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新生「山商」始動す！ 
    校長 小林 勝喜 

令和４年４月、山商は新たなスタートを切りました。校舎棟及び体育館棟が完成し供用を開始した

ばかりでなく、新学科（情報科）の設置や新しい教育システムである単位制を導入しました。また、新

学習指導要領による新しい教育課程も年次進行で実施していきます。 

コロナ禍がなかなか終息を見せないなか、生徒たちは新校舎の素晴らしい環境の下、明るく元気

に生き生きと高校生活を送ってくれているようです。新校舎の特徴的な施設・設備については、この

学校だより「Team 山商」で今後紹介していきたいと考えております。 

本号では、山商の存在意義や期待される社会的役割、目指すべき学校像である「スクール・ミッシ

ョン」と、山商における教育活動の指針となる３つの方針（①入学者の受け入れに関する方針、②教

育課程に関する方針、③育成を目指す資質・能力に関する方針）である「スクール・ポリシー」を紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

〇県内商業教育の中核校として、全国の商業高校のフラグシップスクール（※1）として、質の高い 

教育を行う学校 

〇山形の発展のために将来の山形を担う“人財”を育成する学校 

〇市民・県民と地元の産業界に元気と活力を与えられる学校 

〇「社会に開かれた教育課程」を実現する学校（※2） 

Team 山 商 

 

 

令和４年５月１日 第 １ 号 

スクール・ミッション 

※1 先導的役割を担う先進校 

※2 地域社会と連携・協働しな 

がら、新しい時代に求めら 

れる資質・能力を生徒たち 

に育むことを目指す 

スクール・ポリシー 

日本一の商業高校をめざす！ 



 

定年退職者・退任者・転出者等の紹介 
№ 事由 氏 名 職 教科 年数 新任地等 

1 定年退職 会田  広 教諭 商業 28  

2 定年退職 松田 晴之 教諭 国語 26 本校で再任用教諭 

3 転出 熊澤 和敏 教頭 数学 3 県立山形北高等学校 教頭 

4 転出 吉田 武史 教頭 商業 1 山形県教育庁高校教育課 課長補佐 

5 昇任 佐藤扶美子 教諭 商業 31 本校 教頭 

6 転出 嵐田 和男 教諭 英語 16 県立山辺高等学校 教諭 

7 転出 渋谷 匡人 教諭 国語 8 県立山形南高等学校 教諭 

8 転出 後藤 洋人 教諭 数学 4 県立寒河江工業高等学校 教諭 

9 退任 山家 重之 非常勤講師 地歴公   

10 退任 中村みほ子 非常勤講師 英語   

11 退任 石黒真由美 非常勤講師 理科   

12 任用替 氏家 光彦 非常勤講師 商業  本校 常勤講師 

13 任用替 佐藤 博子 常勤講師 国語  本校 非常勤講師 

14 転任 浅井 幹太 事務長  3 市総務部次長（兼）防災対策課長 

15 転任 丹羽 良広 技能長  9 山形市立桜田小学校 技能長 

16 退任 太田 龍牙 任用職員  1 山形市立蔵王第一小学校 技師 

17 退任 奥山 俊彦 任用職員  0.25  

18 退任 布川せい子 団体雇用  2  

19 退任 田中 洋子 団体雇用    

 

新任者・転入者・昇任者等の紹介 
№ 事由 氏 名 職 教科 旧所属等／校務分掌等 

1 転入 石田  修 教頭 国語 新庄神室産業高校真室川校 教頭 

2 昇任 佐藤扶美子 教頭 商業 本校 教諭 

３ 転入 永岡  誠 教諭 商業 上山明新館高校／教務課・校外活動部 

4 転入 丸山  充 教諭 商業 米沢商業高校／１年担任・バレーボール部・演劇部 

5 転入 埀石 啓一 教諭 英語 山形南高校／１年担任・硬式野球部 

６ 転入 小松 冬子 教諭 数学 谷地高校／１年担任・ソフトテニス部・家庭部 

7 転入 尾形 知哉 教諭 国語 高畠高校／１年担任・美術部 

8 転入 和田  陽 教諭 商業 米沢商業高校／進路課・ソフトボール部 

9 任用替 氏家 光彦 常勤講師 商業 本校 非常勤講師 

10 転入 加藤 眞子 常勤講師 数学 山形聾学校／進路課・体操部 

11 新任 井上真菜美 実習講師 商業 教務課・サッカー部 

12 任用替 佐藤 博子 非常勤講師 国語 本校 常勤講師 

13 新任 池野百合子 非常勤講師 地歴 長井高校 

14 転任 志済 直史 事務長  市環境部ごみ減量推進課総括主幹（兼）課長補佐 

15 昇任 我妻 正人 総括主幹  事務次長（昇任） 

16 転任 伊藤 郁子 技能長  山寺小中学校技能長 

17 昇任 新関 正治 技能長  本校 技能主査（昇任） 

18 新任 齋藤 祐子 団体雇用  市雇用創出課 

 

大変お世話に

なりました！ 

よろしくお願

いします！ 


