角田高等学校
校訓 質実剛健 自他敬愛

１ 基本データ

創立：平成 17 年
課程・学科：全日課程・普通科
生徒数：４５９名
所在地：〒981-1505
角田市角田字牛館 1 番地
ＴＥＬ：0224-63-3001
ＦＡＸ：0224-63-0523

ホームページアドレス：
http://kauko.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@kauko.myswan.ne.jp/
主な交通機関：
阿武隈急行線角田駅より徒歩 15 分（自転車 5 分）

２ 学校の特色

（３）教育方針
（１）本校の使命
人格の陶冶を図り，生涯にわたって学び続
ける力を養い，地域社会のみならず日本や
世界で活躍できる人材を育成します。

キャッチフレーズ

磨きあう仲間たちと
「文武両道」をキーワードに，規律ある進
学校を目指しています。一人ひとりの意欲
を引き出す授業で，第一希望の進路達成の
実現を強力にサポートします。また，アメ
リカ短期研修をはじめとする国際理解教
育，対白石高校定期戦など，学校行事が盛
りだくさんで，部活動もさかんに行われて
います。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
平成１７年，旧角田高等学校と旧角田女子
高等学校が統合して誕生した学校です。
旧角田高校は明治３０年に宮城県尋常中学
校伊具郡立分校として，旧角田女子高校は明
治４０年に宮城県伊具郡立角田女子実業学校
として，共に創立約１００年の伝統を誇って
いました。両校の積極進取の精神と，高い識
見を養成する校風は脈々と継承され，卒業生
は，国内はもとより国際的にも各界で活躍し
ています。
平成１７年８月，米国デラウェア州ドーバ
ー高校と姉妹校の締結をし，毎年３月にアメ
リカ短期研修を実施しています。平成２３年
からは新校舎での学校生活が始まり，両校の
伝統を生かしながら，さらに充実した新しい
進学校を目指しています。
（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

H29
61
48

H28
67
49

H27
73
48

＜後期選抜＞
普通科

H29
H28
H27
110
105
113
合格者数
105
104
110
（第二次募集を含む）
出願者数

（２）教育方針
①学力の向上
②心身の健康の増進と人格の陶冶
③人間理解の推進
（４）教育課程の特色
（１）教育課程について
本校の教育課程は，大学進学に対応するこ
とを主としたものです。４５分授業を１日７
コマ，週３５コマの時間割を設定し，英語・
数学・国語の時間数を増やしています。
また，国公立大，私立大をはじめとして専
門学校，就職などの多様な進路希望にも十分
に対応するため，平成２８年度入学生から，
「進学重視型単位制」に移行しました。２，
３年次に新たな選択科目を豊富に設定し，生
徒一人一人の希望進路に合わせた少人数の授
業や習熟度別の授業が受けられるようになり
ました。
大学・専門学校進学から就職まで，どのよ
うな進路に対しても，これまで以上に皆さん
の進路実現を応援していきます。
（２）学力向上に向けて
英語・数学・国語において，
「習熟度別授業」
を展開し，年４回ほど習熟度別クラス分けの
テストを実施するため，生徒はその時々の学
力にあった授業を受けることができます。
また，登校後１０分間の「朝学習」により，
学習内容の定着や表現力の向上を図り，チャ
レンジタイム（早朝学習）や課外講習，学習
合宿などによって，
応用力を伸長しています。
（３）希望進路実現に向けて
地域と提携したキャリア教育を中心とした
総合的な学習の時間を展開しながら，進路希
望の実現を目指しています。１年次では角田
商店街調査を行い，地方商店街にインタビュ
ーしながら社会問題を考察し，ポスターセッ
ションで発表します。２年次では自分の将来
の希望職業に関連して職場訪問を実施し，そ
れに関連した問題を課題研究で探究し，発表
します。
それらを通して自分の将来のあり方，
生き方について深く考えることができます。

（５）行事・生徒会活動・部活動
（１）学校行事・生徒会活動
一番大きな行事は，伝統ある「対白石高校
定期戦（５月）
」です。直接対決する運動部は
もちろん，生徒会・応援団を中心に全校一丸
となり，打倒白高に全力を注ぎます。他にも
「球技大会（７月）
」や「角高祭（９月）
」な
ど，毎年活気に満ちあふれた行事が展開され
ます。
（２）部活動
全員が部活動に所属し，文武両道を目指し
て日々練習に励んでいます。平成２８年度は
陸上競技部，空手道部が東北大会出場を決め
るなど，部活動が活発に行われています。
（６）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数)
路

H28

H27

H26

国公立大学

進

8
0
95
13
38
16
8
178

8
3
91
12
39
22
0
175

9
0
73
10
51
16
8
167

国公立短大
私立大学
私立短大
専各学校
就職
その他
卒業生計

主な進路先（平成２９年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 (1)は省略
＜国公立大学＞
山形大，福島大(6)，福島県立医科大
＜私立大学＞
東北学院大(22)，東北福祉大(10), 東北文化
学園大(3), 尚絅学院大(6), 東北芸術工科大
学(5) ，宮城学院女子大(6)，仙台大(2)，東
北工業大(13)，仙台白百合女子大(5)，東北医
科薬科大，大東文化大，神奈川大 他
＜専修各種学校＞
葵会仙台看護専門学校(2)，
仙台医療センター
附属仙台看護助産学校，東北労災看護専門学
校，
大原看護専門学校，
相馬看護専門学校(5)，
福島看護専門学校(3),宮城調理製菓専門学校
(2)，東北電子専門学校,仙台理美容専門学校
(2) 他
＜就職＞
自衛官，角田市職員(2),丸森町職員，岩沼市
職員，アイリスオーヤマ(株)，フジタコーポ
レーション，みやぎ亘理農業協同組合，東北
進学ゼミナール 他

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科

校舎(西校舎)

男女１６０名

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内（４８名以内）
ロ 出願できる条件
人物が優れ，本校を志望する意志が強く，入学後も大学進学等，
将来の進路について明確な目標を持ち，本校の教育方針に従いなが
ら，目標の実現に向けて３年間絶えることなく努力する生徒を求め
ます。
その上で，次の１の条件を満たし，２の条件に該当していること
を自己アピールできること。

授業風景

１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．
６以上の生徒
【調
査書】
２ 中学校において，学習活動，生徒会活動，委員会活動，学校行
事，部活動又は奉仕的活動のいずれかにおいて積極的に取り組ん
できた生徒
◆１の学習成績は「資格確認の対象とする条件」である
ハ 学力検査 国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査
個人面接（ 配点７５点）１０分程度
（３）後期選抜について
定期戦(開会式)

イ 学科別募集人数
普通科 １１２名（予定）
ロ 面接・実技の有無
なし
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
４：６
ホ 学科の第２志望
該当なし
（４）平成２９年度転編入学試験について
日程
平成 29 年 12 月まで
平成 30 年 1 月～3 月

対象学年
全学年
新 2･3 学年

（７月以降分）
９
試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接

文化祭(仮装行列)

我が校のＰＲポイント
角田高校の生徒は「文武両道」の合言葉のもと，勉強と部活動の両
立を目指し邁進しています。
対白石高校定期戦で味わう感動と培う団
結心の素晴らしさは，他の高校で経験することはできないでしょう。
本校で充実した３年間を過ごし，
君たちの進路希望を達成してくださ
い。学習意欲にあふれた中学生諸君！本校の扉をたたいてください。
在校生・教職員一同，諸君を待っています。
アメリカ短期研修

