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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  

  石巻北高校飯野川校 

２ 特色ある取組 

 （１）村田高校 

 （２）加美農業高校 

3  学校紹介 

   （１）蔵王高校 

 （２）名取北高校 

 （３）仙台三桜高校 

   （４）仙台第三高校 

     （５）富谷高校 

   （６）古川高校 

   （７）迫桜高校   

   ４ コラム  

   ５ お知らせ 

     （１）白石高校 

     （２）白石工業高校 

   （３）角田高校 

（４）名取高校  

（５）仙台二華高校 

（６）仙台南高校 

（７）工業高校 

（８）利府高校 

（９）鹿島台商業高校 

（１０）南郷高校 

（１１）登米総合産業高校 

（１２）岩ケ崎高校 

（１３）田尻さくら高校 

（１４）東松島高校 

（１５）美田園高校 

６月号の目次 

１ マナーアップ通信 

  石巻北高校飯野川校 

  ＜あいさつとヘルメット着用でマナーアップ！！＞ 

 飯野川校では，毎朝４～５人の先生方が校門前に立ち「あいさつ運動」を行っています。この運動は昨年度から実

施しており，校内でも先行挨拶する生徒が徐々に増え活気が出てきています。人間関係の基本は挨拶ですね。 

 また，４月１１日（木），宮城県河北警察署より「自転車ヘルメット着用推進モデル校」の指定を受けました。河

北警察署では交通安全の意識高揚と事故防止を目的として自転車乗車時のヘルメット着用を推進しモデル校を指定し

ています。飯野川校は今年度で７年連続の指定となり，交通マナーの遵守に取り組んで参ります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜学校関連のホームページはこちらです＞ 

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

 

志キャンプ 



 （１）村田高校   

    ＜村高でつかむ未来の自分＞ 
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 村田高校は単位制・総合学科の高校です。普通教科科目，専門教科科目の中から自分の能力や適性，興味・関心や進

路希望に合わせた科目を選択し，充実した施設の中で学びます。１年次では基礎学力の充実を図りながら，総合学科の

必修科目である『産業社会と人間』の授業を通して自分のライフプランを考え，２・３年次の学習計画を立てていきま

す。２年次になると言語･自然科学系列，介護福祉系列，商業実践系列，機械・自動車系列の４つの系列に分かれ，自

分の進路に合わせた学習や資格の取得など，高校卒業後を見据えた学校生活が始まります。３年次では進路実現のため

に系列ごとに学びを深め，進路実現を目指します。 

 村田高校は，総合学科での学びでキャリア教育を深化させ，社会生活実践力を育成しています。卒業生は厳しい社会

状況の中でも自らの進学，就職（公務員を含む）の進路希望を達成しています。 

「村高生は，しっかりした生活態度と強い意志で進路希望を達成しようとする生徒です。」 

 

  

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

（２）加美農業高校   

   ＜全校田植え＞ 

 本校には12.6haの広大な水田があり，５月の上旬から下旬

にかけて田植えが行われます。例年その締めくくりとして，全

校田植え大会が行われます。 

 今年は絶好の田植え日和の中，５月２４日（金）に開催され

ました。各クラスお揃いのTシャツを作成し，互いに声を掛け

あいながら，一生懸命に手植えしました。多くの保護者も参加

し，学校一丸となって取り組みました。 

 全校田植えでは，各クラスの手植えの仕上がりの美しさ，早

さ，団結力などが総合的に審査され，順位を競います。審査の

結果，２年生活技術科が団結力を発揮し，２年連続の優勝を果

たしました。今年もPTAの皆さんが特別賞を設けてくださり，

１～３年生の各１クラスが受賞しました。 

 本校は「農業経営者育成教育をとおして自立した有為な人材

を育成する」を学校経営方針としており，全校田植えもその教

育の一環です。本校の生徒たちは命を育むことをとおして，生命の大切さや他者と協力して一つのことに取り組む大

切さを学んでいます。 

 

＜学校関連のホームページはこちらです＞ 

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

２ 特色ある取組 

言語・自然科学系列 介護福祉系列  商業実践系列 機械・自動車系列 



 （１）蔵王高校 

     ＜生徒一人一人が主役，個性輝く蔵王高校！＞ 
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蔵王高校は，各学年２クラスという小規模校の良さを生か

して，「生徒一人一人が主役，個性輝く蔵王高校！」をキャッ

チフレーズに日々取り組んでいます。授業においては，習熟

度別学習やティームティーチングを取り入れ，できる限り個

別に対応できるよう，丁寧な指導を行っています。 

また，授業の他に，昨年度から特に力を入れて取り組んで

いるのがｐ４ｃ（探究の対話）の時間です。ｐ４ｃは，生徒

たち自身が問いを立て，正解が一つではない問いについてコ

ミュニティーボールを使いながら円座での対話を通して考え

を深めていく活動です。毎月４のつく日を「ｐ４ｃの日」と

して３０分程度の活動を全校で実施しています。大切にして

いるのは，安心して自分の考えを述べることができる場，コ

ミュニティーづくりです。今年も６月２７日には，ｐ４ｃ発

祥の地，ハワイからの講師陣を招いて，英語でディスカッションにチャレンジします。自然豊かな蔵王山のふもとに

ある私たちの学校にぜひ一度足を運んでください。 

３ 学校紹介 

（２）名取北高校 

   ＜入ってよかった，あってよかった名取北高校＞ 

 創立41周年を迎える名取北高校は，生徒一人一人が主

体的に考え抜く知性を持ち，多様な生き方を互いに尊重

し合える寛容さを兼ね備えた，地域社会に貢献できる人

材を育てる「人づくり」を大切にしています。 

 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，生徒会が実行委員会と連携を

とりながら企画・運営しています。 

 また，昨年度は陸上競技部と弓道部がインターハイ出

場を，文芸部が全国文芸コンクールで入選を果たしまし

た。また，女子バスケットボール部と剣道部が東北大会

へ出場するなど，多くの部活動が活躍しています。 

 

＜学校のホームページはこちらです。＞ 

 https://natorikita.myswan.ed.jp/ 

  

８月 ３日（土）オープンキャンパス（模擬授業体験や部活動見学など） 

１０月２６日（土）あすなろ祭（文化祭一般公開日） 

１１月 ５日（火）～８日（金）公開授業期間（福祉の授業や通級指導の公開研究会が設定されています） 

１月２４日（金）学習発表会（総合的な探究・学習の時間を中心とした発表。ございんホールにて） 

☆日程が近くなりましたらHP等で詳細をお知らせします。HPはこちらです→https://zao-h.myswan.ed.jp/ 



（３）仙台三桜高校 

         ＜春季体育大会＞ 
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（４）仙台第三高校 

   ＜1年間の研究成果を発表！ 「三高探究の日」＞ 

 本校理数科では，2年次に課題研究を行っています。これは，生徒が自ら

設定した課題について１年間かけて調査・研究を行うもので，研究内容は班

によって実に様々です。研究成果は，３年次の「三高探究の日」で１，2年

生や来賓（大学教授など）の方々の前で発表します。 

 今年の「三高探究の日」では，例年通りの理数科の発表に加え，普通科の

探究活動である「SS探究」の成果発表も行われました。また，姉妹校であ

る台湾師範大学附属高級中学校の生徒も来校し，英語で研究発表および質疑

応答がなされました。その後，本校生徒との交流会も行われ，11月の台湾

修学旅行（理数科）に向けて親睦を深めました。 

 3年生の発表を聞いた2年生は「発表のレベルが高くて驚いた。自分達も

これから頑張って研究に取り組みたい。」と話していました。今後も，SSH

（スーパーサイエンスハイスクール）指定校として，このような探究活動等

を通して，生徒の知的好奇心の育成に力を入れていきます。 

 

＜仙台三高の公式ホームページはこちら＞ 

 https://sensan.myswan.ed.jp/  

 本校では，春と秋にそれぞれ体育大会が開催されます。春季体育大会は球技を，

秋季体育大会は陸上トラック種目をクラス対抗で競い合います。 

 春季体育大会は新しいクラスになって間もない４月に開催され，まだお互いが慣

れていない中で選手選びをするので，実行委員はその調整に苦労しているようで

す。しかし，この行事を乗り越えるとクラスにまとまりができるというのも毎年見

られる姿です。 

 また，この行事に間に合わせるように，各クラスでオリジナルのTシャツを作っ

てユニフォームにします。３年生は慣れたもので，各クラスで重複がないように手

際よく調整して発注完了，２年生は昨年の経験を生かしてなんとか完成，大変なの

は１年生で，担任の先生に助けられながらやっと当日に間に合うのが例年の様子で

す。いずれにしても，一つひとつの行事を大いに楽しむのが三桜生です。 

＜生徒の感想＞ 

 ４月２６日（金），仙台三桜高校で新クラスになって初めての学校行事である春

季体育大会が行われました。残念ながら，当日はあいにくの雨模様のため，体育館

での縮小開催となりました。特に３年生としては屋外グランドでの開催を楽しみに

していたので残念な部分もありました。しかし，そんな状況の下でも，屋内開催の

ために準備されていた「ドッチボール」や「大縄飛び」を楽しんだり，長い待ち時

間も工夫して楽しく過ごしたりいるみんなの姿を見ていると，あらためて三桜生の

「ノリ」の良さと底力を実感しました。 

 実行委員としても短い期間でたくさんの準備を進めなくてはならず大変な面も

あったうえに，当日が雨で戸惑うこともありましたが，生徒のみんなに，「楽し

かった」と言ってもらえてとても嬉しかったです。 

 いろいろあったおかげで，平成最後の春季体育大会がとても楽しい思い出に残る

ものとなりました。 

  春季体育大会実行委員長 ３年１組 横田 美月（仙台市立中野中学校出身） 

 

 ＜学校関連のホームページはこちらです＞ 

  https://sen3o-h.myswan.ed.jp/  
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（５）富谷高校 

   ＜水素プロジェクト ～富谷市との連携～＞ 

 富谷市は環境省地域連携・低炭素水素実証事業の採択を受けて水素社会の実現に向けて様々な取組を行っていま

す。富谷高校は水素プロジェクトチームを結成し，水素エネルギーの利用促進に向けた取組をテーマとした研究発表

を行うことになりました。現在までの水素プロジェクトの活動は次のようになっています。 

４月１６日・・・富谷市職員による水素啓発事業の紹介。プロジェクトチームの募集。 

５月１７日・・・プロジェクトチーム結成式と，富谷市内の水素関連施設の見学。 

６月 ４日・・・コミュタン福島，産総研再生可能エネルギー研究所視察。 

 ７月以降は視察だけでなく小学校での出前授業も行う予定です。その後は１2月の発表を目指し，研究を進めてい

きます。 

 〈富谷高校のホームページはこちらです〉https://tomiya-h.myswan.ed.jp/ 

 （６）古川高校 

          ＜第６０回 紫臙定期戦＞ 

 平成３１年４月２３日（火）に，平成最後の大決戦が築館高

校を会場に行われました。両校の歴史に半世紀以上も刻まれ続

けている伝統行事であり，その年の運命を左右しかねない，お

互いのプライドをかけた熱い戦いとなりました。昨年度は，１

１種目において激戦が繰り広げられ，総合成績は５勝６敗と古

川高校は惜敗し，屈辱をなめることとなりました。あれから１

年，あの屈辱を胸に秘め，古高生はリベンジに燃え，己を奮い

立たせ各部熱心に部活動に励んできました。また，新入生には

真の古高生になるべく，入学後すぐに始まる応援練習を朝・昼

みっちりと練習を行い，精神力を高め，古高生としての団結心

を胸に刻みました。そして，その姿を上級生とともにエール交

換で築館高校に見せつけ，真の古高生となることができまし

た。競技においては，１５種目が行われ，総合成績は１１勝４

敗と我が古川高校は平成最後の大決戦を有終の美で飾ることができました。昨年度のあの敗戦があったからこそ古高

生は強くなれたのであろうと思える戦いぶりでした。 

 この定期戦は，令和へと時代が変わっても，伝統を継承しながら，校訓である質実剛健を体現し，自主自立の精神

のもと，古高生を輝かせてくれるものにしてくれるでしょう。 

 

〈学校関連のホームページはこちらです〉 https://furuko.myswan.ed.jp/ 
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（７）迫桜高校 

   ＜自分で科目を選べる学校＞ 

 県北の田園地帯に位置する迫桜高校は，若柳高校と栗原

農業高校の２校を再編統合して，２００１年４月に開校し

た，単位制総合学科の高校です。 

 本校は，総合選択制をとっています。１３０以上の開設

科目の中から，学級や年次（学年）の枠をこえて自分で科

目を選択し，「自分独自の時間割」を作って，主体的に学

習に取り組むことができます。生徒の興味や関心，進路に

対応できるように，人文国際・自然科学・情報科学・福祉

教養・アグリビジネス・エンジニアリングの６系列の選択

モデルがあります。 

 開かれた学校づくりを目指して，開放講座を開催し，図

書館の一般開放を実施しています。また，「迫桜通信」を

毎月発行して，地域に向けた情報発信を行っています。 

 

＜学校関連のホームページはこちらです＞ 

 https://hakuou.myswan.ed.jp/  

５ お知らせ 

 （１）白石高校 

   ＜生徒主体のオープンスクール＞ 

 ７月２７日（土），白石高等学校のオープンスクールが行われます。

今年も生徒会執行部が中心となり，生徒ボランティアによる準備・運営

を行います。 

 全体説明会では生徒会執行部による学校生活の紹介があります。その

元気いっぱいな説明に圧倒されることでしょう。その後，普通科では生

徒に直接質問できる交流座談会と説明付きの校舎案内が，看護科では専

攻科学生による説明と実習室見学が行われます。さらに，３９もある部

活動の紹介や文化部による中庭コンサートも予定されています。当日は

食堂で食事も可能で，保護者対象個別相談会も開催されます。ぜひ白石

高等学校の雰囲気を味わってみませんか？ 

 なお，本校は単位制普通科６クラスと５年一貫の看護科１クラスの２

つの課程があります。そのため，入試説明等がある全体説明会のあと普

通科と看護科に分かれた説明会となり，その参加は，どちらかの課程一

つだけになりますのでご注意ください。 

 

＜学校のホームページはこちらです＞ 

 https://hakko.myswan.ed.jp/  

 ※行事の様子等を随時更新中 

 

 

                    HPアクセス用QRコード  
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（2）白石工業高校 

        ＜オープンキャンパス：７月２６日(金)＞ 

 白石工業高校ではみなさんの考えた「もの」を形にすることができます！

技術の授業が好き，理科の実験が好き，自分の手で何かをつくりあげること

が好き。そんなみなさんの気持ちに応える「機械科・電気科・建築科・工業

化学科・設備工業科」の５つの学科が設置されています。今年の夏はぜひ

オープンキャンパスに参加して，「ものづくり」の楽しさを体験してみませ

んか？部活動の見学もできます。たくさんのお申込みをお待ちしておりま

す。 

  

 ＜白工祭・一般公開日：１０月２６日(土)＞ 

 

 白工祭（文化祭）では，写真，書道，将棋，軽音楽，吹奏楽，美術などの文化部が総力をあ

げて展示やステージ発表を行います。また，５つの工業部では様々な体験ができるイベントを

用意しています。楽しい模擬店もたくさんあります。みなさんぜひ来てください。 

 中学３年生及び保護者の皆様！角田高校オープンスクールを７月２７日

（土）に角田高校を会場に開催します。令和最初のオープンスクールは，

体育館で全体説明を行い，続いて現役の高校３年生が中学生諸君に校舎を

案内してくれます。さらに，毎年好評の角高生との座談会を企画していま

す。優しくて頼りになる先輩が在校生にしか分からない角田高校の魅力を

存分に語ってくれます。もちろん質問もＯＫですので，どんどん質問して

ください。最後に，角高の部活動を紹介します。今度は１・２年生が部活

動場所まで案内してくれます。部によっては体験もさせてくれるかもしれ

ません。保護者の皆様には校舎案内の時間を利用して全体説明では語りき

れなかったお話をさせていただきます。７月２７日（土）は家族で角田高

校においでください。 

 参加ご希望の方はＦＡＸ・葉書・電子メールいずれかの方法で申し込んでください。詳しくは高校教育課または本

校のホームページをご覧ください。 

 ＜学校のホームページアドレスはこちらです。＞ https://kakuko.myswan.ed.jp/ 

（３）角田高校 

     〈令和元年度角田高等学校オープンスクールのご案内〉 
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（４）名取高校  

   ＜オープンキャンパスについて＞  

 

毎年多くの中学生が参加するオープンキャンパスを７月２４日

（水）に開催します。 

オープンキャンパスは，中学３年生とその保護者を対象にした

学校説明会です。全体説明会の後は，家政科の説明会への参加，

施設見学や部活動の見学ができます。 

申込期間は６月２４日（月）から７月８日（月）となっていま

す。参加申込は「はがき」か「高校教育課のホームページ」でお

こないます。 

なお，参加者用の駐車場はございませんので，公共交通機関を

利用してご来校いただきますようお願いいたします。（自転車利

用は可能です） 

皆さんのご来校を心よりお待ちしております。 

 

＜学校のホームページはこちらです＞ 

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

（５）仙台二華高校  

   ＜オープンスクールにお越しください ＞  

 生徒が主体的に生き生きと活躍している本校では，今年度も７

月２８日（日）にオープンスクールを開催します。写真（上）は

４月に行われた体育大会での一場面です。美術部の生徒が絵画に

扮しています。写真（下）は，高校総体壮行式で披露する人文字

のワンシーンです。 

 オープンスクールでは，ステージパフォーマンスや部活動の発

表，また，受験に関する情報はもちろんのこと，体験授業など盛

りだくさんの内容により，みなさんに二華高校の魅力を知ってい

ただき，楽しんでいただけるよう，準備をしてお待ちしていま

す。 

 きっと，あなたの知らない仙台二華高校を発見する一日になる

ことと思います。ぜひ，ご来校くださるようお願いいたします。 

   

 ＜学校のホームページはこちらです＞       

  https://nika.myswan.ed.jp/ 

新校舎外観 

オープンキャンパスの様子 
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（６）仙台南高校 

   ＜オープンキャンパス・南高祭のお知らせ＞  

本校オープンキャンパスを夏休み中の7月25日（木）

に開催します。当日は午前と午後の2部制で学校説明会を

行います。なお，校舎見学は10:30～14:00，部活動見

学は，13:00～16:00に実施予定です。南高校進学を考

えている中学生の皆様，ぜひご参加ください。詳しくは，

県高校教育課ホームページか本校ホームページをご覧くだ

さい。 

また，8月31日（土）には本校学園祭「南高祭」の一

般公開（9:30～14:00）があります。ステージパフォー

マンス，研究発表，模擬店など，南高生の活動を体験でき

る楽しい一日です。ぜひご来校いただき，南高生のエネル

ギーを感じてください。お待ちしております。 

 

〈学校関連のホームページはこちらです〉 

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

  

（７）工業高校 

   ＜令和元年度 中学生対象学校説明会のご案内＞ 

宮城県工業高校の中学生対象学校説明会について，お知ら

せいたします。  

今年度の実施日は７月３０日（火）で，当日の午前は仙台

市内の中学生，午後は仙台市外の中学生を対象に行います。

実習体験は，機械科・電子機械科・電気科・インテリア科・

化学工業科・情報技術科の6学科から，希望する2学科まで

受けることができます。また，午前と午後の合間の時間帯

（11：40～12：30）は，部活動を見学することもできま

すので，希望する方は，この時間帯に活動場所を自由に参観

してください。  

実施要項は，宮城県教育委員会（高校教育課）のホーム

ページに掲載されていますので，内容を確認の上，「電子申

請」か「はがき」のいずれかで申し込んでください。その際

は，実習体験を希望する学科を２つ選び，記入してくださ

い。  

なお，見学にあたっては，保護者の付き添いも可能です。本校への進学を希望する中学生の皆さんは，奮って

ご参加ください。  

 

＜学校のホームページはこちらです＞  

 https://miyagi-th.myswan.ed.jp/  
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（８）利府高校 

   ＜体験入学のご案内＞ 

    みなさんの参加をお待ちしています！！  

 中学生の皆さんこんにちは！この度，利府高校では体験入学を開催します。当日は，学校紹介や新入試制度について

説明のほか，部活動の体験，校舎・施設見学などを実施します。多くの中学生と保護者のみなさんの来校をお待ちして

います。 

 

【開催日と主な実施内容】 

○参加対象 中学3年生とその保護者 

○実施日    令和元年7月25日（木） 9：30～13：10（受付：9：00～） 

○実施内容 Aコース：学校紹介＋部活動体験 

        Bコース：学校紹介＋校舎・施設見学 

 

＊詳しくは，本校のホームページをご覧ください。 

＜学校のホームページはこちらです。＞  

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

 オープンキャンパスを令和元年７月３１日（水）午前９時か

ら実施します。当日は，本校で学ぶ内容について紹介します。 

 今年は二部構成で本校の学習内容が体験できます。第１部は

英語・国語・数学の体験授業です。第２部は商業科の体験授業

です。「商業科ってどんな勉強するの？」という質問が，実は

とても多いのです。この他，どんな質問にもお答えするため

に，当日は，商業の学習内容をゲーム感覚で体験できるように

準備しています。会場では，本校在学生がスタッフ役を担当し

ます。先輩に学校の様子を直接聞くこともできますよ。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。１・

２年生や保護者の皆さんの参加も大歓迎です。 

 

 

 

   〈学校関連のホームページはこちらです〉 

       https:// kasimadai-ch.myswan.ed.jp/ 

新校舎外観（イメージ） 

（９）鹿島台商業高校 

   ＜オープンキャンパスのお知らせ＞ 
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 南郷高校では，夏季休業中に「中学生一日体験入学」を行いま

す。学校紹介や部活動紹介があり，さらに興味・関心に応じて体

験学習が受けられます。私たち生徒スタッフがご案内しますの

で，ぜひ参加してください。 

 

〈日時〉7月２６日（金） 9:00～12:45 

〈会場〉本校 視聴覚教室ほか 

〈対象〉中学３年生と保護者 

〈内容〉学校紹介・体験学習・部活動見学または体験 

〈申込方法〉 

     ①FAX，②メール，③ハガキ，④電話のいずれでも申込みで 

     きます。 

〈申込期間〉 

     ７月４日（木）～7月１７日（水）まで 

 

 

今年の登米総合産業高校の１日体験入学

は７月２７日（土）に開催します。  

内容は，本校の特色ある取組である「学

科間連携」や「起業プロジェクト」などに

ついての全体説明会と，「農業・機械・電

気・情報技術・商業・福祉」の６学科の中

から，みなさんが希望する１つの学科の授

業体験を予定しています。総合産業高校な

らではの各学科の特色ある取組をぜひ体験

してください。難しい専門的な内容も，皆

さんの先輩がやさしくサポートして教えて

くれます。また，体験した学科以外の学科

の見学・相談や部活動の体験や見学会も予

定しています。  

なお，１日体験入学の申込は６月２４ 

日（月）～７月５日（金）までとなってい

ます。詳しい日時や申込方法につきまして

は，本校または高校教育課のホームページ

よりご確認ください。  

 

＜学校のホームページはこちらです＞  https://tomesou.myswan.ed.jp/        ※昨年度の様子 

                       

新校舎外観（イメージ） 

（１１）登米総合産業高校  

      ＜１日体験入学のご案内＞ 

（１０）南郷高校  

   ＜中学生一日体験入学に参加しよう ＞  

     詳細は本校ホームページをご覧ください。 

     ＜学校のホームページはこちらです。＞ 

      https://nango-h.myswan.ed.jp/  
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（1２）岩ケ崎高校 

    ＜オープンキャンパスのお知らせ＞ 

 中学生および保護者の皆さんを対象に，岩高オープンキャンパ

スを本校会場として７月２６日（金）９：００～１３：００に開

催します。今年度のオープンキャンパスは，岩ケ崎高校の概要を

説明した後，授業見学・校舎案内をします。 

 さらに，毎年好評の岩高生との懇談会を企画しています。頼も

しい先輩が，在校生にしか分からない岩ケ崎高校の魅力の数々を

存分に語ってくれます。話しやすい雰囲気で行いますので，どん

どん質問してください。最後に，希望者を対象に部活動見学も実

施します。参加ご希望の方はＦＡＸで申し込んでください。詳し

くは高校教育課又は本校のホームページをご覧ください。  

 当日，サプライズ企画があるようです。お楽しみに。 

 

＜学校のホームページはこちらです＞  

 https://iwagasakikou.myswan.ed.jp/  

  中学３年生の皆さん，保護者の方，中学校の先生方を対象としています。ぜひ奮ってご参加ください。 

 

【日程】 

令和元年７月２７日（土）９：１５～１２：００ 

９：１５～１２：００  受付 

９：４５～１０：４０  学校説明会 

１０：５０～１１：２０ 体験授業① 

１１：３０～１２：００ 体験授業② 

 

  実施する授業 

【国語，社会，数学，理科，保健体育，芸術，英語，家庭，情

報，商業，福祉】 

 

 学校説明会の中では，活気ある学校行事や日常の学校生活，

単位制・昼夕二部制という特徴的なシステムと本校独自の設定

科目，そして卒業生の進路状況などを詳しくご説明します。ま

た，皆さんの希望に応じた授業が実際に受けられる，体験授業の機会を設けています。 

 学校のことをよく知るためには，何よりもまず，実際に足を運んでみることが大事です！皆さんのご来校，お待ち

しております。 

 詳しくは，本校ホームページにも掲載予定ですので，ご覧になってください。 

  

 ＜学校のホームページはこちらです＞  https://tajiri-hs.myswan.ed.jp/ 

（１３）田尻さくら高校 

           ＜オープンキャンパスのお知らせです ＞ 
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（１５）美田園高校 

            ＜令和元年度二期入学説明会開催のご案内＞ 

 
 美田園高校は，県内公立高校で唯一の通信制課程の単独校として，平成24年4月に開校し，今年度８年目を迎えま

した。 

 美田園高校の「通信制の学び」は，全日制・定時制の学び方とは大きく異なり，「自学自習」を基本とした学習の

スタイルとなっており，添削指導，面接指導，試験などにより学習をすすめていきます。 

 美田園高校では，「通信制の学び」で高校卒業を目指す皆さんを，「個別学習支援」や「Mｙスタ」など様々な取

組により支援・応援しています。 

 美田園高校の「通信制の学び」に興味をもった方は，ぜひ説明会に参加してみてください。 

○日時 

 令和元年８月４日（日）  

 午前10時受付開始 

 午前10時30分開会 

○対象 

 ・二期入学を希望している方，保護者 

 ・本校への入学を希望している中学生，保護者 

 ・県内の中学校，高等学校の教職員  

○会場                     

 まなウェルみやぎ ３階 大研修室  

 ※ 仙台空港アクセス鉄道「美田園駅」下車 徒歩５分 

○その他 

 ・事前の申し込みは不要です。直接，会場にお越しください。上履きも不要です。 

 ・まなウェルみやぎ駐車場（北側）のスペースには限りがありますので，できるだけ公共交通機関をご利用願いま    

  す。 

 ・内容の詳細については，後日各中学校，高校に送付する文書（７月上旬頃），又は本校のホームページをご覧く 

  ださい。 

 ・教員対象学校説明会（１１月），令和２年度入試に向けた学校説明会（１月）も予定しています。 

 ＜学校のホームページはこちらです＞  

  https://mitazono.myswan.ed.jp/ 

  ＜平成30年10月二期入学式＞ 

（１４）東松島高校 

    ＜オープンキャンパスを開催します！＞ 

〈日程〉７月２４日（水） 

１３：４０～ 受付 

１４：００～ 校舎見学 

１４：３０～ 学校説明会 

１５：００～ 時間割作成演習，個別相談 

 今回のオープンキャンパスでは，本校の目玉授業でもある「演劇特別授業」

を見学することができます。 

 演劇特別授業では，希望する生徒がプロの劇団の方に指導していただき，演

劇を通して自己表現力を磨いています。演劇に心を奪われ，毎年受講する生徒が多数いる魅力ある授業です。その姿

を実際に見学し，本校の雰囲気を感じていただければと思います。 

 また，単位制・三部制の特徴といえる個人時間割の作成を実際に体験してもらいます。これによって学校の生活リ

ズムを知ってもらおうというものです。 

 オープンキャンパスは文化祭一般公開日の１０月２６日（土），平日の授業の様子が見学

できる１２月１３日（金）にも開催するので，ぜひ東松島高校に足を運んでほしいと思いま

す。 

＜学校のホームページはこちらです＞ 

 https://higashi-matsushima.myswan.ed.jp/ 


