多賀城高等学校
校訓 さとく ゆたかに たくましく

１ 基本データ

創立：昭和 51 年 4 月創立
課程・学科：全日制課程・普通科，災害科学科
生徒数：８３３名
所在地：〒985-0831
宮城県多賀城市笠神２－１７－１
ＴＥＬ：022-366-1225
ＦＡＸ：022-366-1226

（３）教育方針

２ 学校の特色

キャッチフレーズ

誰にでも未来を創る能力がある
本校では「さとく・ゆたかに・たくまし
く」の校訓のもと，生徒と教員が“誰にで
も未来を創る能力（ちから）がある”こと
を共に確信し，これからの厳しい社会を生
き抜いていくための土台となる「最後まで
諦めずに頑張る力」の育成を目指して，進
路目標達成を実現できるよう全力でサポ
ートします。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
仙台市の北東部に隣接する史跡の街，多賀
城市に昭和５１年に創設された全日制普通高
校で，１～３学年７クラス(２８０名)編制，
男女比ほぼ１：１の共学校です。
ＪＲ仙石線下馬駅より徒歩２０分の距離に
あり，
閑静で緑豊かな環境に立地しています。
施設は，４階建て校舎，体育館，柔剣道場，
部室棟や部活動の合宿，学習合宿などに利用
できるセミナーハウスがあります。
また，野球，サッカー，ラグビー，ソフト
ボール，陸上などが同時に活動可能な大きな
グラウンド，全７面のテニスコートを備え，
恵まれた環境でのびのび活動ができます。
（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)
※災害科学科は H28 入試から実施
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ホームページアドレス：
http:// tagajo-hs.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@tagajo-hs.myswan.ne.jp
主な交通機関
ＪＲ仙石線 下馬駅下車 徒歩２０分
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２１世紀を担う人物の育成という観点に
立って，高い知性，豊かな情操，すぐれた徳
性，強い意志と強健な身体をもち，広い視野
をもって社会，国家に貢献する人物を育成す
ることを方針としています。
次の３つの教育目標を定めています。
１ 知性の伸長（さとく）
自己のもつ可能性を見出して，その伸
長と実現を図るとともに，真・善・美を
追求し，常に広く調和のとれた教養を身
に付けるよう努める。
２ 人格の尊重（ゆたかに）
正しく自己を愛し，他も愛する豊かな
愛情を育て，社会に奉仕する精神を養
い，互いに信頼しあえる誠実な人となる
よう努める。
３ 心身の健康（たくましく）
心身の健康こそはすべての生活の根源
である。清潔で健康な生活を送ることを
心がけるとともに進んで心身を鍛え，明
るく清くどんな困難にあってもくじけ
ない強固な意志力と強靭な体力を身に
付けるよう努める。

（５）行事・生徒会活動・部活動
進路関係行事として，長期休業中の課外講
習や３学年の平常講習・学習合宿等の学力向
上に向けた取り組みと，
大学による出前授業，
社会人講話やディベートがあり進路実現を目
指しています。
生徒会活動は大変活発であり，特に中心と
なるのが，本校の３大イベントの｢球技大
会｣，｢多高祭｣，｢体育祭｣です。これらの行
事は，有志生徒による実行委員会が企画・運
営を行います。
部活動も，｢個性追求の場｣として，生徒主
体の意欲あふれる熱心な活動が行われており，
全国大会や東北大会に出場している部や地域
に貢献している部などがあり，多くの部が活
発に活動しています。
＜運動部＞ラグビー，サッカー，ソフトテニ
ス，野球，陸上，ソフトボール，山岳，バレ
ーボール，卓球，剣道，バスケットボール，
テニス，水泳，柔道，バドミントン，弓道
＜文化部＞ 写真，科学，合唱，軽音楽，吹
奏楽，美術，茶華道，語学研究，家庭，放送，
情報処理，ボランティア同好会
（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)

（４）教育課程の特色
平成２５年度より，新学習指導要領を踏ま
え月１回土曜日に授業を行い，週当たりの教
科単位時間を３１時間としています。
＜普通科＞
１年生では，基礎科目（国語 数学 英語）
に重点をおき，標準単位より１単位増で学習
します。２年生では，文系・理系に分け進路
に合わせて地理歴史と理科での選択を設定し
ています。３年生では，大学進学を基本とし
た文理２類型及び進路や興味・関心にあわせ
た学校設定科目を設置しています。
＜災害科学科＞
自然災害を科学的にとらえる知識や技能を
身に付けることを目的とし，被災後の復興を
担う人材を育てることを目的として，平成２
８年４月に開設された新しい専門学科です。
普通科における教科・科目をベースとして
科学的な学校設定教科・科目を多数組み込ん
だカリキュラムとなっています。また，学外
の研究機関（(独)防災科学研究所，海洋研究
開発機構，JAXA 等）や大学（東北大学，東
北学院大学等）と連携して行われる巡検と呼
ばれるフィールドワークや県外の研究施設へ
の宿泊研修など，最先端の研究に関わる研究
者との交流を持てることも特徴となっていま
す。
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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(13) 宮城大(8) 福島大(4)
岩手大(3) 宇都宮大(2) 東北大
宮教大 秋田大 弘前大 新潟大
琉球大 岩手県立大(2) 秋田県立大
＜私立大学＞
東北学院大(59) 東北福祉大(30)
東北薬科大(2) 東北工大(14)
宮城学院女子大(19) 尚絅学院大 (5)
日本大(2）東洋大(2) 神奈川大 他
＜専修各種学校＞石巻赤十字看護専門(2)
仙台医療センター付属看護(4) 他
＜就職＞
宮城県職員(3) 富谷市職員 松島町職員
七ヶ浜町職員 自衛官一般曹候補
一般企業(2)
国公立大学

３ 入試情報
（１）募集定員
普 通 科
災害科学科

男女２４０名
男女 ４０名

（４）平成２９年度転編入学試験について
日程
平成 29 年 9 月 20 日
平成 29 年 12 月 20 日
平成 30 年 3 月 22 日

対象学年
全学年
全学年
新２・３年

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

（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（７２名以内）
災害科学科
定員の４０％以内（１６名以内）

４ 写真で見る学校生活

ロ 出願できる条件
多賀城高校は「一人一人が生き生きと自分を伸ばせる学校」をめ
ざし，設立以来，地域社会の期待に応えてきました。そして，多賀
城高生は「自身を大きく成長させるための努力を惜しまない」高校
生活を送ってきました。そこで，次の１～３の全てを満たし，その
ことについて自己アピールできることを「出願できる条件」としま
す。
＜普通科＞
１ 学習に真剣に取り組むことはもちろん，部活動，生徒会活動
などにも意欲的に取り組み，目標を達成させたいと考えている
生徒
２ 中学校での学習への取り組みが良好（家庭学習や課題提出が
きちんと出来ている）で，その成果が優秀である生徒
３ 基本的生活習慣（挨拶ができる，遅刻をしない，正しい制服
の着こなしが出来る，言葉遣いがきちんとできる，ルールを守
れる）が身に付いている生徒
＜災害科学科＞
１ 災害に関する科学的な学習や復興の取り組みに興味関心があ
り，課題研究や校外研修活動に積極的に関わりたいと考えてい
る生徒
２ 中学校での学習への取り組みが良好かつ成果が優秀であり，
進学を基本とした進路目標を明確に持っている生徒
３ 基本的生活習慣（挨拶ができる，遅刻をしない，正しい制服
の着こなしが出来る，言葉遣いがきちんとできる，ルールを守
れる）が身に付いており，校外の人々とのコミュニケーション
能力に優れている生徒

＜校

舎＞

＜生徒総会＞

服＞

＜災害科学科浦戸巡検＞

＜球技大会＞
ハ 学力検査
各学科とも

＜制

＜学習合宿＞

国語，数学，英語 各５０点

ニ 学校独自検査
各学科とも
小論文（配点７５点）
資料読取型
６０分
図や表を含む資料から読み取れる事柄についての基礎的知
識を問うと同時に，資料から考察されることについて論述展
開させる。特に数学的な処理や理科，社会に関する事柄を含
むものとする。
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普 通 科
１６８名（予定）
災害科学科
２４名（予定）
ロ 面接・実技の有無
各学科とも
なし
ハ 傾斜配点の有無
各学科とも
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
各学科とも
４：６ (学力点を重視します)
ホ 学科の第２志望
該当あり
普通科･･･なし
災害科学科･･･普通科を第２志望とすることができる

＜吹奏楽部定期演奏会＞

＜津波波高調査＞

我が校のＰＲポイント
本校の生徒は『文武両立』を合言葉に，互いに人格を認め合い，しっか
りとした挨拶を基本として，明るくのびのびと学校生活を送っています。
在学生へのアンケートでも本校の魅力は『学校の雰囲気が良いところ』と
いう意見が多く寄せられます。
『文武両立』を目指し，積極的に様々なこ
とに取り組み，自ら人間的成長を求めていこうとする人は，ぜひ本校に入
学してください。
平成 28 年 4 月には災害科学科が新設され，大学や研究機関と連携しな
がら課外活動や授業を通して学んでいます。また，ユネスコスクールに加
盟するほか，様々なボランティア活動にも参加しています。

