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県立高等学校の特色ある学校づくりの取組や全日制課程普通科通学区域の全県一
学区等についての情報をお届けします。
１ 高校の特色ある取組，２ 学校紹介スペシャル，３ コラムは，各高等学校
から寄せられた原稿を掲載しています。
なお，県立高等学校についての情報及び全県一学区についての情報は以下のホー
ムページをご覧ください。
県立学校「公立高校ホームページ」
⇒ http://www.pref.miyagi.jp/kyouiku/school/koukou.htm
全県一学区決定までの経緯等
⇒ http://www.pref.miyagi.jp/kyou-kikaku/
全県一学区に向けての取組
⇒ http://www.pref.miyagi.jp/koukyou/ichigakku/ichigakku.htm

─────────────────────────────────────
■ もくじ ■
─────────────────────────────────────
１ 高校の特色ある取組
□ 志津川高等学校
９９２人の輪を広げる清掃活動「南三陸クリーンアップ作戦」
～『南三陸クリーンピック～拾って広げて地域の輪～』～
２ 学校紹介スペシャル
□ 岩ヶ崎高等学校
普通科「学力向上のための様々な取り組み」
□ 中新田高等学校
授業と部活動で充実した高校生活を!!
３ コラム
□ 富谷高等学校
松陵中出身 第１４代 富谷高校 生徒会長 阿部 貴芳
将監中出身 第１５代 富谷高校 生徒会長 松本 あかね
４ お知らせ
(1)みんなの専門高校展について（県庁，１１／１２～１４）
(2)地域発信アクション校の「授業公開」について
(3)各高校の学校紹介について
①各学校のＨＰ（ホームページ）
②公立高校ガイドブック
③公立高校ガイド（入試情報）

５

編集後記

─────────────────────────────────────
■ １ 高校の特色ある取組 ■
─────────────────────────────────────
宮城県の高等学校の特色ある取組についての情報を紹介するコーナーです。
□ 志津川高等学校
｜ ＜９９２人の輪を広げる清掃活動「南三陸クリーンアップ作戦」
｜
～『南三陸クリーンピック～拾って広げて地域の輪～』～＞
└────────────────────────────────────
志津川高等学校は，宮城県内唯一の「連携型中高一貫教育」を行っている高校で
す。連携中学校の先生方や生徒のみなさんと協力し，さまざまな活動に取り組んで
います。その中でも最も規模の大きいものが，今回ご紹介する「南三陸クリーンア
ップ作戦」です。
これは，志津川高校の生徒が自分の出身中学校の生徒とともに，地域の清掃活動
を行うもので，今年で６回目を迎えます。夏休み前から各校の生徒会役員が中心と
なって話し合いを進め，今年度のテーマは，先に行われた北京オリンピックにちな
み，『南三陸クリーンピック～拾って広げて地域の輪～』と決定しました。南三陸
町からもゴミの運搬用のトラックや生徒が移動するためのマイクロバスを貸してい
ただくなど，全面的な協力をいただいています。
連携中学校以外からの高校生は，ＪＲを利用する人がほとんどなので，ＪＲの駅
の清掃を中学生と一緒に行います。これらの活動を通し，「年齢の異なる人たちと
交流することで，社会性を身に付ける」「地域の環境について見直す」といった力
を身に付けます。現在１１月１２日（水）に実施するために話し合いや準備が進め
られています。なお当日の様子は，夕方の県内ニュースなどで放送される予定です。
→

＜くわしくはこちら＞

http://www.sizugawa-hs.myswan.ne.jp/

─────────────────────────────────────
■ ２ 学校紹介スペシャル ■
─────────────────────────────────────
高等学校の特色ある取組を含めて学校の取組全体をくわしく紹介するスペシャル
コーナーです。
□ 岩ヶ崎高等学校
｜ ＜普通科「学力向上のための様々な取り組み」＞
└────────────────────────────────────
本校は，平成２１年４月から，鶯沢工業高校の募集停止に伴い，従来の普通科に
加えて創造工学科（鶯沢校舎）が開設されます。新生岩ヶ崎高等学校では「よし！
岩高 未来に羽ばたけ」をスローガンに，一層の発展を目指し，新しい学校環境を
創造していきます。
その１ 愛宕塾（早朝学習室）の開設
本校では平成７年度より，視聴覚室を生徒に開放し，朝のＨＲが始まる前に自学

自習のできる愛宕塾を開設しています。愛宕塾では授業の予習や復習に取り組んだ
り，問題集にチャレンジして，お互いが学力向上のために切磋琢磨しています。例
年，愛宕塾の塾生の中から，国公立大学への合格者を多く出しています。
その２ レッツチャレンジ「家庭学習記録簿」の活用
本校は，県下でもいち早く，「家庭学習記録簿」を導入した学校です。これは，
生徒の家庭学習状況はもちろんのこと，抱えている悩みなども知ることができ，教
員と生徒を結ぶ有効な手立てになっています。家庭での学習時間も増加してきてい
ます。
その３ 漢字コンクール，数学コンクールを通じての学習意欲の向上
本校では朝のＨＲを利用して，年１０回（前期５回，後期５回）の漢字コンクー
ル，年２回の数学コンクールを実施しています。成績上位者には賞状・賞品があり，
学習に対する大きな動機づけになっています。毎年，コンクールの結果に自信を得
て，学習全般に意欲をもって取り組みはじめる生徒が多く見られます。
その４ 緻密で計画的な小論文指導
本校では独自に製作した「小論文ノート」を活用し，小論文対策を行っています。
今年度は１学年では１２回にも及ぶテキストを使った小論文講座（２学年は９回の
小論文講座）や外部講師による小論文講習会，年２回の小論文コンクールなどが予
定されています。
その５ Ｃ－Ｐｌａｎによるキャリア教育の実践
本校では平成１９年度より，Ｃ－Ｐｌａｎ（小学校への高校生教育助手派遣プロ
グラム）を始めました。この事業は，高校３年生で進路が内定した生徒を対象に，
希望を募り，地元の小学校へ派遣し，教員の補助をしながら，健全な勤労観を養う
ことを目的に始まりました。今年度も引き続き実施する予定です。
その６ 技能審査成果による単位の認定
本校では漢検・英検・数検などの検定試験の合格者に対して，単位の認定を行っ
ています。本校独自で行っている漢字コンクールや数学コンクールとの相乗効果に
よって，例年多くの生徒がチャレンジし，認定を受けています。
→

＜ホームページはこちら＞

http://iwagasakikou.myswan.ne.jp/

□ 中新田高等学校
｜ ＜授業と部活動で充実した高校生活を!!＞
└────────────────────────────────────
中新田高校は，国内有数の音楽ホールであるバッハホールのある加美町の豊かな
自然環境のもと，学習に，行事に，部活動にと，バランスのとれた教育活動を展開
しています。これまで５０００名以上の卒業生を送り出し，地元のみならず幅広い
分野で活躍し，厚い信頼と高い評価を得ています。平成２１年度より普通科３学級
（２コース制）に改編し，これまで以上に進学や就職指導を充実させ，地域に根ざ
した高校として充実した教育を実践していきます。

【個性かがやく高校づくり】
平成２０年度から「個性かがやく高校づくり」の一環として，教員の授業力の向
上を目指す研究実践と，生徒の進路意識の高揚を図る取り組みを行っています。以
下に取り組みの一部を紹介します。
①公開授業研究会
宮城教育大学と連携し，公開の授業研究会を行うことで教員の授業力の向上に努
めています。
②進路ガイダンス
さまざまな分野の職業人を講師に招き，少人数・分野別ガイダンスを行っていま
す。経験を基にしたリアルな講話を聞くことは，卒業後の進路を考える上でとても
参考になると思います。
その他，学校生活のさまざまな場面で「個性かがや」けるよう，生徒・職員が一
丸となって新しい学校づくりを行っています。
【盛んな部活動】
本校では，生徒は運動部・文化部のいずれか１つに必ず加入することになってお
り，運動部には男女合わせて６０％が加入しています。特にカヌー部，空手道部は
全国大会でも毎年上位の成績を収めています。今年のインターハイの結果は次の通
りです。
カヌー部……４種目制覇（200 ｍＫ－２，Ｋ－４，500m Ｋ－２，Ｋ－４）
空手道部……個人形ベスト１６
その他の部活動もカヌー部，空手道部に負けじと日々熱心に練習に取り組んでい
ます。勉強だけでなく，部活動にも手を抜かないのが中新田高校スタイルです。
【新しい中新田高校】
本校は，これまでの普通科２学級，商業科２学級の学科編成が，来年度からは下
記のような普通科３学級（２コース制）に改編します。
○普通科アカデミックコース（仮称）
大学受験へ向けた十分な学力を養成し，大学や短期大学，専門学校への進学を目
指すコースです。１・２学年では５教科をバランスよく学び，３学年では進学希望
に応じた選択科目により，それぞれの進路希望に対応した学習指導が受けられるコ
ースです。また，公務員や民間企業への就職へも対応した選択科目も設定し，就職
希望者へのサポートも行います。
○普通科ビジネスコース（仮称）
商業の専門科目を多く学び，各種資格を取得し，公務員や民間企業への就職を目
指すコースです。１・２学年では，普通教科の学習に加えて，商業科目を重点的に
学び，各種の検定試験合格を目指します。また，推薦等による進学へ対応できる基
礎学力を養成し，資格を活かした就職だけでなく進学もサポートします。取得可能
な資格は，簿記１級，情報処理１級，ワープロ検定１級，電卓検定１級です。
くわしくは本校ホームページをご覧ください。
→

＜ホームページはこちら＞

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

─────────────────────────────────────
■ ３ コラム ■
─────────────────────────────────────
高等学校の校長先生，一般の先生，生徒代表などが，「我が校」に対する想い，
最近の話題などについて語ります。その高校の新しい魅力が発見できるコーナーで
す。
□ 富谷高等学校
｜
＜松陵中出身 第１４代 富谷高校 生徒会長 阿部 貴芳＞
｜
＜将監中出身 第１５代 富谷高校 生徒会長 松本 あかね＞
└────────────────────────────────────
今回，富谷高校では生徒の視点から見た『富谷高校』ということで，前生徒会長
と現生徒会長の２人に「我が校」に対する想いを語ってもらいました。
＜松陵中出身 第１４代 富谷高校 生徒会長 阿部 貴芳＞
こんにちは！
まず，最初に皆さんに，質問をしてみたいと思います。ズバリ！「富谷高につい
て，どのような印象をお持ちですか！？」
歴史が浅いとか，校庭が広いとか，「そんなもんしらねぇ」とか…。さまざまだ
と思いますが，今回は，富谷高校の表側・裏側を大公開したいと思います！
さて，さっそく我が校を紹介しましょう。
富谷高校は今年で開校１５年目を迎えた，県内では比較的新しい高校です。普通科
のコース制で，
人文コース ⇒ 国語系授業に特化
国際コース ⇒ 英語系授業に特化
理数コース ⇒ 数学系授業に特化
という，特徴的な授業を展開しています。
ちなみに私は人文コースの人間ですが，数学が苦手！という方，とにかく歴史が
大好き！という方，オススメです。とっても熱い先生方がお迎えしますから。また，
国際コースでは，大学の外国人講師などを招き，国際交流をやっています。将来外
国に行きたい方！外国からの生徒もいますので，手軽に異文化に触れ合えます。理
数コースでは，理系科目を多くとることができます。なんと！物理全国ナンバーワ
ンの先生がいるんですよ！！物理を学びたい方は，ぜひ，富谷高校に来て見て下さ
い。そのほかにも，ユニークな先生が多いですよ。
それでは，あまり表にならない富谷高校を紹介します。☆少し突っ込んだ話です
……たくさんしたかったのですが，一つだけ！ 進路指導に力を入れているので，
入学してから将来について早い段階で決めることができます。ここは他校と違いま
す！大いなる夢を持っている方，大募集ですよ☆
皆さんが入学する頃には，筆者はいないと思いますが（汗），未来が広がる高校
です。
あなたも～ TEAM 富谷～の一員になってみませんか☆★
＜将監中出身 第１５代 富谷高校 生徒会長 松本 あかね＞
中学生の皆さんこんにちは。富谷高校生徒会長の松本あかねです。
富谷高校は人文，国際，理数と３コースに分かれています。行事は体育大会と樹咲
祭（文化祭）などがあります。私が特に好きなのは体育大会です。
種目は，サッカーやドッチボールなど様々あり，各チームの意地と意地のぶつか

り合いです。そんな戦いに勝ったときの感動はもう言葉に表せません。そんな盛り
上がる体育祭ですが，中でも１番盛り上がるのはクラスの全員で行う長縄跳びだと
思います。決勝戦ではクラスの枠を越えて，コース同士で円陣を組んだり，とその
時の熱気と盛り上がりは最高です。
樹咲祭は，各文化部が今までの成果を発表するだけでなく，クラスで出店を出展
したり，クラス旗を作ってコンテストをしたりと，様々な方面で楽しめます。また，
今年は新たに，男女装ファッションショーをしました。個性豊かな出場者が，華麗
にそして面白くパフォーマンスをして，最後は先生方にも男女装をしていただき，
今までにはない盛り上がりになりました。
富谷高校は行事などで楽しむときはしっかり楽しみ，集中する時はしっかり集中
する調和のとれた学校です。ぜひ私たちと一緒に楽しい高校生活を送りましょう。
→

＜ホームページはこちら＞ http://www.tomiya-h.myswan.ne.jp/

─────────────────────────────────────
■ ４ お知らせ ■
─────────────────────────────────────
(1)みんなの専門高校展について
本県の専門高校等で学んでいる生徒が日ごろの学習活動や成果を発表することを
通して，県民の方々に専門高校等に対する理解を深めていただくことを目的に「み
んなの専門高校展」を以下の日程で実施します。
この事業は，１１月１日が「みやぎ教育の日」に，１１月が「みやぎ教育月間」
として定められていることから，その取組の一環として，毎年この時期に実施して
いるものです。
［期間］：平成２０年１１月１２日（水）～１４日（金）
午前１０時～午後３時
［場所］：県庁１階ロビー
［参加高等学校及び内容］◆：県立高校
◇：私立高校
＜１１月１２日（水）＞
◆工業高等学校：学校・学科紹介，実習機器・装置の展示，実習作品の展示
販売（カラフルかぐや姫（電子工作物），額縁）
◆大河原商業高等学校：地域ブランド開発に向けて取り組んだ成果の紹介
販売（地域ブランド開発商品「うめ輝らり」）
◆水産高等学校：各類型の紹介，作品展示
販売（サンマ味付缶詰，サバ水煮缶詰）
◆黒川高等学校：学校・学科紹介
販売（シクラメン，長ネギ）
◆加美農業高等学校：学校・学科紹介
販売（野菜，リンゴ，シクラメン等）
◇明成高等学校：学校・学科学習内容の紹介，リエゾン部門の研究発表
販売（仙台味噌「お味噌の気持ち」）
＜１１月１３日（木）＞
◆鶯沢工業高等学校：学校紹介，学科の学習内容紹介，生徒作品の展示
販売（文鎮，アクリルイルミネーション）

◆一迫商業高等学校：生徒の取組の紹介，起業家研究の紹介
販売（地元企業との共同開発商品「米ていら」「夢持チーズ」，
企業家研究の「栗駒ふれあい弁当」）
◆南郷高等学校：学科・学科の学習内容紹介
販売（米，トマト，シクラメン）
◆河南高等学校：学校・農業科の学習内容・実習風景紹介，
販売（シクラメン，ネギ，ほうれん草，ミズナ，パンジー，
ミニハボタン）
◆亘理高等学校：家政科・食品化学科の紹介，生徒作品の展示
販売（草花，野菜，ジャム）
◇東北生活文化大学高等学校：学校紹介，学科の学習内容紹介
販売（職場体験で作成した商品）
＜１１月１４日（金）＞
◆松山高等学校：家政科の学習内容紹介（生徒作品展示）
販売（箸入れ，ヘアゴム）
◆鹿島台商業高等学校：学習内容，仙台みやぎＤＣキャンペーン・おおさきま
ちづくり等への参加の様子紹介
販売（デリシャストマトを使用した開発品（トマトパウンド，
ジュース，味噌かりんとう，クッキー等））
◆柴田農林高等学校：創立百周年についての展示
販売（リンゴ，リンゴジュース，野菜，シクラメン）
◆農業高等学校：学校紹介（５学科の学習内容）
販売（草花，果樹，野菜，米，加工品等）
◆米山高等学校：園芸ビジネス科の学習内容紹介
販売（米，野菜（ハクサイ，芽キャベツ，ダイコン，小松菜
等），シクラメン）
◇東北工業大学高等学校：学校紹介，生徒作品展示，ものづくりコンテスト入
賞作品の実演，コンテスト参加ロボット実演

(2)地域発信アクション校の「授業公開」について
前回も紹介しましたが，「授業力向上」を大きなねらいとして授業研究等に取り
組んでいる地域発信アクション校の「授業公開」の案内です。これまで実施された
各高校の「授業公開」には近隣の中学校の先生にも多数の参加をいただき，校種の
違いを超えて活発な研究討議等が行われました。参加いただいた先生方ありがとう
ございました。
「授業公開」を１１月１１日以降に予定している「地域発信アクション校」は次
のとおりです。お近くの中学校の先生方もぜひご参加ください。
詳しくは，各高校からの案内及び各高校のホームページを参照してください。
○１１月１１日以降に実施予定の「授業公開」
１１月１１日（火） 名取（数），仙台南（英），宮城野（国），
中新田（社），鹿島台商（国）
１２日（水） 田尻（社），気仙沼向洋（国）
１４日（金） 貞山（理），本吉響（数）
１８日（火） 宮二工（数），塩釜（社）
１９日（水） 宮二女（英）
２１日（金） 宮城農（社）

２８日（金）
１２月１５日（月）
１８日（木）

南郷（理），一迫商（英）
東松島（英）
岩出山（数）

(3)各高校の学校紹介について
各高校の学校紹介については，①各高校のＨＰ（ホームページ）や，高校教育課
のＨＰに掲載している②「公立高校ガイドブック」（各高校の学校紹介のページは
「所在地」又は「学科」から検索できます），③「公立高校ガイド（入試情報）」
（平成２１年度春の高校入試関係情報を含む各高校の特色をまとめたものです）を
ご覧ください。
《方法》

「宮城県教育庁高校教育課」で検索
↓
「宮城県／教育庁高校教育課」をクリック
［アドレス］ http://www.pref.miyagi.jp/koukyou/
↓
②「平成２０年度 宮城の公立高校ガイドブック」をクリック
↓
「公立高校ホームページ」をクリック
↓
「見たい学校」をクリック … ①各学校のＨＰのトップページへ
↓
③「公立高校ガイド（入試情報）」をクリック

─────────────────────────────────────
■ ５ 編集後記 ■
─────────────────────────────────────
勾当台公園も黄色に色づきました。
「高校教育課 情報メール」第８号はいかがだったでしょうか。
今回は，県内の各高校から寄せられた各高校の特色ある取組等の情報とともに，
この１１月に実施する「みんなの専門高校展」の概要についてもお知らせしました。
県内の専門学科をもつ高校が県庁に集まり学校・学科紹介，展示販売等をします。
県内の専門高校の魅力を知ることができる良い機会だと思います。ぜひ，皆さん，
お誘い合わせの上，県庁においでください。
「高校教育課 情報メール」を，今後もよろしくお願いします！

高校教育課 情報メール（メールマガジン）
○発行：宮城県教育庁高校教育課 〒 980-8423 宮 城県仙台市青葉区本町三丁目 8-1
TEL：022-211-3624 ／ FAX：022-211-3696
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

