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県立高校の旬な情報を毎月お届けします。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
路選択にぜひ御活用ください。
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１

特色ある取組

（１）蔵王高校＜蔵王の空に夢かける＞
本校は，多岐にわたる進路の実現のために 分かる授業」の様々な工夫を行っています。例えば，１つの授業に２人
の先生がつくチーム・ティーチング（TT）を実践することで，生徒一人一人に対して，きめ細やかな指導ができるよ
うにしています。また，全ての普通教室に電子黒板やプロジェクターが
設置されており，ICT の利活用を積極的に行うことで，視覚的にも分か
りやすい授業を展開しています。蔵王町ならではの活動も行っており，
体育の授業等でゲートボールを学び，チームを作って大会にも出場して
います。指導者に地域の方を招き，教えていただく機会を設けながら，
熱心に取り組んでいることも特色の一つです。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://zao-h.myswan.ed.jp/
授業風景

（２）白石工業高校＜特色ある学校づくり＞
地域に根ざし，地域に貢献できる学校，そして生徒・保護者・地域に信頼される学校を目指しています。
◆ ものづくりを通して地域と繋がる！
昨年度は，地域の小･中･支援学校と連携した志教育に取り組みました。地域で活用するプランターを製作した
り，ものづくり教室を開催したりしました。また，全日本こけしコンクールや白石市こどもまつりへも参加し，
ものづくり体験などを行い，皆さんに楽しんでいただ
きました。
◆ 地域の皆さんに喜んでいただきました！
①

白石市内の伝統文化団体でつくる

城の会」か

プランター

キーホルダーづくり

らの依頼で舞台の背面になる鏡板を製作しまし
た。縦約 2.1m，横約 5.3m の大きさです。
②

木材を活用し，約半年間をかけて設計・製作した
玩具を，近隣幼稚園・保育園の子どもたちに直接

②

①

③

手渡しました。
③

尚絅学院大学と連携しピカボードを製作しています。多くの方に楽
しんでもらえるよう名取駅に展示しました。

◆ 技を磨き，コンテストや競技会へ挑戦！
専門家（プロ）から直接指導を受けるチャンスがあり，授業で学んだ
技術に磨きをかけ社会で通用する

コンテストへの挑戦（一例）

技」にレベルアップしています。ま

た，コンテスト等に挑戦することで目標達成に向けて努力をすることの大切さを学んでいます。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://shiroishi-kougyou.myswan.ed.jp/

（３）加美農業高校＜農場の風景＞
本校では農業教育を通して，『命の大切さ』や『食のありがたさ』を学ん
でいます。本校では生徒が中心となって栽培・管理します。生産されたリン
ゴをはじめとする果物や野菜，草花やお肉は，地域の方々にも大変美味しい
と評判で，長く愛されるブランドになっています。
５月現在，草地では乳牛のえさになる一番草の刈り取り，畑ではネギの定
植，施設野菜のハウスではキュウリの収穫，水田では田植え，草花のハウス
てき

ではマリーゴールドやサルビア等の苗の栽培，そして果樹園ではリンゴの摘
か

てき か

花作業が行われています。摘花とは，より美味しいリンゴの実を作り出すた
めに行われる大切な作業の一つです。つぼみや花の時期に

中心花」と呼ばれる真ん中の大きな花だけを残し，ひと

つひとつ丁寧に周囲の花を摘み取ります。こうすることで，樹の養分が

中心花」に集まりやすくなり，甘く美味し

てき か

い実をつけます（写真は摘花の様子です）。
このような農作業は，例年生徒たちが主体となり行われるものですが，今年は例外的に先生たちで栽培・管理をし
ました。学校のウェブサイトはこちらです。是非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://kamino-h.myswan.ed.jp/

（４）村田高校＜村高でつかむ未来の自分＞
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

言語・自然科学系列

介護福祉系列

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

商業実践系列

機械・自動車系列

（５）宮城第一高校＜ＩＣＴを利活用した教育に力を入れています！＞
宮城第一高校ではＩＣＴを利活用した授業の展開に力を入れています。昨年度初め（平成３１年４月）に普通教室
すべてにプロジェクターとスクリーンを常置し，多くの科目で生徒の授業への関心を高めるとともに内容の理解を深
める授業に活用しています。令和元年度の 学校評価」でも， 学ぶ意欲を引き出し，学力を身に付けられるような授
業が行われている」という項目の生徒評価が大きく向上しています。多くの教員がより効果的な授業教材の開発に励
み，授業に生かしています。４月以降は，オンライン講座やICT教材を用いた授業の実践に向けた教員研修が毎週のよ
うに行われ，教員のスキルも大きく向上しています。また，臨時休業の期間に
は，クラウドサービスを利用した授業動画やwebテストの配信などを積極的
に進め，５月からは全担任がタブレット等を用いてのオンラインによるホーム
ルームを実施し，さらに5月中旬からは生徒が自宅で講義を受けられる オン
ライン講座」も行いました。まだまだ試行錯誤の部分もありますが，生徒の意
見や要望も取り入れ，生徒一人ひとりの学力向上に向けより効果のあるものに
していきます。
なお，本校は新校舎建設に向け，仮設の校舎を建設中ですが，もちろんプロ
ジェクター・スクリーン・wifi設備などのＩＣＴ環境はそのまま新教室に移設
され，現校舎にはない冷房（エアコン）も新たに完備されます。また，秋には
近隣に全天候型の

第２グラウンド」も完成する予定です。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://miyaichi.myswan.ed.jp/

（６）宮城野高校＜小学校への高校生教育助手派遣プログラム＞
本校では，教員を志す３年生を対象に，地域の小学校へ教育助手として派遣
しています。毎年１月下旬から２月の上旬にかけて延べ７日間，仙台市立田子
小学校と高砂小学校にお世話になっています。
内容は，授業のサポートをはじめ休み時間に子ども達と遊んだり給食を食
べたり，放課後は図書室の整理やポスターを描くなど，小学校の先生の仕事を
体験します。
子どもの成長を間近に見ることができ，子ども達のために働くことの大切さ
や，普段何気なく受けている教育は，たくさんの人が関わって成立しているこ
とに気付く場でもあります。このプログラムで経験したことをもとに将来の
職業につなげることができます。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://miyagino.myswan.ed.jp/

（７）岩出山高校
＜昨年度，小中学生と志教育連携事業に取り組みました！＞
本校は昨年度， 志教育支援事業推進地区（岩出山中学校区）実践校」の指
定を受け，小学校・中学校と交流を深めながら，さまざまな場面で生徒の活躍
が光った１年でした。例えば本校生徒が岩出山小学校を訪問して絵本の読み
聞かせをしたり，また岩出山中学校で長年取り組んできた はがき新聞」づく
りに本校も取り組んだりしました。逆に，本校で長年取り組んできた 岩高短
歌」づくり（全校生徒が毎月二首短歌をつくる）に，小学生や中学生にも 参
戦」していただきました。
12月の実践発表会では，地域関係者や教育関係者を多数招き，これらの1
年間の活動の成果を盛大に発表し，好評を博することができました。また，1
月にはこうした取り組みが評価され， おおさき社会貢献大賞・奨励賞」をい
ただきました。これからも岩出山高校は， 地域に学び，地域に育ち，地域を
担う」人材育成に頑張ってまいります。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://iwadeyama-h.myswan.ed.jp/

〈岩出山小での絵本の読み聞かせ〉

（８）古川工業高校
＜地域のにぎわい創出！街角ピアノプロジェクトに参加＞
建築科３年生課題研究建築工房班は，みやぎ大崎観光公社からの依頼によ
り 街角ピアノプロジェクト」に参加しました。このプロジェクトは，大崎市
岩出山の廃校になった小学校で眠っているピアノを活用し，大崎市観光物産
館に誰でも自由に弾けるピアノを設置し，音楽を通じて人と人のつながりを
生み出すといったものです。
250kg のピアノを可動式のステージに載せることや，真っ黒のピアノに大
崎の風景や食文化，キャラクターなどをペイントするのに苦労しましたが，専
門職の方々のアドバイスをいただきながら納得のいく作品に仕上げました。
食の蔵 醸室（かむろ）」に常設されていますので，近くにお越しの際は，
あなたの一曲を奏でてください。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://furukk-h.myswan.ed.jp/

２

学校紹介

（１）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 42 周年を迎える名取北高校は，生活にＡＩが欠かせない時代を生き
抜くために，生徒一人一人が主体的に考え抜く知性を持って，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」を目指した教育活動を展開しています。
多様な進路希望にきめ細かく対応するため，わかりやすく生き生きとした

授業の研究を推進し，各種講習等を行っています。また，部活動や学校行事，
ボランティア活動等での体験を大切にすることで，自分の人生を切り拓いて
いく力を育てます。部活動については，剣道部，陸上競技部，弓道部などが県
大会で上位入賞しました。文化部においても，書道部が国際高校生選抜書展に入選するなど多くの部活動が活躍して
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。
アクセス本数の多いＪＲ名取駅から徒歩 15 分の場所にあり，約半数がＪＲを利用，約半数が自転車で通学してい
ます。名取北高は，互いを尊重し，認め合い，支え合う人間関係を大切にする学校です。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://natorikita.myswan.ed.jp/

（２）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。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で，５月の 三高探究の日」を実施
できませんでした。例年は理数科の発表に加え，普通科の探究活動の成果発表
も行われます。また，昨年は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，英語で研究発表や交流会が行われ，台湾修学旅行（理数科）に向け
て親睦を深める機会となりました。
このような社会状況ではありますが，様々な取組の可能性を模索し，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，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。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://sensan.myswan.ed.jp/

（３）古川高校＜第６１回 臙紫定期戦＞
令和２年４月２８日（火）に，令和初の大決戦が古川高校を会場に行われる
予定でした。古川高校と築館高校，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
た熱い戦いとなるはずが，コロナ禍により長年の歴史の中で３回目の中止と
なりました。昨年度は，１５種目において激戦が繰り広げられ，総合成績は１
１勝４敗と古川高校が圧勝し，見事前年度の屈辱を晴らしました。あれから１
年，再び連勝街道を邁進しようと１年間鍛えに鍛えた古高生でしたが，発揮す
る機会すら失ってしまうという哀しい結果となりました。また例年，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と昼にみっちりと行い，精神力を高め，古高生としての団結心を胸に刻むはずでしたが，それ
すらかないませんでした。先が見えない昨今，３年生においては支部総体や県総体も中止となってしまい，途方に暮
れている状態です。
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，自主自律の精神の
もと，古高生を輝かせてくれるはずです。たとえ実施の機会が失われても，古高生はきっと強く立ち上がる日が来る
と信じています。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://furuko.myswan.ed.jp/

（４）石巻北高校＜部活動紹介～演劇部～＞
私たち，石巻北高校演劇部は，県大会出場を目指して日々頑張っています。
過去には，東北大会に出場した実績もある部です！
活動内容は，発声や柔軟などの基礎練習，大道具・小道具の作成です。また，
大会では照明や音響も担当したり，台本を書いたりもします。役者としても裏
方としても活躍できることが演劇部の魅力の１つです。大会前になると，とて
も忙しくなりますが，仲間と１つの劇を作り上げる達成感は他の部活にはない
ものです。
今までにしたことのない経験をすることによって新しい自分を見つけるこ
とができます！演劇部のある高校は，石巻では少ないです。高校生である今し
かできないことを石巻北高校でやってみませんか？全力で楽しむことができ
る，青春できる部活だと胸を張って言えます。石巻北高校演劇部の活躍に乞う御期待！
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://ishikita.myswan.ed.jp/

（５）松山高校＜令和２年度入学式＞
４月８日（水） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため，３密にならない
よう人数制限をして各教室で行われました。
≪

生徒会活動の紹介 ≫

１．

昨年度の主な取り組み

（１）

スローガン

“ 目指せ理想のＡＪＢ！（ Ａ=挨拶 ・ Ｊ=授業態度 ・ Ｂ＝ベル着 ） “
～１人が良くなれば学校が良くなる～
（２）

具体的な取り組み

①

放送による呼びかけ

②

スマートフォンの回収（スマホ回収ＢＯＸを教室などに設置）

朝読書の前までに生徒は各自でＢＯＸに入れる（休み時間は使用可）
※

生徒が，自主的にスマホをＢＯＸに納めて授業に臨む良い習慣が出

来ました

（ スマホ回収ＢＯＸは‘Ｒ２も継続 ）。
れい わ

２．

今年度の生徒会スローガンは

” 礼輪 ７ ”

です。

りょく

あいさつ，

礼儀，

コミュ 力 ，

スマホ，

けじめ，

服装，

楽しい

高校生活をより良いものにするため，この７つの言葉をキーワードにし，生徒同士が共有しできることを考えまし
ょう！

ｂｙ生徒会執行部
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://matuyama-h.myswan.ed.jp/

（６）一迫商業高校
＜県北唯一の商業高校

目指す進路目標を１００％サポート＞

＜創立４８年目の商業高校＞
一迫商業高校は昭和４８年開校で，今年で創立４８年目を迎える流通経済科
４０名，情報処理科４０名，１学年定員８０名の県北唯一の商業高校です。生
徒一人ひとりの興味関心を大切にし，将来の目標が達成できるよう丁寧な指導
を心掛けています。
＜上級検定にチャレンジ＞
将来，社会で活用できる商業に関する資格取得に力を入れて指導しておりま
す。 最上級の１級に全員チャレンジし，３種目以上を取得して卒業時に全国
表彰を受ける生徒が毎年，何人もおります。昨年度は２年生で社会人向け日本
商工会議所主催簿記検定試験で本校初の２級を取得した生徒がおります。
＜学校と企業のスキルを同時に学べる栗原版デュアルシステムを導入＞
平成１７年から文部科学省の３年間指定（その後学校で継続）を受け，学校
の勉強と企業へ長期の実習等（起業家研究と販売実習を含む）を通して専門的
な知識と技能を習得するデュアルシステムを県内で唯一導入しております。こ

【デュアルシステム学習発表会】

の取組が評価され，平成２０年度に富県宮城グランプリ特別賞に輝き，平成２
４年度に本校のキャリア教育に対し文部科学大臣より表彰状が授与されました。
皆さんも一迫商業高校で一緒に学びませんか？
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://ichisho.myswan.ed.jp/

（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。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://hakuou.myswan.ed.jp/

（８）田尻さくら高校＜学校は

楽しいところ

さくら咲く＞

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
資格取得を目指し，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/

（９）富谷高校
＜ユネスコスクール

～ＥＳＤ

持続可能な開発のための教育」～＞

富谷高校は SDGs に取り組むユネスコスクールです。SDGs は Sustainable Development Goals の略で

持続

可能な開発目標」と訳されています。富谷高校では授業や行事を通して SDGs に代表されるような世界が協働で解決
するべき問題に触れ，これらの問題が私たちのライフスタイルと深く結びついていることや日本でも同様な問題が存
在していることに目を向ける機会を多く持つようにしています。本校では３年間をかけて 総合的な探究の時間」（本
校ではＴ－time と呼びます）で SDGs に関わる様々なことを学び研究していきます。特に２年生は， 持続可能な地
域づくり」というテーマで今年度研究を行います。研究のスタートにあたり地域の成り立ち，自治体や各種団体の地
域貢献の実態，町おこしの実情などを学ぶための研修ツアーを計画しています。これらをもとにテーマを設定し，２
度の中間発表を経て３年次の７月に

収穫祭」（代表グループによる発表会）が行われます。

富谷高校は，今後もこのような活動を通してグローバルシチズンシップ（地球市民意識）を生徒に身に付けさせ，持
続可能な社会の創り手を育てていきます。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://tomiya-h.myswan.ed.jp/

３

お知らせ

（１）工業高校＜令和２年度 中学生対象学校説明会の御案内＞
宮城県工業高校の中学生対象学校説明会（オープンキャンパス）について，
お知らせいたします。
今年度は，コロナウイルス感染拡大の影響等を踏まえて，８月１１日（火）
と９月２２日（火・祝）の２回実施します（予定）。各回とも，午前は仙台市
内の中学生，午後は仙台市以外の中学生を対象に行います。学校説明（学科説
明）・施設見学は，各回とも機械科・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，希望する学科を１つ受講することができ
ます。第２希望の学科がある場合は，第２回にも参加してください。第１回に
ついては，当日活動している部活動を見学することもできます。
実施要項は，本校と宮城県教育委員会（高校教育課）のホームページに掲載されます（６
月下旬以降）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，参加する回と受講学科（１つ）を選び，記入してください。
なお，今年度は感染予防の観点から，保護者の方の御参加は，お控えください。また，
本校でも感染予防策を講じますが，参加する中学生の皆さんも十分に留意の上参加して
ください。その他，各回の受付期間や当日の日程等の詳細は，実施要項を御確認ください。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://miyagi-th.myswan.ed.jp/

（２）仙台南高校＜今年度の学校行事等に関するお知らせ＞
仙台南高校では新型コロナウイルス感染拡大防止のため，例年７月下旬に
実施していたオープンキャンパスを中止いたします。実際に本校を御覧いた
だく機会を提供できず申し訳ありませんが，本校のホームページ等を通じて
今後情報を発信してまいりますので，ぜひ御覧ください。また，例年８月下旬
から９月上旬に開催していた文化祭 南高祭」については実施・中止の両面で
現在検討を進めているところです。
仙台南高校は，校訓 英知・調和・自律」，標語 総合力は南高で（部活も
勉強も団体戦）」のもと，文武両道の進学校として，学校全体が一丸となって
学習・部活動に取り組んでいる魅力溢れる学校です。総合的な探究の時間では
課題研究」に取り組む 公孫樹プロジェクト」を展開し，社会に貢献する主
体的な学習者の育成に力を入れています。

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

（３）登米総合産業高校＜１日体験入学の御案内＞
本校の[１日体験入学]は，８月１日(土)に開催します。(コロナウイルス感染
拡大の状況があれば，変更します。)
当日は，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
についての説明会と，[農業・機械・電気・情報技術・商業・福祉]の６学科か
ら皆さんが希望する１つの学科の授業体験を予定しております。総合産業高
校ならではの学習や取組，各学科の特徴をぜひ体験していってください。皆
さんの先輩がやさしくサポートして教えてくれますので，専門的内容も楽し
く体験できることと思います。他にも，体験した学科以外の見学や相談，部活
動の見学なども予定していますので，ぜひ御参加ください。
なお，[１日体験入学]の参加申込は６月２９日(月)～７月１０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，本校又は高校教育課
のホームページより御確認ください。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://tomesou.myswan.ed.jp/

（４）岩ケ崎高校＜オープンキャンパスのお知らせ＞
中学生及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を会
場として８月９日(日)９：００から開催予定です。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，毎年好評の岩高生との懇談会等を予
定しています。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る予定です。参加の際はどんどん質問してくださ
い。コロナウイルス感染拡大の防止の観点から例年より内容を縮小した形に
なるかと思いますが，参加御希望の方はＦＡＸまたはメールで申し込んでく
ださい。詳しくは高校教育課又は本校のホームページを御覧ください。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://iwagasakikou.myswan.ed.jp/

（５）角田高校＜令和２年度角田高校オープンスクールの御案内＞
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８月２２日
（土）に角田高校を会場に開催します。今年度は新型コロナウイルス感染症の
影響で例年よりも遅い８月の開催となります。内容は体育館での全体説明と保
護者向けの学校説明会と部活動見学です。体育館での全体説明は在校生を中心
に企画し，スライドでの学校紹介や好評のパネルディスカッションなどを考え
ています。保護者説明会は保護者を対象に別室で説明を行います。部活動見学
は在校生が活動場所へ案内をして見学や体験などを行います。８月２２日
（土）は御家族で角田高校においでください。参加御希望の方は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。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://kakuko.myswan.ed.jp/

（６）利府高校＜利府高校体験入学の御案内＞
中学生の皆さんこんにちは！この度，利府高校では８月～１０月に体験入学を開催し
ます。当日は，学校紹介や入試制度の説明，部活動の体験，校舎・施設見学などを実施
する予定です。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2年8月29日（土）9:30～13:00（受付9:00～）
令和2年9月12日（土）9:30～13:00（受付9:00～）
令和2年10月10日（土）9:30～13:00（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
C コース：学校紹介

＊今後，実施日や内容等に変更が生じることもあります。詳しくは，本校のホームページを御覧ください。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://rifu-h.myswan.ed.jp/

（７）東松島高校
＜オープンキャンパスを１０月と１２月に開催します！＞
ホームページ｢ひがまつライフ｣で，本校の様子
を随時紹介しています！
例年 7 月下旬開催の１回目は中止となりまし
た。今年度のオープンキャンパスは１０月２４日
（土）と，平日の授業の様子が見学できる１２月１
８日（金）の 2 回のみの開催予定です。ただし今
後，予定を変更する可能性もありますので，学校の
ホームページで随時御確認ください。なお個別の
学校見学も可能ですので，直接学校にお問い合わ
せください（TEL0225-82-9211）。

〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://higashi-matsushima.myswan.ed.jp/

（８）涌谷高校＜ 令 和 ２ 年 度 入 学 式 ＞
本校は今年で創立１０１年を迎える伝統ある学校で
す。昨年１０月には創立１００周年記念式典が盛大に行
われました。
４月８日（水）に入学式が行われ，９９名の新入生を迎
えました。新型コロナウイルスの影響で，式の内容を簡素
化し，教室で実施することになりました。入学許可は校長
先生が４つの教室をまわって行いました。入学許可，式
辞，新入生代表宣誓の様子は ＯＯＯ」」というアプリを
使って新入生の教室や保護者の教室に配信されました。
入学後も臨時休業が続き，学校からの課題をこなす毎
日でしたが，学校再開後は学習に部活動に学校生活を満
喫してほしいと思います。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://wakuya-h.myswan.ed.jp/

（９）名取高校＜オープンキャンパスについて＞

オープンキャンパスの様子

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，４月９日（木）より臨時休業でし
たが，６月１日（月）より学校を再開しました。
例年，夏休みに開催していたオープンキャンパスについては，１０月以降の開
催を予定しています。実施要項等については，後日，本校ホームページに掲載し
ますので，是非，お申し込みください。
皆さんの御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/

（１０）美田園高校＜令和２年度二期入学説明会開催の御案内＞
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です。
美田園高校の 通信制の学び」は， 自学自習」を基本とした学習スタイルで，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。
通信制の学び」に興味がある方は，ぜひ説明会に参加してみてください。
○日時

令和２年８月２日(日)

第１部

午前 10 時受付
午前 10 時 30 分開会

第２部

午後 1 時 30 分受付
午後 2 時開会

〇対象

＜令和元年８月二期入学説明会＞

・二期入学を希望している方，保護者
第 1 部 名取市，岩沼市，亘理郡以外にお住まいの方
第 2 部 名取市，岩沼市，亘理郡にお住まいの方
・本校への入学を希望している中学生，保護者（第 2 部のみ）
・県内の中学校，高等学校の教職員
※付添いの方は 1 名のみに限らせていただきます。
○会場

まなウェルみやぎ

※仙台空港アクセス鉄道

３階

大研修室

美田園駅」下車

徒歩５分

○その他
・詳しい日時や申込方法については，後日各中学校，高校に送付する文書（７月上旬頃），または本校のホームペ
ージを御覧ください。
・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御利用願いま
す。
・教員対象学校説明会（１１月），令和３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/

（１１）仙台二華高校＜今年のオープンスクールは秋まで待っててね！＞
仙台二華高の三大行事を紹介します。
【体育大会（4 月・10 月）】
4 月は綱引きやリレー，長縄跳びなどの陸上競技，10 月はバレー，バスケ，
サッカーなどの球技をクラス対抗で競います。高校 3 年生が色とりどりのク
ラス T シャツに身を包み，一致団結して臨む姿には他学年も一目置きます。
【合唱コンクール】
場所を校外のホールに移して開催
する，真剣勝負のコンクールです。本
番までの放課後や土日はいつでも歌
声が響き渡り，当日の朝の練習も風物詩になっています。体育大会同様，高校
3 年生の衣装パフォーマンスは必見です。もちろん，合唱も本気で歌い上げま
す。

【文化祭】
文化部，有志団体が 2 日間に渡りイベントや展示，パフォーマンス，物品
販売などを行います。この２日間は一般の方にも開放され，毎年多くの方が来
校します。昨年度は延べ 4,500 人ほどの来場者が訪れ，活気が途切れること
なく，大盛況のうちに終えることができました。
これらの行事に共通していることは 生徒主体の行事」だということです。
運営はもちろん，準備や後片付けまで，すべて生徒たちで行うことが仙台二華
の伝統になっています。このような主体的に行動する二華校生に出会える機
会が オープンスクール」です。今年度のオープンスクールは時期を秋に移して開催しますが，時期が変わっても生徒
が運営する二華スタイルは変わりません。是非オープンスクールに参加して，生徒が主体的に活動し，輝ける学校で
ある仙台二華高校の魅力に触れてみてください。

＜宮城県仙台二華高等学校オープンスクール＞
実施日：令和２年 9 月２６日（土）
場

所：宮城県仙台二華高等学校（宮城県仙台市若林区連坊１－４－１）

内

容：（予定）全体説明，部活動見学会

その他：オープンスクール関連の情報は本校ホームページに今後掲載します。なお，オープンスクールへのお問い合
わせは現在受け付けておりませんので，御了承ください。
〈 学校のホームページはこちらです 〉
https://nika.myswan.ed.jp/

