
 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月号の目次 

 

 

１ 特色ある取組 

 

（１）名取高校＜手厚い進路指導＞ 

名取高校では，毎年３年生の約200名が進学を，約 80名が就職を希望し

ており，多様な進路希望を実現するために様々な取組を行っています。 

進路説明会としては，生徒向けガイダンス，保護者向けガイダンス，校内

大学説明会などを行っています。就職については，インターンシップや地元

（岩沼市・名取市）企業紹介，岩沼ロータリークラブ模擬面接会などを開催

し，生徒が企業の情報をよく知り，納得して仕事を選び，採用されるよう手

厚い指導を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号 

発行日：令和２年７月２９日 

発行者：宮城県教育庁高校教育課 

https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-mailmaga-bknum.html 

 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。 

みやぎハイスクール通信 

  

２ 学校紹介 

（１） 大河原商業高校 

（定時制） 

（２）迫桜高校 

（３）田尻さくら高校 

４ お知らせ 

（１）白石工業高校 

（２）柴田高校 

（３）蔵王高校 

（４）古川高校 

（５）岩ケ崎高校 

（６）古川工業高校 

１ 特色ある取組 

（１）名取高校 

（２）仙台南高校

（３）加美農業高校 

（４）南郷高校 

３ コラム 

（１）村田高校 

＜ 学校のホームページはこちらです 〉 
https://natori-h.myswan.ed.jp/ 
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（２）仙台南高校＜仙台南高の特色紹介＞ 

本校では，週1時間の総合的な探究の時間を「公孫樹プログラム」とし

て，「課題研究」を軸とした新しい学びの時間と位置づけて実施していま

す。これからの社会を創造するために必要な力として「課題発見力」，「情

報収集活用処理能力」，「論理的思考力」，「多角的な分析考察力」，「課

題解決力」，「情報発信力」などがあります。これらの力を身に付けるため

に，自分の興味関心に基づく課題を見つけ，仮説を設定し，検証するといっ

た研究活動を行います。その結果は課題研究発表会で発表します。 

テーマは理系の科学的なものから，文系の社会的なものまで多岐に渡ります。体育館で行われる研究発表会は大変

盛り上がり，質疑応答では多くの質問が出て熱心なやり取りがなされ，お互いの発表を聞くことで新しい知識や理解

に繋がっていきます。新たな学習指導要領ではこのような「探究活動」が重視される傾向にありますが，その前から

仙台南高校ではこのような取組に力を入れており，本校の大きな特色の一つになっています。 

本校では，社会に大きく羽ばたき，これからの社会を創造していきたいと考えている皆さんを，心よりお持ちして

います。 

 

 

 

 

（３）加美農業高校＜耕心寮の生活＞ 

本校は120年の歴史をもつ農業高校で，実体験を重視した，様々な活躍

の場が設けられている高校です。農業科，農業機械科，生活技術科の３つの

学科と，更に耕心寮での寮生活を通じた特色ある活動が展開されています。 

寮においては，１年生から３年生までの生徒が，親元を離れ，先輩や仲間

たちと協同しながら，互いに学び合い，切磋琢磨し，基本的な生活習慣や自

主性・協調性を身に付けます。寮生会という寮生の自治組織や先輩が中心と

なって，寮生同士がより良い生活が送れるように，自分たちで話し合いなが

ら，マナーやルールを取り決めたり改善したりしています。下級生が，分か

らないことや困ったことがあった時には，すぐに上級生に相談できるような雰囲気が作られています。 

今年度は２ヶ月遅れでの開寮となりましたが，無事スタートできたことで，寮生一同喜びにあふれています。今年

はまだ見通しが立たない状況ではありますが，例年は，地域の支援学校との交流事業としてリンゴ狩りを行ったり，

秋には寮祭を行ったりしていました。こういった数々のイベントもまた，他の学校では味わうことのできない貴重な

学びの場となっており，寮生にとっても大きな楽しみの一つとなっています。 

学校のウェブサイトでも寮生活についてブログで公開しています。是非御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/ 

 

＜ 学校のホームページはこちらです 〉 
https://sminami-h.myswan.ed.jp/ 
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（４）南郷高校＜地域観光緑化プロジェクトを実施・展開中＞ 

令和２年６月２４日 （水），産業技術科３年生草花専攻班生徒９名が，地元

美里町のレストラン 「野の風」に新たに花壇を造成し，季節の草花を約２００

株植え付けました。さらに，道路の法面には約３００本のシバサクラを植えま

した。今回の活動の動機は，新型コロナウイルスの影響により，町内の観光施

設や飲食店への来客数が激減しており，農業を学んでいる私達で何か力になれ

ないかと考え，「南郷高校地域観光緑化プロジェクト」として実施しました。

オーナーの伊藤さんからは 「皆さんが植えてくれた草花のおかげで，店の周辺

がとても明るくなりました。」と，感謝の言葉をいただきました。 

昨年度から実施している，大崎市合同庁舎前花壇や，美里町でんえん土田畑

村の花壇植栽も実施しました。さらに今年度は，涌谷町公民館と連携し，２３

団体の町内の各自治会へそれぞれ約１００本の草花苗を無償で提供し，地域の

緑化活動に役立てていただき，多くの町民から感謝の言葉をいただきました。 

 

 

２ 学校紹介 

（１）大河原商業高校（定時制課程） 

＜本校の概要と全校制作の取組＞  

①本校の概要 

本校は，今年で開校７９年目を迎える４年の夜間定時制高校です。多くの生

徒は日中アルバイト等に従事し， 「働きながら学ぶ」を実践しています。現在

の在籍数は，４学年で５２名です。少人数ということもあり，生徒同士や先生

方との距離が近いことが特徴です。教員以外に，スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカーが学校に配置されており，親身になって生徒の相談に

乗っています。 

②全校制作の取組 

昨年度は，文化祭の全校制作として羊毛フェルトを使用した作品を制作しま

した。震災復興の一環として，岩沼市の沿岸部に整備された 「いわぬまひつじ

村」の羊毛を使用した作品です。制作当日は，ひつじ村の職員に来校していた

だき，ひつじ村が整備された経緯などの説明を聞いてから作業に取りかかりま

した。初めての試みでしたが生徒が意欲的に取組，素晴らしい作品が完成しま

した。 

 

 

  

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

＜ 学校のホームページはこちらです 〉 
https://ogs-nhs.myswan.ed.jp/ 
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（２）迫桜高校＜部活動・生徒会活動＞ 

運動部は，各部が地区大会，県総体，インターハイを目指し，練習に

励んでいます。残念ながら今年はインターハイが中止になりましたが，

各部とも代替大会等を目指し頑張っています。 

文化部では，写真部の3名が全国総合文化祭に出場します。写真部は

３年連続での全国大会出場です。本来は高知県で行われる予定でした

が，新型コロナの影響で，インターネット上で行われるWEB 

SOUBUNとなりましたが，入賞を目指し一生懸命頑張っています。 

生徒会執行委員会では  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，生徒会新聞を定期的に発行したり，文化部などの発

表や展示を行う 「迫桜miniフェス」を企画したりして，活動を盛り上げ

ています。また，学校内外の清掃活動や募金活動も随時行っています。

今年度は，スマートフォンの使用の仕方について，生徒主体で考え，マ

ナー向上やトラブルの未然防止を図る取組を行っています。 

 

 

 

 

 

（３）田尻さくら高校＜田尻さくら高校独自の特色ある授業＞ 

本校独自の特色ある学校設定科目を紹介します。 

各校独自に設定される学校設定科目の中で，本校は 「茶道入門」「韓国語」「中

国語」「陶芸」など特色ある授業が開講されています。選択科目ということで，

それぞれの生徒が興味のある科目を履修して学んでいます。 

昨年度からは新たに 「声とからだのレッスン」「イラストレーション表現」の

新科目が開講されました。「声とからだのレッスン」では，読み聞かせ，ラジオ

ドラマ，演技を通して表現する喜びや他者と協働する楽しさを実感できる授業

を， 「イラストレーション表現」ではイラストの基本的な知識を身に付ける授業

を展開しています。 

みなさんも田尻さくら高校で一緒に学んでみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

「声とからだのレッスン」 

授業風景 

「イラストレーション表現」 

授業風景 

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

 

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

（１）村田高校＜～道をひらく 選択肢が広がる～  

村田高校は単位制・総合学科の高校です＞ 

夏，村高生は自らの目標達成に向けて学習 ・部活動などに必死に取り組みま

す。 

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために県高校総体が中止となり

ましたが，多くの競技で代替大会がこの夏に行われるとあって，特に３年次生

は高校での部活動の成果を発揮する最後のチャンスとして，目標を定めて残

り少ない部活動に励んでいます。 

また，高い進路目標を掲げる生徒は，夏季休業中の学習会や公務員講座な

どに意欲的に参加し，暑さに負けることなく机に向かって多くの問題に取り

組み，力を伸ばします。 

１年次生は，主に夏季休業中に  職業調べ】に取り組みます。自己について理解することと，仕事について考え，そ

の仕事の内容や必要な資格・その職業に就く方法等について調べて理解することが目的です。 

２年次生が毎年７月に行っている  インターンシップ】は，今年度は残念ながら中止となりましたが，社会に出て必

要となる電話のかけ方などのマナー講習に臨んだり，自己アピールを含めたプレゼンテーションなどに取り組んだり

します。 

今年は夏季休業がやや短くなりますが，村高生はそれぞれの熱い夏を経験し，人間的にも大きく成長します。 

 

 

 

４ お知らせ 

（１） 白石工業高校 

＜白石工業高校の本当の魅力は実際に来てみないと伝わらない！＞ 

「数学ってどんな勉強をしているの？」と聞かれたら，もちろん皆さん

答えられますよね？では「工業ってどんな勉強をするの？」「実習や課題

研究って何をするの？」「高校の部活ってどんな活動をするの？」と聞か

れたら，なかなか答えは出てこないですよね。そうなんです。工業高校で

何をしているのかは，工業高校に来てみないと分からないのです。さら

に，同じ工業高校でも，学校によって全く違った良さがあります。文章や

写真だけでは伝わらない「白石工業高校の魅力」を，オープンキャンパスや白工祭に来て感じてみませんか？白石工

業高校を受験したい生徒はもちろんですが，普通高校とは一味違った高校も見てみたいという生徒も，ぜひ足を運ん

でほしいと思います。 

 

 

インターンシップ発表会（昨年度） 

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

＜ 学校のホームページはこちらです 〉 
https://shiroishi-kougyou.myswan.ed.jp/ 
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（２）柴田高校 

 ＜オープンキャンパス ８月２３日（日） 部活動体験も可能＞ 

●オープンキャンパス 

８月２３日（日）に柴田高校オープンキャンパスを開催します。当日は，

説明会と部活動体験を予定しています。インターハイ・全国大会等にて数々

の実績を残してきた，柴田高校の伝統ある部活動を体験できる貴重なチャン

スです。先輩方が優しく指導してくれますので，少しでも興味があれば実際

に体験してみましょう。百聞は一見にしかず，中学生のみなさん，ぜひ直接

柴田高校に足を運んで，柴田高校の雰囲気を感じてみてください。  

体験可能部活動：陸上競技，バスケットボール，バレーボール，剣道，硬

式野球，柔道，ウェイトリフティング，体操，水球・水泳，サッカー，卓

球，ソフトボール，音楽（吹奏楽・軽音部），家庭，美術，演劇，書道，茶

華道（大会日程・天候等により変更の可能性があります） 

みなさんも柴田高校であなたの夢を実現してみませんか。 

 

 

 

（３）蔵王高校＜蔵王高オープンキャンパスを開催します＞ 

８月１日（土）８時５０分より蔵王高オープンキャンパスを開催いたしま

す。本校の概要説明から始まり，次に本校の生徒による校舎案内がありま

す。実際に先輩と校舎を回りながら，授業や部活動など学校生活について

様々な話ができます。また，その後の模擬授業では，普通科高校には珍しい

商業科や福祉科の模擬授業を含む，６教科の模擬授業から選択して受けるこ

とができます。模擬授業では高校入学後の授業で役立つ知識のみならず，日

常生活に密着したトピックの様々なテーマを取り扱っており，今後の生活に

役立つ知識や技術に触れることができます。先生方が面白い授業を準備して

待っています。ぜひいらしてください。最後に，運動部・文化部含めた様々な部活動の見学があります。先輩方の部

活動に間近に触れ，またその部活動ならではのアドバイスを聞くこともできます。 

蔵王高校の雰囲気を肌で感じることができるオープンキャンパスにぜひいらしてください。 

 

 

 

 

 

  

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

 

＜ 学校のホームページはこちらです 〉 
https://zao-h.myswan.ed.jp/ 
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（４）古川高校＜古高オープンスクールは１０月に予定しています＞ 

昨年度は７月末に古高オープンスクールを実施しましたが，今年度は新型

コロナウイルス感染症防止の観点から，１０月に実施を予定しています。     

昨年度は吹奏楽部のアトラクションに始まって，全体会では学校生活や入

試の話，母校愛あふれる生徒会長とＯＢ・ＯＧの熱いメッセージがありまし

た。また，体験授業では高校の授業をちょっと体験することができたり，先

輩との懇談会では，同じ出身中学校の先輩達とアットホームな雰囲気で話が

できて，とても楽しい企画でした。 

今年度は例年どおりとはいかないかもしれませんが，魅力的な古高オープ

ンスクールを企画検討中です。詳細な日時内容等はもう少しお待ちくださ

い。 

古高の特色が一杯詰まったオープンスクールにぜひ来てください。みなさ

んを心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

（５）岩ケ崎高校＜岩高祭＞ 

本校の文化祭は，例年８月下旬の金・土の２日間を利用して開催しており

ます。内，金曜は校内発表，土曜を一般公開日としており，毎年，地域の

方々が多数来校し，本校生が企画した催し物や展示，ステージ発表，模擬店

など趣向を凝らした内容を楽しんでおられます。 

 さて，今年度の文化祭は８月２８日（金）・２９日（土）の２日間とし，

２９日（土）を一般公開日として設定しておりましたが，新型コロナウイル

スの感染防止の観点から，今年度は「２８日（金）の校内発表のみの１日開

催とし，一般公開は取り止める」こととなりました。楽しみにしていた地域

の方々には大変申し訳ありませんが，御理解をいただければと思っておりま

す。 

 つきましては，今年度は残念ではありますが，来年度は一般公開ができる

ことを信じてそれまで楽しみにお待ちいただければ幸いです。 

 今後とも，旧栗駒町唯一の高等学校「岩ケ崎高校」をよろしくお願い申し上げます。 
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（６）古川工業高校＜体育祭＆古工展の様子についてレポート＞ 

本校の体育祭は，県内でも珍しい３日間の長期開催（７月上旬）になって

います。種目は，バレーボール・バスケットボール・サッカー・ソフトボー

ル・長縄跳び・ドッヂボール・綱引きの７種類で，それぞれの順位による得

点を合計し，学年毎の優勝クラスを決定します。そして更に，学科毎の総合

優勝を決定します。７月中旬からは３年生が本格的に進路決定に向けた活動

に入ることもあり，節目の行事になっています。近年拮抗した優勝争いを演

じる土木情報科と機械科，女子のハンディキャップ得点を生かして善戦する

建築科と化学技術科，細かな計算に強い電気電子科など，各科の特色が目立

ちます。全員で揃えるクラスTシャツや，学科の枠を超えた円陣を組んでの

応援などからは，強固な絆と古川工業高校の誇りを感じます。 

 続いて，本校の文化祭「古工展」は１０月下旬に開催しており，例年1，

000人を超える来校者を迎えております。吹奏楽部，ダンス部，演劇部の

ステージ発表は地域の方からも高い評価をいただき，パフォーマンス大会で

はモノマネやバンド演奏に挑戦する有志も多くいます。展示発表では各学

科・文化部の成果発表，特に建築科１年のお化け屋敷は毎年行列ができるほ

どです。２０店舗以上出展する模擬店も見物です。各クラス工夫を凝らした

食品を販売しますが，中でもPTAの豚汁や定時制の焼き芋は本格的で，即完売になります。近年，実行委員を中心

として全校生徒の集合写真を撮影し，ここでもまた仲間意識の高さを感じます。 

 今年度は，体育祭を１０月１～２日の２日間，古工展を１０月２２日の１日間と，規模を縮小して開催を予定して

います。一般公開はできませんが，ホームページ等で紹介したいと思います。 
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