
第４４巻 １３号（令和２年 ３月１２日～３月３１日）                                                
 

～合格速報( 3/10 現在 )～ 

（国公立大学） 
北見工業大学   地球環境工学部    ２名 

北海道大学    水産学部       １名 

室蘭工業大学   理工学部       ２名 

岩手大学     農学部        １名（既卒） 

東北大学     教育学部       ３名 

         工学部        ３名 

         医学部（看護）    ２名 

         農学部        １名 

山形大学     工学部        １名 

         人文社会学部     １名 

福島大学     人文社会学部     ８名 

         理工学部       ３名 

         農学部        １名（既卒） 

東京大学     理科Ⅰ類       １名 

         理科Ⅱ類       １名 

東京医科歯科大学 歯学部        １名（既卒） 

東京海洋大学   海洋工学部      １名 

新潟大学     教育学部       １名 

信州大学     繊維学部       １名（既卒） 

 

名寄市立大学   保健福祉学部     ２名 

青森県立保健大学 健康科学部      １名 

岩手県立大学   総合政策学部     １名 

宮城大学     食産業学部      １名 

会津大学     コンピュータ理工学部 １名 

福島県立医科大学 医学部        ２名 

前橋工科大学   工学部        １名 

新潟県立大学   国際経済学部     ２名 

         国際地域学部     １名 

 

（文科省管轄外） 

海上保安学校   情報システム学科   ４名 

防衛医科大学校  医学科        ３名 

         看護学科       ２名 

 防衛大学校    人文・社会学専攻   １名 

          理工学専攻      ６名        
 

 

 

 

～今後の予定～ 
 

 全国の新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、本校では3月13

日に予定していました終業式・保護者会を取り止めました。 

 新入生を対象とする下記の行事につきましては、実施の予定

です。 

 

本年度の日程 

３月１７日（火） 入学確認・一般入試２期受付 

３月１８日（水） 一般入試２期入試・合格発表 

３月２３日（月） 新入生オリエンテーション 

 

来年度の日程 

４月 ８日（水） １学期始業式 

４月 ９日（木） 入学式 

４月１０日（金） 対面式 

４月１４日（火）～１６日（木） 

 普通コース   オリエンテーション合宿 

 文理選抜コース 校内オリエンテーション 

４月１９日（日）～２２日（水） 

 特進コース   学習合宿 

 

～卒業式～ 

 

 ３月１日、穏やかな天気のもと卒業式が行われました。感染

拡大を防ぐために在校生は不参加、ご来賓にもご出席頂けませ

んでしたが、無事に実施されました。 

 式の時間を短縮させるために、皆勤賞、クラブ功労賞の呼名

をしないなどの変更を加えました。表彰された生徒につきまし

ては、裏面をご覧下さい 

 

 

 

福島成蹊高等学校（発行責任者 大谷 明） 
 

 

                        卒業生の入場 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  卒業証書を受けとる卒業生代表 

 

卒業生代表 1組 佐々木 瞭（成蹊中） 

 

 福島成蹊学園に入学してから6年の月日が経ちました. 4月の

オリエンテーション合宿から始まり,登山, 強歩, 学習合宿, 桃

李祭など多くの行事と日々の学習に彩られた, 濃く, 鮮やかな6

年間を過ごすことができました. このような毎日を, 食事や生

活面から支えてくれた両親に感謝を伝えたいと思います. また, 

夜遅くまで学校に残り, 家族よりも多くの時間を共有し, 志望

校合格の瞬間まで寄り添ってくれた先生方にも大きな感謝を伝

えたいです. ありがとうございました.  

 私は, これから, この福島成蹊高等学校で学んだという誇り

と自信をもって, 新たな目標へスタートを切ります. 既存の規

格を超えたステージで活躍できる人材となることを目指します. 

 

 



～卒業時表彰者一覧～ 
 

日本私立中学校高等学校連合会長賞  

１組 佐々木 瞭(成蹊中) 

桃李賞 

 一貫文系コース        １組 菅野 愉香(成蹊中) 

 一貫理系コース        １組 佐藤 那奈(成蹊中) 

 特別進学文系コース      ２組 浦山 夏梨(福島二中) 

 特別進学理系コース      ２組 原田 芽海(福島四中) 

 普通文理国公立コース文系   ３組 柴山 千紘(福島三中) 

 普通文理国公立コース理系   ４組 菅野 美空(成蹊中) 

 普通文系コース        ７組 村田 柚那(県北中) 

 普通理系コース        ９組 伹野 智哉(鹿島中) 

 普通普通コース       １０組 齋藤 遥大(岳陽中) 

 

クラブ功労賞 

 ギタークラブ         ３組 遠藤  晴(福島三中) 

                ４組 深谷 あい(渡利中)  

                ５組 佐藤 咲良(西信中) 

                   半沢比菜乃(福島三中) 

                ６組 齋藤 佳那(飯野中) 

                   澤木 海羽(吾妻中) 

                ７組 一條 壮平(桃陵中) 

                ８組 石川 柚奈(県北中) 

                   大内 悠愛(渡利中) 

                   林  直希(信陵中) 

                   安田 拓実(信夫中) 

                   山田 俊介(信陵中) 

                ９組 庄司 大(信陵中) 

                   樅山 真依(平野中) 

 

 陸上競技クラブ        ６組 渡邊 陽菜(松陵中) 

               １０組 熊田 統弥(福島四中) 

                   三本木良坤(北信中) 

 

 水泳クラブ          ４組 須田  俊(松陵中) 

                ９組 泉田龍ノ介(信夫中) 

                   伹野 智哉(鹿島中) 

               １０組 安齋 叶空(二本松一中) 

                   五十嵐 蓮(二本松三中) 

                   吉田 朱佑(桃陵中) 

 

 

 
皆勤賞 

 １組  石川 智章(成蹊中)    鹿山  萌(成蹊中)   

     佐々木 瞭(成蹊中)    佐藤 那奈(成蹊中) 

菅野 愉香(成蹊中)    鈴木 恒大(成蹊中) 

     髙塚真里奈(成蹊中)    髙橋 慧悟(成蹊中)    

西村 帆貴(成蹊中)    古山絵理奈(成蹊中)    

邉見  萌(成蹊中)    武川 秀辰(成蹊中) 

     山崎 陽香(成蹊中) 

 ２組  浦山 夏梨(福島二中)   菅野 航弥(川俣中)    

菊田 大亮(福島一中)   佐藤 大空(渡利中)    

原田 芽海(福島四中)   飛彈 香乃(福島四中) 

     山元 章詠(伊達中)    渡邊 沙絵(梁川中) 

 ３組  宇野 陸人(清水中)    加藤 駿弥(西信中)    

亀岡 昂生(桃陵中)    菅野 美羽(桃陵中)    

佐藤 菜南(桃陵中)    鈴木 里佳(松陵中) 

     三浦  礼(平野中)    𠮷永 有希(信陵中)     

 ４組  五十嵐未羽(附属中)    河原 昂太(醸芳中)    

菅野 美空(成蹊中)    国分歩優美(二本松三中)    

佐藤 敬太(梁川中)    鴫原 佑太(山木屋中) 

     白井 優衣(福島四中)   中澤 蒼唯(附属中)    

深谷 あい(渡利中)    三浦 康利(成蹊中)    

村山 佑哉(野田中)    吉田 理恵(福島二中) 

渡邉  哲(福島四中) 

 ５組  朝倉花生子(伊達中)    大勝 佑介(県北中) 

     菊地 和起(川俣中)    佐藤 美聖(吾妻中) 

     成田  匠(桃陵中)    林  茉弥(福島二中) 

     八巻 貴郁(渡利中)    𠮷田  弥(成蹊中) 

     渡辺くらら(福島一中) 

 ６組  一條 花乃(桃陵中)    一條 真未(桃陵中) 

     岩見 浩香(福島二中)   小野菜々美(北信中) 

     佐藤悠貴也(県北中)    武田佳菜子(附属中) 

     中野 歩奈(県北中)    半澤 愛葵(信陵中) 

     藤井 伶音(野田中)    宮島 杏奈(平野中) 

     山田 優介(附属中) 

 ７組  阿部由莉加(梁川中)    板倉はづき(福島四中) 

     大石 有紗(桃陵中)    片平 凌輔(松陽中) 

     佐藤 敬太(福島二中)   髙木 心愛(福島三中) 

     武川 令旺(岳陽中)    村田 柚那(県北中) 

  

 

 

 ８組  石川 柚奈(県北中)    大内 悠愛(渡利中) 

     河野 立道(渡利中)    小畠 美桜(信夫中) 

     齋藤  和(高崎谷中中)  佐藤 里奈(福島一中) 

     滝田 真央(信陵中) 

 ９組  梅津 陽介(仙台蒲町中)  遠藤 隆世(福島四中) 

     小原 朋恵(大鳥中)    菅野  慶(山木屋中) 

     菊田 蒼大(岳陽中)    庄司 大(信陵中) 

     進藤 千聖(蓬萊中)    鈴木美乃里(北信中) 

     三品 重晴(梁川中)    樅山 真依(平野中) 

     藪内 彩乃(福島二中)    

１０組  門脇  翠(福島一中)   篠木 里奈(平野中) 

     安田 未来(二本松一中) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念品贈呈 成田  匠 

 

桃李賞代表 柴山 千紘      皆勤賞代表 一條 花乃 

クラブ功労賞代表 庄司 大     答辞 石川 柚奈 


