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みやぎハイスクール通信
昨年までのメールマガジンをリニューアルして，レター形式で各県立高
校の情報をお届けします。受験を控えた中学生の皆さんに県立高等学
校の魅力ある取組など有意義な情報をお伝えしますので，ご活用くだ
さい。
マナーアップ通信，特色ある取組，学校紹介，コラム，お知らせについ
ては各高校からの原稿を掲載しています。
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１ 公立高校の情報提供について
（１）オープンキャンパスの開催
今年度も夏休みを中心に，各高校に

（２）公立高校ガイドブックの掲載予定
今年度も公立高校ガイドブックを作成し

（３）公立高校の文化祭日程一覧掲載
について

おいてオープンキャンパス（学校説明

ます。学校の特色や進路情報だけでなく

今年も夏から秋にかけて，高校の

会・一日体験入学）が開催されます。

入試情報や行事などへの取組みの様子

文化祭が開催されます。生徒が中

教育内容の詳しい説明や施設見学，さ

を写した写真も多く掲載し，受験生にとっ

心となって，文化部のステージ発表

らには模擬授業や部活動体験など，各

て有益な情報が満載です。７月上旬には

や展示発表，模擬店の開催など，

学校が工夫を凝らしたプログラムを準

高校教育課のホームページに掲載する

各学校とも趣向を凝らしたイベントが

備しています。１つの学校に限らず，多

予定ですので，楽しみにお待ちください。

行われます。高校生の校内での活

くの学校のオープンキャンパスに，ぜひ
ご参加ください。
高校によっては，パソコンや携帯電話

動を知る絶好の機会です。
高校教育課のホームページ上に，
今年度の各高校の文化祭の開催

からも申込が可能です。くわしくは高校

日時を掲載していますので，ぜひ訪

教育課のホームページに掲載しており

れてみてください。

ますのでご覧ください。

HPはこちらです。

HPはこちらです。

http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/
gak-bunkasai-itiran.html

http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/
oc2014.html
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２ マナーアップ通信
宮城県工業高校
＜自転車盗難防止と安全運転を地域・警察と連携して呼びかけました。＞
宮城県工業高等学校（県工）は今年で創立102年目になる工業高校です。仙台市
青葉区米ヶ袋という住宅地の奥，広瀬川のほとりに建つ自然と都会の雰囲気が調和
した学校です。県内各地から通ってくる生徒の多くが自転車を利用して登校していま
すが，狭い住宅地の中をたくさんの生徒が通行するので安全には十分注意しなけれ
ばいけません。また遠くから通ってくる生徒もいるので通学途中の交通事故も心配で
す。残念なことに学校内外で自転車の盗難も発生しており被害者の大半は施錠をし
ていなかった，簡単な鍵しかかけていなかったという状況があります。
これらの事態を防止するため生徒会通学委員会は仙台中央署生活安全課の方と
地域の防犯協会の皆さんに協力いただき，自転車の交通安全・盗難防止キャン
ペーンを展開しました。放課後全員で駐輪場を点検し，施錠できていない自転車に
タグを付けました。その後，下校中の生徒に交通安全・盗難予防・マナーアップを呼びかけながら仙台中央署・防犯協会から提供してもらった
ワイヤー錠とチラシを配布し活動を終えました。これからも地域と一緒になって県工を盛り上げていきたいと思います。
学校の関連ホームページはこちらです。 http://miyagi-th.myswan.ne.jp/

３ 特色ある取組
（１）多賀城高校
＜防災講話―SPP事業―＞
今年度は，『ちきゅうディスカバリー ～地球の

ことができた2時間でした。最後には，生徒から

ダイナミクスと自然現象・自然災害へのアプロー

核心を突く質問も飛び出しました。今後は野外

チ～』と題し，海洋研究開発機構の小俣珠乃先

実習や屋内実習なども行われる予定です。ま

生にお越しいただき，研究活動で明らかになっ

た平成28年度開設予定の災害科学科では，

た，東日本大震災の際の断層のずれの原因に

災害の発生メカニズムなどについて，科学的に

ついて，深海底の温度測定などの結果から考察

アプローチするための学習にも取り組みます。

された内容を教えていただきました。
初めて知る「深海の世界」，「ダイナミックな地

今回のような研究機関との連携を通し，将
来，科学的な研究などに携わり世の中をリード

球の活動」，「人類の英知を結集して，その謎に

する人材の育成を目指していきます。

迫る研究者の方々の努力」など多くのことを学ぶ

学校の関連ホームページはこちらです。

（２）志津川高校
＜南三陸町内の中学校と高校の教員が合同研修会を行いました＞
志津川高等学校は，宮城県内で唯一，地

についての確認がなされました。高校教育課副

域連携型中高一貫教育を行っている高校で

参事，南三陸教育事務所長，南三陸町教育長

す。南三陸町内の３校（志津川高校，志津

にも出席いただき，「このように中学校と高校の

川中学校，歌津中学校）は，「中高相互乗り

教員が一堂に集まるようなことは他地域にはな

入れ授業」や「部活動交流」などで，密接な

く，とても有意義な行事である。地域の復興のた

関わりがあります。

めにもがんばって欲しい。」とのあいさつをいただ

５月１３日（火）に志津川中学校，歌津中学

きました。

校，志津川高校の全教員を対象として志津

全体会の後，部活動顧問顔合わせ，分科会

川中学校を会場に，中高教員全体会が開催

（教科研究会）を開いて情報や意見を交換しま

されました。全体会では，今年度の連携事業

した。学校の関連ホームページはこちらです。
http://www.sizugawa-hs.myswan.ne.jp/

http://www.tagajo-hs.myswan.ne.jp/
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４ 学校紹介
（１）村田高校
＜将来の「夢」をかなえる 多様な選択科目＞
・就職(商業系)志望者（川崎中出身）

将来の進路目標に合わせて系統的に科

商業科目の利点は，会社で必要な知識を

目を選択し，２年次から選択科目学習が

充実した設備や環境の中で学ぶことがで
きます。

始まります。多岐にわたる進路目標に応え

多く学べることと，資格をたくさん取得できる

るため，２５年度入学生から，一層柔軟な

ことです。私は７つの資格を取得し，その達

科目選択が可能になりました。

成感は，自信に繋がっています。普通科目

自動車製造会社へ就職するために自動

の勉強も多く，就職試験にも備えることがで

車･機械系の勉強をしています。就職に生

きます。

かせる内燃機関組立技能士や機械加工

〇在学生（３年次）の声を紹介します。
・進学志望者（円田中出身）

・介護職員初任者研修志望者

進学や公務員などの進路に対応する普

（船迫中出身）

通科目を中心に学習し，より高い学力を

・就職(自動車･機械系)志望者
（川崎中出身）

技能士の資格を取得することができます。
自動車･機械の仕事に就きたい方は，ぜ

身につけるために努力しています。自分の

介護福祉科目は，実習･講義の授業を通

将来の夢や進路を考えて科目を選択し学

し，介護技術や知識を学びます。授業は先

学校の関連ホームページはこちらです。

習に取り組むことで，充実した学校生活を

生方の詳しい説明や解説でとても分かりや

http://www.murata-h.myswan.ne.jp

過ごしています。

すく，楽しく取り組んでいます。村田高校では

ひ村田高校へ。

（２）仙台二華高校
＜ケネディ駐日米大使が来校しました ＞
５月１３日（火）午後１時３０分ごろ，キャロライ

を体験し，県名産のずんだ餅を召し上がりまし

ン・ケネディ駐日米大使がご子息とともに，本校

た。口にした餅の大きさに驚きながらも，生徒

を訪問しました。

たちと談笑する大使の姿が印象的でした。午

生徒達の盛大な拍手で熱烈歓迎する中，大使

後２時３０分ごろ，大使は生徒達が見送る中，

は本校校長と県教育長の案内で，１階大会議室

次の訪問先である仙台市役所に向かわれま

に入り，今年の３月にアメリカ・デラウエア州での

した。

姉妹校交流事業に参加した高校２・３年生20人

今回の訪問は，本校が文部科学省からスー

との懇談を行いました。懇談の中で大使から「留

パーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）に指定さ

学中，日米の高校生の学習時間の違いについて

れたことをきっかけに実現しました。

どう感じたか。」等の質問があり，最後に「日本と
アメリカの架け橋になってほしい。」とのお話をい
ただきました。

学校の関連ホームページはこちらです。
http://www.nika.myswan.ne.jp/

その後，大使は７階調理室へ移動して，餅つき

（３）迫桜高校
＜地域に開かれた学校 ＞
迫桜高校は，県の「魅力ある県立高校づくり推

実」「清掃活動」「安全教育」「朝の読書」の４つ

進会議」で，生徒の減少が著しい地区の統廃合

を展開。感受性豊かな生徒の育成に力を入れ

政策によって，若柳高校と栗原農業高校の２校

ています。

を再編して新設されました。２００１年４月に開

また，三者面談を行い，共育サポートカレン

校，全１５学級で全日制総合学科の高校です。

ダー（家庭掲示用で行事や折々の生活指針を

開かれた学校作りを目指しており，学校評議

おりこんだもの）を活用し，学力向上のため家庭

員制度の導入や一般への開放講座を開催し，

と協力しながら，家庭学習習慣の定着に努めて

地域開放型の図書館を備えています。

います。学校の関連ホームページはこちらです。

学校独自の心の教育としては「情操教育の充

http://www.hakuou.myswan.ne.jp/
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（４）第二工業高校
＜将来の「夢」をかなえる 多様な選択科目＞
６月２１・２２日（主会期），第５９回宮城県

6:30 新聞配達（金

高等学校定時制通信制体育大会が開催さ

～日）

れ，２名の特別編入生（電気科４年）が奮闘

8:00 出勤，管理業

しました。柔道競技（重量級）に出場した石

務

17:00 退勤

17:00 退勤

17:30 学校到着・給食・授業

17:30 学校到着・給食・授業

21:00 授業終了・講習受講

21:00 授業終了・部活動

22:30 帰宅

22:30 帰宅

※電気科「特別編入生」とは同科３年生へ編

石森さん（５０歳台）：剣道・柔道

入。募集人数は若干名（年齢・性別不問）で，

●プロフィール

次の出願資格を有する者。

は，設備管理の仕事をしていますが，若い

建設会社を経営しています。自らの技術力

① 高等学校卒業の資格を有する者

時の苦労は決して無駄ではなかったことを

不足を痛感し，宮二工の門を叩きました。

② 第一種，二種電気工事士又は，第三種電

実感しています。

●石森さんの一日

気主任技術者のいずれかの資格取得を目指

●佐々木さんの一日

6:00 起床

す者。

8:00 出勤，営業・建設工事現場監督

学校の関連ホームページはこちらです。

森さんが来る８月に東京：講道館で開催さ
れる全国大会への出場を果たしました。仕
事に家庭，そして学業に挑戦し続けるお二
人を紹介します。
佐々木さん（５０歳台）：卓球
●プロフィール
これまで幾度の転職を経験しました。現在

6:00 起床

http://www.m2k.myswan.ne.jp/

（５）石巻北高校
＜人の数だけ道がある！夢のカタチ 自由自在＞
本校は石巻地区唯一の総合学科校です。総

教養系列では，本年度より地元企業の経営

合学科とは，１年次で基本的な科目を学びなが

者や従業員の方々をお招きしての「キャリア

ら，自分の進むべき進路を決定します。そして，２

アップ講座」を開催しています。

年次からは５つの系列に分かれ，希望進路に合

進学系列では，上級学校や公務員合格を

わせた学習を進めます。系列の学習内容の一部

目指し，年に3回の月例テストをはじめ，小論

を紹介します。

文学習に取り組みます。

食農系列での食品製造実習では，食品の加工

また，部活動や学校行事はもちろん，ボラン

や食品を衛生的に取り扱うことのできる力も身に

ティア，課題研究等にも意欲的に取り組んで

つけます。

いる本校は，貴重な高校３年間を充実させた

家庭系列では，福祉，食物，被服などの家庭

いと考える人にはピッタリの学校です。

科に関する様々な知識の学習や地域の保育所

宮城県石巻北高等学校生徒会役員より

や福祉施設を訪問して経験的な学習を行いま

学校の関連ホームページはこちらです。

す。経情系列では，「簿記」や「情報処理」など検

http://www.ishikita.myswan.ne.jp/

定にも挑戦しています。

５ お知らせ
（１）白石工業高校
＜オープンキャンパスを開催します＞
ものづくりに興味がある中学生の皆さん，ぜ

の先生（希望があれば２年生も可）

ひ白石工業高校のオープンキャンパスに参加

５ 内 容 実習内容・設備・部活動の見学

してみませんか。楽しいものづくり実習や充実し

６ 参加申込

た設備，活発な部活動を見学できる，年に一

（１）申込方法 Ｗｅｂ，ＦＡＸ，ハガキ

度のチャンスです。

（２）申込期限 ７月１１日（金）まで

１ 開催日 平成２６年８月５日（火）

７ その他 詳しくは高校教育課のＨＰをご覧

２ 時 間 ８：３０～１２：３５

ください。皆さんのお越しをお待

３ 会 場 白石工業高等学校

ちしています。

４ 対 象 中学３年生および保護者，中学校

学校の関連ホームページはこちらです。
http://www.shiroishi-kougyou.myswan.ne.jp/
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（２）名取北高校
＜燦然と輝く剣道個人準優勝！ ＞

１ 高校総体終了
今年度，剣道部3年生の大友皓平君が個
人戦準優勝でインターハイ出場を勝ち取りま
した。また，陸上部が3段跳びと800ｍで東
北大会に出場しました。さらに団体種目で4
つの部が上位ベスト8に入りました。写真は
剣道競技準優勝の大友皓平君です。
２ 通学マナーアップ
生徒一人一人が登下校時のマナーを身に

３ 学校説明会
本校では，文武両道を目標に掲げ，
日々学習に部活動に取り組んでいます。
本校志望の多くの中学生が学校説明会
に参加します。今年度は，7月26日（土）
10:00からです。ふるってご参加下さい。
学校の関連ホームページはこちらです。
http://www.natorikita.myswan.ne.jp/

つけ，生活リズムを確立することを目的に4
月8日から5日間通学マナーアップ運動を行
いました。今年度は生徒会や生徒有志（部
活動）に協力を求め，お互いに元気なあいさ
つをしていました。今後も，生徒自ら健全な
学校生活に向けて取り組みます。

（３）泉松陵高校
＜松陵祭（文化祭）一般公開7月5日(土)

オープンキャンパス（学校説明会）7月26日(土)＞

毎年たくさんの見学者が訪れる松陵祭を今年は7月5日(土)に催します。また，恒例のオープンキャンパスは，7月26日(土)に催します。
全体の説明会の後は，模擬授業（９講座）や部活動体験（１４団体）ができます。昨年
度まで実施していた９月下旬の夜の時間帯の学校説明会は，今年は開催しませんの
で，ご注意下さい。
松陵祭の一般公開は7月5日(土)。展示や模擬店は午前９時３０分から午後２時ま
でです。ステージ発表は，１０時から演劇部，吹奏楽部，チアリーディング部と続きま
す。
オープンキャンパスは，中学生（１～３年）と保護者を対象にした学校説明会です。
参加申込みは，ＦＡＸかウェブで行えます。申込みが無くとも説明会は参加できます
が，模擬授業や部活動体験は参加できませんのでご注意下さい。また，駐車場が手
狭ですので，バスや自転車などの交通機関を利用して来校されるようお願いします。
泉松陵高等学校が味わえる貴重な二日間です。ご来校を心よりお待ちしております。 学校の関連ホームページはこちらです.。
http://www.shoryo.myswan.ne.jp/

（４）鹿島台商業高校
＜鹿島台・コマーシャル・ランド（ＫＣＬ）～そこは，商業教育を体験できる『テーマパーク』・・・ ＞
鹿島台商業高等学校では，オープンキャン
パスを平成２６年８月１日（金）９：３０から実施
します。オープンキャンパスのメイン企画が“Ｋ
ＣＬ”です。
“ＫＣＬ”は，商業高校の学習内容を，ゲーム
感覚で体験することができる「テーマパーク型
体験授業」です。

税金も支払わなければならないのです！！
「商業高校って何を勉強するのかな？」その
ような疑問を持っている中学生のみなさん，ぜひ
参加してください。何年生でもＯＫです。申し込み
期間，申し込み方法等は本校ＨＰで確認してくだ
さい。
学校の関連ホームページはこちらです。
http:// kasimadai-ch.myswan.ne.jp/

ＫＣＬでは，『遊ぶ』だけではなく，『働く』体験も
できます。働くことで遊ぶために必要なオリジナ
ル通貨「デリー」を受け取ることができます。働く
ことを通してビジネスマナーも学べます。なんと，
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（５）石巻好文館高校
＜ 一日体験入学開催！ ＞
７月６日（日），石巻専修大学にて，石巻

は，生徒によるプロモーションビデオの上映

地区公立高校合同説明会が行われます。

と，出身中学校ごとの懇親会です。各部活

本校の学校説明会は10:00～10:20の予定

動も中学生の皆さんにアピールしようと気

です。個別の相談コーナーも設置いたします

合を入れて準備しています。一日体験入

ので，ぜひご参加ください。参加申し込みは

学に来校予定のみなさん，どうぞお楽しみ

不要ですので，お気軽にお越しください。

に！

また，来たる７月１９日（土），本校の一日

学校の関連ホームページはこちらです。

体験入学が行われます。昨年度，在校生に

http://www.koubunkan.myswan.ne.jp/

よる学校紹介企画を取り入れ，大きくリ
ニューアルした一日体験入学，今年の目玉

（６）岩ケ崎高等学校 創造工学科（鶯沢校舎）
＜ オープンキャンパスで｢ものづくり」を体験しよう！ ＞
岩ケ崎高等学校鶯沢校舎では，「ものづく

料を，思い通りの形に加工するには，特

り」を通して，創造力ある工業技術者の育成

殊な機械が必要です。当日は，皆さんが

を目指しています。オープンキャンパスに参

これまでに見たことのないような機械をお

加して，「ものづくり」の現場をのぞいてみませ

目にかけます。また，作ったものを思い通

んか？

りに動かすためには，マイコン（マイクロコ

中学生の皆さんは，「ものづくり」と聞いて，

ンピュータ）を使います。本校の生徒たち

日製作するものは，来月お知らせします。
どうぞお気軽にご参加ください。お待ちして
います。
学校の関連ホームページはこちらです。
http://www.ugutech.myswan.ne.jp/

どのようなことが思い浮かびますか。技術・家

が作ったロボットで，その威力を実感して
庭で勉強したこと？職人のこだわり？それとも いただきます。
大改造劇的ビフォーアフター？材料から形あ
「ものづくり」の楽しさは，実際に作って
るものを創り出し，さまざまな機能を付け加

みなければ分からないものです。参加し

え，価値のあるものを創り出すこと。創造工学 た皆さんには，本校の先生が考えた工作
科では，それを「ものづくり」と考えています。
物を製作していただきます。機械工作，
７月２４日（木）にオープンキャンパス（一日

電子工作を行って製作しますが，難しい

体験入学）を行います。さまざまな種類の材

ところは，生徒たちが分かりやすく手ほど
きいたします。（写真を見て下さい。）当

編集後記
今年度からリニューアルしたみ
やぎハイスクール通信第1号はいか
がだったでしょうか。
震災から３年が経過しました
が，まだまだ落ち着かない生活が
続いている皆さんも大勢いること
と思います。
そのような中で,受験生のみなさ
んはこれからの高校入試に向けた
準備等で不安な気持ちになる時も
あるのではないでしょうか。しか
し，さまざまな困難に負けずに，
自分の目指す夢に向かって努力し
て欲しいと思います。
高校教育課では，県立高校の

ホットな情報を提供し，中学生の
皆さんの進路選択の参考にしても
らえればと考えています。
みやぎハイスクール通信をよろ
しくお願いします！
高校教育課 からの情報発信
「みやぎハイスクール通信」
発行：宮城県教育庁高校教育課
〒980-8423
仙台市青葉区本町三丁目8-1
TEL 022-211-3626
FAX 022-211-3696

