迫桜高等学校
校訓

敬愛 創造 至誠

１ 基本データ

創立：平成１３年
課程・学科：全日制課程・総合学科
生徒数：5５６名
所在地：〒989-5502
栗原市若柳字川南戸ノ西 184
ＴＥＬ：0228-35-1818
ＦＡＸ：0228-35-1822
（３）教育方針

２ 学校の特色
キャッチフレーズ

夢 はばたけ未来へ！
「敬愛 創造 至誠」を校訓とし,命あ
るものを尊び，豊かな人間性と進取の精
神を養い，夢のある未来社会をめざし,創
造的に自己鍛錬に励む，心身ともに健全
な人間の育成を目標としています。

県北の田園地帯に位置し,西に栗駒山を
望むことができる本校は,栗原・登米地区で
初の単位制総合学科の高校として,平成１
３年４月に開校しました。
本校は，生徒のいろいろな興味や関心,
進路希望に対応できるように，人文・自然・
福祉・情報・自動車・土木・農業のそれぞ
れを学べる系列と数多くの選択科目を設定
するとともに,さまざまな施設・設備を備え
た学校です。
また,県内でも屈指の斬新なデザインの
校舎です。一辺が約１２０ｍの正方形の二
階建てになっており，体育館（アリーナ）
が中央に配置され，廊下は最大で幅７メー
トルもあるなど,視覚的にも考慮された快
適な生活空間になっています。
バリアフリーの設計で,廊下には段差が
なく，エレベーターも設置されています。
太陽熱を利用した床暖房も取り入れ,寒さ
の厳しい冬場の学習環境も充実しています。
そのほかにも,マルチメディア型の広い
図書館を備えており,一般への開放も実施
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＞
出願者数
合格者数

H29
113
80

H28
104
81

H27
98
82

H29
135
120

H28
97
93

H27
101
100

＜後期選抜＞
総合学科

出願者数
合格者数

教育の基本方針は以下のとおりです。
１ 単位制総合学科の教育課程に基づく特
色ある学校づくり。
２ 基礎基本の定着と進路希望達成のため
の学力保障。
３ 学校と家庭、
地域社会が一体となって生
徒を育てるための開かれた学校づくり。
教育方針については以下のとおりです。
１「進路希望の達成」
２「学力の保障」
３「集団の中で自己を磨き，自己実現」
（４）教育課程の特色

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)

総合学科

ホームページアドレス：
http://www. hakuou. myswan. ne. jp/
電子メールアドレス：
chief@hakuou.myswan. ne. jp
主な交通機関：
石越駅より宮城交通バス：築館行き 迫桜高校前下車 徒歩２分
くりこま高原駅より宮城交通バス：石越行き 迫桜高校前下車 徒歩２分

１３０以上の開設科目の中から，生徒が
自分の科目を選択し,「自分独自の時間割」
を作ります。ただ好きな科目を選ぶという
ことではなく,科目選択のためには,自分の
進路を考えなければいけません。総合学科
ではそのために「産業社会と人間」という
教科を 1 年次で学習し,まず進路について
深く考えてもらうことにしています。この
「産業社会と人間」
は,科目選択のための学
習や,職場体験学習等をしながら自分の将
来についていろいろな角度から見つめる教
科です。
本校では“生徒の進路希望実現”を学校
のテーマとして取り組んでおり,
「ドリカム
ゼミ（総合的な学習の時間）
」を通し,生徒
の皆さん一人一人が３年間継続して自分の
進路に向けた課題解決型の学習ができるよ
うにしています。
生徒が科目選択を考える材料として,本
校では進路に応じた科目選択のモデルを
《系列》として示しています。
《系列》は
人文国際，自然科学，福祉教養，情報科学,
エンジニアリング,アグリビジネスの６つ
です。この系列を参考にして自分の科目を
選択することになります。
（５）行事・生徒会活動・部活動
主な行事：体育大会,ドリカムプラン発表会、
支部総体,支部総合文化祭,芸術鑑賞会,迫
桜祭,修学旅行,課外講習等。
生徒会活動：生徒会執行委員は『生徒が主
体となって，生徒会活動を盛り上げる』を
モットーに明るく元気に日々活動していま
す。生徒会行事の企画・運営の他,月 1 回の
生徒会新聞発行や活動を知ってもらうため
の掲示板作りなど積極的に取り組んでいま
す。また,挨拶運動を実施しており,地域の

方々とも交流を深めています。
部活動：運動部１４部,文化部１３部あり毎
日放課後顧問の指導のもと，熱心に活動し
ています。運動部は,陸上部・卓球部・水泳
部などの活躍がみられました。文化部も吹
奏楽部,美術部や書道部,写真部,演劇部,理
工部の活躍にもめざましいものがありまし
た。
（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
H28 H27 H26
国公立大学
0
0
1
国公立短大
1
0
0
私立大学
21
22
13
私立短大
13
21
22
専各学校
51
54
54
就職
81
95
84
その他
4
5
1
卒業生計
171 197 175
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略。
＜私立大学＞東北工業大(4)，石巻専修大
(3),東北学院大(2)，尚絅学院大(2), 明
海大(2),宮城学院女子大,東北福祉大,仙
台大,東北文化学園大,東北芸術工科大,
富士大,大正大,文京学院大
＜短期大学＞山形県立米沢女子短大,宮城
誠真短大(5),仙台青葉学院短大(4), 聖
和学園短大(2),修紅短大(2)
＜専修各種学校＞東北職業能力開発大学校
(3),宮城県農業大学校(2),水沢学苑看護
専門学校(2),一関高等看護専門学校,花
巻高等看護専門学校，仁愛看護福祉専門
学校看護,晃陽看護栄養専門学校,白河厚
生総合病院付属高等看護学院、葵会仙台
看護専門学校,大崎市医師会附属准看護
学校(4)，仙台医師会看護専門学校准看護
科,一関市医師会准看護高等専修学校
＜公務員＞宮城県職員(2),宮城県警,宮城
県警（事務）,登米市職員,自衛官一般曹
候補生(3),自衛官候補生(5)
＜民間就職＞仙台信用組合(3),ジオマテッ
ク(株)(3),栗原食肉(株)(2),(株)若柳タ
ム ラ 製 作 所 (2), 伊 藤 ハ ム デ イ リ ー
(株)(2),ナブコート(株)(2),(株)クック
ガ ー デ ン (2), ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本
(株)(2),佐川急便(株)(2),山岸電設工業
(株)(2),(株)ナカムラ(2),豊田合成東日
本(株),トヨテツ東北(株),日野自動車
(株),イオンスーパーセンター(株),(株)
ウジエスーパー,東北イノアック(株)他

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
総合学科

男女 ２００名

制服等

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
総合学科 定員の４０％以内(８０名以内)
ロ 出願できる条件
次の１及び２に該当していることを自己アピールできるこ
と。
１ 自分の将来についての明確な目標を持ち，その実現に向けて
意欲的に努力し主体的に自己選択・自己決定ができること
２ 中学校の特別活動･部活動及び校外での文化･スポーツ･ボラ
ンティア活動において，積極的に活動に取り組んだ者
ハ 学力検査
国語・数学・英語

各７５点

ニ 学校独自検査
個人面接（配点７５点）１０分程度
上記ロ「出願できる条件」の１及び２を含めて問う。
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
総合学科
１２０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
５：５
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～12 月随時
平成 30 年１月～ 3 月随時

対象学年
全学年
新２・３年

（７月以降分）
試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接

編入学については，作文「編入学の動機」を課します。

我が校のＰＲポイント
本校は，普通科高校と農業高校を再編統合して，平成13年に
『迫桜高校』としてスタートしました。豊かな自然に囲まれた宮
城県北部の穀倉地帯に立地し，総合学科の授業にあわせて新しく
設計された新しい校舎が特徴です。
生徒一人一人の多様な進路希望に沿って，計画的で適切な授業
や進路指導を行っています。各学年で決められた科目を学習して
卒業するという「学年制」ではなく「総合選択型単位制」で，自
分の進路希望等に応じて，学年に関係なく科目を選択し，定めら
れた単位を修得し卒業するという方式の学科です。

