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 県立高校の旬な情報を毎月お届けします。各高校の魅力的な取組の情報が満載です。中学生の皆さんの進

路選択にぜひご活用ください。 

 マナーアップ通信，部活動やボランティア活動などの各学校の特色ある取組，学校紹介，コラム，お知ら

せなどをお伝えします。 

１ マナーアップ通信  

  工業高校 

      

 

 

 

 

２ 特色ある取組 

 （１）仙台東高校 

 （２）加美農業高校 

 （３）南郷高校 

 （４）田尻さくら高校 

 

 

3 学校紹介 

  （１）村田高校 

  （２）仙台向山高校   

  （３）古川高校 

  （４）岩ケ崎高校   

  （５）石巻北高校 

     

４ コラム 

５ お知らせ     

 （１）登米高校    

 （２）石巻北高校 

    飯野川校 

 （３）石巻工業高校 

 

   

５月号の目次 

１ マナーアップ通信 

 

 宮城県工業高校の生徒会執行部では，4月17

日（水）と4月18日（木）の2日間行われた，み

やぎ高校生春のマナーアップ・キャンペーンに参

加しました。このキャンペーンでは，公共交通機

関を利用する際のマナーアップを目的として，朝

の通学通勤で仙台駅を利用する方々に向けて，

ティッシュ配りを通して呼びかけを行いました。 

 宮城県工業高校は仙台駅から近いこともあり，

生徒の多くが仙台駅を利用しています。生徒会執

行部がマナーアップ・キャンペーンを行っている

姿を見てもらい，普段の乗車マナーについて改め

て考える機会を作ることができたと思います。ま

た，仙台駅を利用する本校生徒以外の方々にも

ティッシュ配りを通して，乗車マナーの向上を呼

びかけることができました。 

 

〈学校関連のWebサイトはこちらです〉   

 https://miyagi-th.myswan.ed.jp/ 

 

 ＜みやぎ高校生 春のマナーアップキャンペーン ＞  

志キャンプ 

工業高校 



（１）仙台東高校   

    ＜海外研修：オーストラリア ＞  
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 仙台東高校の「目指す学校像」の一つに, 「国際交

流・国際理解教育に力を入れている学校」というも

のがあります。 

本校では，昨年度から３月にオーストラリアで海外

研修を実施しています。隔年で気候の異なる西海岸

と東海岸に１０日間ホームステイする予定で，今回

は東海岸方面でした。東海岸では コフスハーバーを

拠点に，Southern Cross University見学，現地高

校での授業参加，小学校や福祉施設を訪問し，大学

生や高校生，地域の人々との文化的交流を行いまし

た。さらに，東海岸の魅力はヤラワラアボリジナル

カルチャーセンターでのアボリジニの方々との自然

体験学習です。直接先住民と触れ合い，文化を深く

知ることができた研修となりました。  

 

＜ホームページはこちら＞ 

 https://higasi-h.myswan.ed.jp/ 

２ 特色ある取組 

 本校は創立１１９年を迎える農業を中心に学ぶこと

ができる男女共学の伝統校です。校訓は“耕心
こうしん

”で，

「心
こころ

を耕
たがや

す」つまり農業教育を通じて豊かな心を育む

ことを目標としています。東京ドーム約１７個分の広

大な校地（約８２ha）を有し，自然に恵まれ，落ち

着いた環境の中で高校生活を送ることができます。 

 本校には，農業科，農業機械科，生活技術科の3つ

の学科があり，作物（米を中心に学ぶ），施設野菜

（キュウリやイチゴなど温室での野菜栽培について学

ぶ），露地野菜（畑を使い大根や白菜などの野菜栽培

について学ぶ），果樹（リンゴなどの果樹について学

ぶ），草花（カーネーションや花壇苗などの栽培につ

いて学ぶ），バイオ（サトイモやワサビなどの植物の

大量増殖技術を学ぶ），畜産（牛や豚などの家畜の飼

育について学ぶ），機械整備（機械の仕組みや整備の

仕方を学ぶ），機械工作（機械部品の製造や性質を学

ぶ），被服（洋服や和服のデザインや作り方を学ぶ），調理（栄養や調理の仕方を学ぶ），保育（子どもへの関わり

方や育て方を学ぶ）などの部門があります。どの部門も実際に活動することを重視しています。自ら体を動かし，

実感した経験を通して，自分たちの心を耕し，広い見識を持った生徒を育てています。 

 また，本校の大きな特色に寮教育があります。入学後半年間は全員が寮で生活をします。規則正しい寮生活の中

で，互いに切磋琢磨し，生活習慣や自主性，協調性を培います。 

詳しくは，学校の関連ホームページをご覧ください。  https://kamino-h.myswan.ed.jp/ 

（２）加美農業高校  

  ＜“耕心（こうしん）”のもとに＞ 



 田尻さくら高等学校は単位制・昼夕二部制を掲げている定時制高校です。本校の特徴をいくつか紹介します。 

■一人ひとりの希望や生活スタイルに応じた柔軟な学びのシステムを持つ，新しいタイプの高校 

 ・学級担任は置かず，少人数で班編成したチューター制(個 

  別対応担任制)であなたの学校生活を支えます。 

 ・少人数授業で一人ひとりの力に合わせた学習活動を展開し 

  ています。 

 ・資格取得ができる特色ある科目も豊富にあります。 

 ・生徒自治会活動やボランティア活動も盛んです。 

■一人ひとりの興味や進路希望を叶える自分だけの時間割 

 必履修科目以外は，自分の進路や興味で科目選択できます。   

 選択科目は大きく次のように分類されます。 

 〇情報・商業の資格取得を目指す科目 

  資格取得を目指す，専門教科・情報や商業の科目 

 〇福祉の資格取得のための科目 

  介護職員初任者研修修了者になるための福祉の科目 

 〇大学進学のための科目 

  センター試験対応科目をはじめ，大学や短大への進学に向けた科目 

 〇一般教養や技能修得のための科目 

  様々な興味・関心・幅広い教養や就職につなげる知識，技術を身に付ける科目 

 〇多様な選択科目 

  理科，芸術などの学校独自の科目や社会人講師による魅力的な科目 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞   

  https://tajiri-hs.myswan.ed.jp/ 

（４）田尻さくら高校  

  ＜学校は 楽しいところ さくら咲く ＞ 
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（３）南郷高校   

  ＜熊本県立大学，美里町と連携したマイクロバブル水に関する研究 ＞ 

 産業技術科草花班では，平成２９年度から引き続

き，熊本県立大学と連携し，高濃度酸素水であるマイ

クロバブル水をシクラメン栽培へ活用する共同研究を

展開して参りました。 

 今年度は，昨年度までの研究成果を踏まえ，新たな

研究結果に向かうべく，学校の地元である美里町長 

相澤 清一様，美里町産業振興課産業活性化戦略室の担

当者をお招きし，第一回目の研究開始式を実施する計

画です。美里町は，宮城県内の貴重な農産物である北

浦梨の産地であり，町花であるバラも有名です。今年

度は町の協力を得ることによって，北浦梨，バラなど

の地場産品への本研究の応用など，地域産業にどのよ

うに貢献できるか検討していく計画です。産業技術科

草花班の生徒や，課題研究選択の生徒も，このテーマ

を目標に学習を始めているところです。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞ 

  https://nango-h.myswan.ed.jp/ 
熊本県立大学の堤教授による実習の様子 
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 （２）仙台向山高校 

   ＜春の中庭コンサート・新入生歓迎バージョン＞  

 ５月８日，中庭コンサートを行いました。例年，バン

ド演奏やアカペラ，ダンスなど，ハイレベルなパフォー

マンスで盛り上がります。本校では春と秋に生徒会主催

でこのイベントを行い，「春中（はるなか）」「秋中（あ

きなか）」と親しまれています。また，春は新入生歓迎

バージョンで，１年生用の特別席が設けられています。

食堂による特別メニュー販売もありました。昼食を食べ

ながら素敵なひとときを過ごし，いかにも学園らしい雰

囲気の中，新入生を迎えていました。 

 このように本校では生徒が主体となった行事を多く企

画し運営します。７月２７日（土）には学校説明会，８

月３１日（土）には文化祭一般公開を行います。詳細は

下記のＨＰに掲載しますので，今年もたくさんの方々の

ご参加お待ちしております。 

 皆さんも，仙台向山高校で生き生きとした高校生活を

送ってみませんか。 

 

 〈学校関連のホームページはこちらです〉 https://mukaiyama.myswan.ed.jp/ 

3 学校紹介 

 （１）村田高校 

   ＜「夢」をかたちに･･･ ～多様な選択科目を設置～＞  

 村田高校は大正１３年開校で，今年で創立９５年目を

迎える伝統校です。平成７年度に宮城県で初めて「総合

学科」を設置し，単位制総合学科の高校として教育活動

を展開しています。緑豊かな自然環境のもと，蔵のまち

村田で地域連携事業に取り組みながら，生徒はそれぞれ

の進路目標の達成を目指して学習や部活動に取り組んで

います。総合学科は，普通科，専門学科と並ぶ「第三の

学科」と言われています。普通科と同じような教科・科

目を学習しながら，並行して専門学科（本校では，商

業・工業・福祉など）と同じような教科・科目を学習す

ることができます。総合学科の最大の特徴は，たくさん

の選択科目の中から，自分の進路や興味・関心に合わせ

て学習する科目を選択し，自分の時間割を作っていくこ

とです。村田高校では一人ひとりを大切にする教育を

行っています。 

 

 〈 学校のホームページはこちらです 〉https://murata-h.myswan.ed.jp/ 
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（３）古川高校 

  ＜古高の歴史に新たなページを刻む＞ 

 古川高校は，明治30年に創立され，日々「質実剛健」「学問尊重」「自主自律」の校訓の下に励み続け，今

年123年目を迎えました。4月25日（木）には開校記念行事として，本校ＯＢで声楽家の佐藤直幸氏のトー

クを交えたスペシャルコンサートを開催しました。平成17年度に男女共学になってからの14年間は，「古高

Evolution」「古高Next Stage」「さらなる飛躍へ」の名の下に様々な取組を行ってきました。今後も一層の

発展を目指し，今年度「古高の歴史に新たなページを刻む」をスローガンに掲げて様々な分野にチャレンジし

ていきます。 

 これからの「古高」にご期待ください。 

  

 〈学校関連のホームページはこちらです〉  

  https://furuko.myswan.ed.jp/ 

（４）岩ケ崎高校 

  ＜磨く・輝く 岩ケ崎高校＞ 

＜本校の特徴＞ 

Ⅰ 進路に合わせた２コース制 

 文系教養コースと理系教養コースに分かれて学習しま

す。２年生に進級する際，定員・適性等の条件もあります

が，コース変更も可能です。 

Ⅱ きめ細かな学習指導 

  「授業第一宣言」を掲げて授業中心の学習に取り組んで

います。その他にも愛宕塾（朝の学習会），放課後等の課

外講習，個別の添削指導など，きめ細かな指導と最適な学

習環境を整えています。 

Ⅲ 検定試験への取り組み 

 漢検，数検，英検，GTECなどの検定試験にも積極的に

取り組んでいます。特に英検には力を入れていて，昨年度

は準１級１名，２級６名，準２級３１名（延べ人数）が合格しました。 

Ⅳ 北部地区で抜群の進学実績 

 昨年度は国公立大学に９名，私立大学に延べ６２名が合格，高等看護学校には１６名が合格しました。

さらに公務員や民間就職など幅広い進路希望を達成しています。落ち着いた環境の中，目標に向かって真

摯に取り組むことができる素晴らしい学校です。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞   

  https://iwagasakikou.myswan.ed.jp/ 
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（５）石巻北高校 

  ＜人の数だけ道がある！目指せ地域のスペシャリスト＞  

 本校は，石巻地区唯一の総合学科の高校です。１年次で

基本的な学習をしつつ，自分の進みたい進路を決め，２年

次で５つの系列に分かれ専門的な学習を行います。ここ

では，５つの各系列を簡単に紹介します。食農系列では，

農産物や草花の栽培と経営に関する知識を学びます。家

庭系列では，福祉・食物・保育などの学習を行います。経

情系列では，経営・経理・販売の基本やPC操作，経営全般

の専門知識を学習します。教養系列では，教養科目の学習

を中心に様々な教養を身に付ける学習に取り組んでいま

す。進学系列では，上級学校や公務員合格を目指し，毎月

の月例テスト，朝学習や小論文学習に取り組んでいます。

各系列が特色を活かした学習や資格取得に励んでいま

す。 

 各系列が協力して運営している交流広場「と・ら・ま・

い」や様々な知識を身に付けるための自主的な活動「放課後活動」を通して主体的に行動することが身に付くことも

本校の特色です。 

 系列活動，資格，検定にも意欲的に取り組んでいる本校は，貴重な高校３年間を充実させたい！楽しみたい！と

思っている人にはピッタリの高校です。 

 

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

  https://ishikita.myswan.ed.jp/ 
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 ７月１４日（日）に，登米高校オープンキャンパスを行います。 

 学校からの概要説明のほか，生徒会執行部による動画での学校紹介や，体験授業があり，希望者は部活動見

学や体験も行えます。 

 登米高校での高校生活を間近で体験できるプログラムとなっておりますので，ぜひ参加して，進路決定の参

考として役立ててください。 

 

○昨年の参加者のアンケートより○ 

・体験授業がとてもおもしろくてもっと聞きたいなと思いました。 

・登米高は就職・進学どちらにも対応しているということを聞いていいなと思いました。私はどちらにしよう 

か迷っているので，登米高に入って決めてみたいと思いました。 

・登米高校の生徒，先生がともに高校卒業後の進路へ一丸となり活動していることが分かりました。自分の今

後の進路に役立つオープンスクールとなりました。 

 

日 時：７月１４日（日） 

場 所：宮城県登米高等学校（体育館及び各教室） 

対 象：中学３年生及びその保護者 

日 程  ８：５０～ ９：１０ 受付  

     ９：１０～ ９：５０ 学校説明会（学校概要，進路指導，生徒会による学校紹介等） 

        １０：０５～１０：４５ 体験授業（各教科の講座から一つ選択） 

        １１：００～      部活動体験・見学（希望者） 

 申 込：中学校単位でのＥメール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校のホームページはこちらです＞  

    https://tome-h.myswan.ed.jp/ 

 

 

 

 

   

５ お知らせ 

（１）登米高校 

  ＜オープンキャンパス＞ 
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 皆さんこんにちは！飯野川校は昼間定時制・普通科の

学校で，１年次から４年次まで全校生徒７８名の小規模

校です。募集定員は４０名のため，他校のような学校紹

介を目的としたオープンキャンパスは行わずに，年間７

回の学校公開日を設けて授業の様子や施設・設備の案内

を行っています。また，学校公開日はもちろん，それ以

外の日でも，飯野川校の教育内容や進路選択の相談な

ど，個別の教育相談にも対応していますので，飯野川校

へお電話をいただければと思います。 

 

【★学校公開日★】 

①５月８日（水）・９日（木），②６月１９日（水）～２１日（金），③７月１日（月）・２日（火），④９

月３日（火）～５日（木），⑤10月16日（水）～18日（金），⑥11月７日（木）・８日（金），⑦12月18

日（水）・19日（木） 

※ 石巻北高等学校飯野川校：☎0225-62-3065 

 ＜学校関連のホームページはこちらです＞ 

  https://i13-hama.myswan.ed.jp/ 

 
（２）石巻北高校飯野川校 

  ＜学校公開日（年間７回）／教育相談も可能＞ 

（３）石巻工業高校 

  ＜オープンキャンパス＞ 

 中学３年生を対象にオープンキャンパスを開催いたし

ます。 

 本校の５つの学科である，機械科・電気情報科・土木

システム科・化学技術科・建築科の施設見学及び体験学

習を行います。学校生活のことで相談したいことがあれ

ば個別相談室も準備していますのでご活用ください。 

 ぜひオープンキャンパスに参加し，充実した学校生

活，進路決定の参考にしていただければと思います。 

 

期 日：７月２６日（金） 

日 程：8:50～9:10      受付 

    9:10～9:30      全体説明 

    9:30～11:00    施設見学及び体験学習 

                ※ ５学科のうち希望した２学科での見学及び体験となります。 

          

    12:15～         部活動説明及び見学･体験（希望者） 

    12:15～13:30   個別相談会（希望者）                 

対象者：中学３年生及び保護者           詳細は本校ホームページをご覧ください。 

申 込：①Ｅメール②ＦＡＸのいずれか        https://ishiko.myswan.ed.jp/ 


