名取北高等学校
校訓 人間愛 創造 貢献

１ 基本データ

創立：昭和５４年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：８３２名
所在地：〒981-1224
名取市増田字柳田１０３
ＴＥＬ：022-382-1261
ＦＡＸ：022-384-8976

ホームページアドレス：
http:// www.natorikita.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@natorikita.myswan.ne.jp
主な交通機関：
◆ＪＲ名取駅より徒歩１５分。
◆仙台空港アクセス鉄道杜せきのした駅より徒歩１０分。
◆名取市民バス「なとりん号」まちなか循環線
名取駅前発 名取市役所前下車徒歩３分。

（３）教育方針

２ 学校の特色

「人間愛・創造・貢献」を校訓とし，以下
の教育目標を掲げています。
①人間を愛し，知性を養い，情操を陶冶して
豊かな人格を備えた逞しい人間を育てる。
②創造の精神を尊び，積極的に自己開発に努
める人間を育てる。
③新しい時代・社会における自己の役割を認
識し，
郷土及び社会に貢献する人間を育てる。

キャッチフレーズ
自分の人生を
自分の意思で
切り拓いていく力を

（４）教育課程の特色
「人間愛・創造・貢献」の校訓のもと，
部活動と勉学の両立を図り，文武両面にお
いて「仙南に北高あり」といわれる学校づ
くりを目指します。輝く未来に向けて，地
域とともに新たな校風や伝統を創っていき
ます。
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は昭和５４年に創立され，今年で３９
年目を迎える全日制課程（普通科）の高校で
す。生徒数は８３２名（男子３４３名・女子
４８９名）
，１学年７クラス，合計２１学級で
す。
名取北高は，古代より歴史に名を残す由緒
ある「名取・増田」の地にあり，校舎より泉
ヶ岳から蔵王にかけてのたたずまいや遠くは
太平洋までも眺望することができる恵まれた
環境にあります。ＪＲ「名取駅」から徒歩１
５分，仙台空港アクセス鉄道「杜せきのした
駅」から徒歩１０分と，通学にも便利です。
施設には，４階建て校舎・体育館・プール・
武道場・弓道場の他に，食堂・研修室・和室
を備えた「名北館」(冷暖房完備）があり，部
活動，学習活動，ＰＴＡ活動など様々な行事
に利用されています。
（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
110
84

H28
108
84

H27
91
84

＜後期選抜＞

普通科

H29

H28

H27

出願者数

227

271

252

合格者数

196

196

196

平成２８年度入学生より教育課程を改訂し，
基礎から発展段階へと進むにあたり，生徒ひ
とりひとりが，自らの興味・関心・進路に応
じて，主体的に選択履修し，学習を進めてい
くことを目指します。
科目選択にあたっては，
科目選択説明会を経て，進路希望達成のため
に必要な科目を確認しながら，自分に適した
学習プランを設計していきます。
１年次では，基礎・基本を重視し，基礎学
力の伸長を図ります。２年次以降の科目選択
も視野に入れ，生徒自らが学習プランを設計
していくことを目指します。
２年次では，将来の進路を見据えた科目選
択を行います。大きく「理系」と「文系」の
２つに分かれ，それぞれの科目の目標にそっ
て学習活動を展開していきます。
３年次では，生徒の多様な進路希望にきめ
細かく対応するため，さらに多くの選択群を
設定し，生徒の主体的選択により，自己実現
を図るための学習活動をおこないます。
（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会行事には，生徒総会，総体壮行式，
体育祭，北高祭（文化祭）などがあります。
特に体育祭は学年の枠をこえたクラス対抗で
競われ，総合優勝を目指して一致団結し，大
きな盛り上がりを見せています。生徒会が自
主的，主体的に活動し，実行委員会と連携を
とりながら企画・運営しています。
部活動は，年度当初に必ず全員が登録しま
す。現在設置されている部は，運動部１９・
文化部１６です。どの部においても自主的，
意欲的な取り組みがなされています。
昨年度は，陸上競技部が高総体で１名東北
大会に出場しました。県新人では４名が入賞
し，うち１名は東北大会出場を果たしていま
す。また，女子バスケットボール部は県総体
ベスト８，県新人３位となり，宮城・岩手対

県選抜大会に出場しています。文化部におい
ても，演劇部が全国高等学校演劇大会へ２度
目の出場を果たしたことを始め，吹奏楽部，
美術部，書道部，写真部なども輝かしい実績
をつくっています。
（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)
進
路
国公立大学
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

H28

H27

H26

10
0
152
13
72
22
9
278

8
0
135
15
70
32
10
270

8
0
140
26
63
23
10
279

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＞
宮城教育大学(2)，山形大学(4)，岩手県立大
学(2)，宮城大学，筑波技術大学
＜私立大学＞
東北学院大学(63)，東北福祉大学(46)，宮城
学院女子大学(10)，尚絅学院大学(29)，東北
工業大学(19)，仙台大学(7)，東北文化学園大
学(7)， 東北医科薬科大学(2)，石巻専修大学
(2)，東北芸術工科大学(6)，日本大学，上智
大学，神奈川大学，国士舘大学(4)，関東学院
大学(3) 他
＜私立短期大学＞
仙台青葉学院短期大学(9)，
聖和学園短期大学
(3) 他
＜専修各種学校等＞
仙台徳洲看護専門学校(4)，
葵会仙台看護専門
学校(3)， 宮城高等歯科衛生士学院(3)，仙台
医療センター附属仙台看護助産学校，JR 東京
総合病院高等看護学園，東京医科大学霞ヶ浦
看護専門学校，仙台医健専門学校 他
＜就職＞
宮城県職員(行政，学校事務，警察官Ｂ)，山
元町職員，アイリスオーヤマ(株)(4)，相双五
城信用組合(2)，シベール(2)，お茶の井ヶ田
(株)，日本製紙，仙南信用金庫，みやぎ亘理
農業協同組合 他

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科

男女２８０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（８４名以内）
ロ 出願できる条件
≪普通科≫
大学進学などの明確な進路目標を持ち，その実現に向けて努力を
続け，高校入学後も学習や部活動，生徒会活動に真剣に取り組む気
力溢れる生徒で，次の１又は２のいずれかの条件を満たしているこ
と。
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．０以上の生徒
【調査書】
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．
８以上
【調査書】
で，次の(1)・(2)の条件のうち１つ以上満たしている生徒
(1) 中学校における部活動又は校外のスポーツ・文化活動にお
いて，３年間継続して活動に取り組んでいることを自己アピ
―ルできる者
(2) 英検・漢検・数学検定のいずれかにおいて３級以上の資格を
取得した者【添付書類又は調査書】
◆ １・２の学習成績，２の(２)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
作文（配点７５点） ５０分
「題」を提示した自由作文
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
１９６名（予定）

我が校のＰＲポイント
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 7 月 13 日
平成 29 年 9 月 14 日
平成 29 年 12 月 11 日
平成 30 年 3 月 20 日

対象学年
全学年
全学年
全学年
新 2･3 年

（７月以降分）
９
試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接

名取北高のいいところは，落ち着いた雰囲気の中で学習活動や
部活動に取り組めるところです。生徒は温厚・素直であり，楽し
くしかも充実した高校生活を送ることができます。
授業中はみな真面目に勉学に励んでいます。また昼休みや放課
後には面談の時間を設けており，学習や進路について担任やスク
ールカウンセラーと気軽に相談し，アドバイスを受けることがで
きます。生徒と教職員のふれあいを大切にしていることも，本校
の特長になっています。
部活動は運動部・文化部ともに，先輩・後輩の仲がよく，意欲
的に活動しています。陸上競技部や演劇部などは全国レベルで活
躍する実績も残しています。また地域の小・中学校との合同練習
や，福祉施設での演奏活動など，地域社会とのふれあいも大切に
しています。また生徒会活動も活発であり，体育祭や北高祭など
の行事では，生徒会執行部や実行委員会が主体的に企画運営を行
っています。
名取北高は地域とともに「輝く未来」に向かって新しい校風・
伝統を創っていきます。希望あふれる皆さんの入学を待っていま
す。

