進路説明会・期末考査・教育相談

１2月 授業参観・第2学期終業式

１月 第3学期始業式・校内書きぞめ展

1年スキー教室・公立前期選抜入試

２月 避難所設営訓練・2年樹氷見学会

期末考査・3年生を送る会

３月
公立後期選抜入試・卒業式・授業参観

修了式・一日入学・離任式

学校要覧

令和元年度

蔵王町立遠刈田中学校

〒989-0916
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字小妻坂山１６
Tel 0224-34-2203 Fax 0224-35-3139
E-mail master@togatta-jhs-zao.ed.jp




