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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。
2：【高校の特色ある取組】から 5：【高校情報】までは各高等学校からの原稿を
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
ムページを御覧ください。
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
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─────────────────────────────────────
■ １ 全県一学区に向けての取組 ■
─────────────────────────────────────
□ 合同相談会の開催
└────────────────────────────────────
◇仙台会場

…

◇気仙沼会場

…

◇白石会場

…

◇大崎会場

…

◇石巻会場

…

７月２７日（日） ９：３０～１６：３０
仙台市体育館
８月 ９日（土） ９：３０～１６：３０
気仙沼市総合体育館（ケー・ウェーブ）
８月２３日（土） ９：３０～１６：３０
白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）
９月１３日（土） ９：３０～１６：３０
大崎市古川総合体育館
９月２０日（土） ９：３０～１６：３０
石巻市総合体育館

高校別の相談コーナーで個別に高校の紹介や進路相談が受けられます。また，高
校ごとに教員による学校紹介（一斉説明会）があります。
参加についての事前の申込みは必要ありません。中学生と保護者の皆様，ぜひ参
加ください。
なお，気仙沼，白石，大崎，石巻会場の駐車場には限りがあります。仙台会場に
は駐車場がありませんので，一般交通機関をご利用ください。

□ オープンキャンパス（学校説明会）の開催
└────────────────────────────────────
今年度も夏休みやその前後の土曜日などを中心に，各高校においてオープンキャ
ンパス（学校説明会）を開催します。学校の特色の説明や，授業・部活動の体験・
見学など，各学校がそれぞれ工夫をこらした魅力ある説明会・見学会です。ぜひ参
加ください。
各学校の開催日時や参加対象者等について，高校教育課のホームページに掲載し
ていますので，御覧ください。
《方法》 「宮城県教育庁高校教育課」 検索
↓
「宮城県／教育庁高校教育課」をクリック
↓
「全県一学区に向けて」をクリック
↓
「学校説明会等一覧」をクリック

─────────────────────────────────────
■ ２ 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。
□ 白石工業高等学校
｜ ＜東北工業大学の「高大接続研究事業」の講座について＞
└────────────────────────────────────
本校では平成２０年度から「個性かがやく高校づくり」と題する研究事業に取り
組み，これまで以上に魅力ある高校づくりをめざしています。
その中の先行事業として，東北工業大学との「高大接続研究事業」講座を始める
ことになりました。
これは東北工業大学のご協力により，同大学の１講座を年１５回にわたって本校
又は同大で行い白石工業の希望生徒が受講するというものです。１講座とはいえ，
様々な先生方からの講義を受け，本校の生徒はレポートを提出し，点数をつけてい
ただく予定です。またその講義の中には同大の校舎（実験室内）で授業をしていた
だく予定も入っております。
詳しくは白石工業高校ホームページの「高大接続研究事業」にアクセスして下さ
い。
→〈くわしくはこちら〉http://www.shiroishi-kougyou.myswan.ne.jp/

□ 石巻西高等学校
｜ ＜学習習慣の定着を目標にした取組と新カリキュラム導入＞
└────────────────────────────────────
平成１５年度から平成１７年度の３ヶ年，文部科学省からの指定を受け「学力向
上フロンティア事業」を実施しました。この事業では生徒には「学習の記録」の記
入，国・数・英・小論文の順に「週末課題」を課し，学習習慣の定着に取り組みま
した。さらに平成１８年度から平成２０年度は「学力向上拠点形成事業」を実施し
ています。この事業ではフロンティアの中身を受け継ぎ，週末課題は国・数・英で
毎週出すようにし，確認テストを実施している教科もあります。教員に対しては，
宮城教育大学と連携して，公開授業を実施し授業力の向上に努めています。
また，国際理解教育にも力を入れ，講演会（平成２０年度はラトビア駐日大使の
講演），海外への修学旅行（平成２０年度はハワイ，希望者のみ），短期交換留学
生の受け入れ（昨年度は中国人留学生が授業を受けるとともに，本校生徒宅に泊ま
りました）などを行っています。
さらに，平成１９年度入学生から教育課程が変わり，より進学に特化したカリキ
ュラムになりました。
→〈くわしくはこちら〉http://www.inisi.myswan.ne.jp

─────────────────────────────────────
■ ３ 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。
□ 志津川高等学校
｜ ＜夢かなう場所 －県内唯一の連携型中高一貫教育実践校－＞
└────────────────────────────────────
志津川高校は県内の高校でただ一校だけ，平成１５年から南三陸町内の４つの中
学校と，「連携型中高一貫教育」に取り組んでいます。
ここではＱ＆Ａの形で志津川高校の特色のいくつかを紹介していきます。
Ｑ 「中高一貫教育」って何ですか？
Ａ 中学校と高等学校の６年間をつなげ，６年間の学校生活の中で計画的な教育を
継続して行うことです。生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的とします。
Ｑ 「連携型」って何ですか？
Ａ 町立の中学校と県立の高校とが，教員や生徒間の交流などをとおし，連携して
６年間の教育を行うものです。
Ｑ 連携している中学校以外からも志津川高校に入学できますか？
Ａ もちろん入れます。現在も「情報ビジネス科」（１クラス）と，「普通科」
（３クラス）と合わせて，およそ一割の生徒が連携していない中学校の出身です。
Ｑ ４つの連携中学校から９割も入るのですか！？
Ａ はい，そうです。ですが，生徒は出身中の区別も男女の区別もなく仲がよく，
すぐに学校生活に慣れて，自分の進路実現に向けて頑張っています。
Ｑ 志津川高校卒業生の進路状況を教えてください。
Ａ 平成１９年度の卒業生は，国公立大学合格が７名。４年制大学合格者全体では
３２名です。就職は５年連続１００％を達成しています。「幅広い進路に対応で
きる」高校と言えます。
Ｑ 「中高一貫教育」ならではの取り組みを教えてください。
Ａ いくつもあるのですが，今日は「中高相互乗り入れ授業」についてお知らせし
ます。
Ｑ ノリイレ授業？
Ａ はい。中学校の先生と高校の先生が往き来し，２人で一緒に英語や数学の授業
を担当する授業です。
Ｑ 中学校の先生が高校に行くのですか？
Ａ はい。高校１年の全てのクラスで，英語・数学とも原則として一週間に１時間
ずつ連携中学校の先生が来ます。
Ｑ どんないい点がありますか？
Ａ 中学校の先生から授業を受けることで，高校生は中学校の基本的な学習内容を
確認できますし，中学生は高校で習う発展的な学習とのつながりを意識しながら
学習を進められます。
Ｑ 勉強以外にも「中高一貫教育」のいい点はありますか？
Ａ もちろんです。これもいくつもありますが，例えば，部活動で高校の先輩と一
緒に練習することで，技術や意識を高められることや，中高合同で地域の清掃活
動のボランティアをし，地域に貢献できることなどがあげられます。
Ｑ もっと詳しく志津川高校のことについて知りたいのですが・・・
Ａ はい。志津川高校の一日体験入学は７月３１日（木）に行われます。それから，
ぜひ，ホームページも見てください。（http://www.sizugawa-hs.myswan.ne.jp/）

─────────────────────────────────────
■ ４ 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。
□ 泉松陵高等学校
生徒会長（３年） 伊藤 飛鳥
└────────────────────────────────────
我が泉松陵高校は，県民の森に隣接しており，緑に囲まれた自然豊かな学校です。
学校までの坂道には桜の木がたくさん植えてあり，春になると隠れた名所とも言わ
れるほどとても綺麗なところです。
授業は６５分と他校に比べて長いので，最初のうちは大変かも知れません。しか
し，丁寧で親切そして楽しい授業ばかりなので，すぐに慣れることができます。ま
た，自分の好きな教科であれば，長い時間学習できて嬉しいと思うこともあります。
そして，長い時間だからこそじっくりと細かいところまで学ぶことができるのです。
最近では県内外の国公立大学や私立４年制大学への進学率も上昇してきました。つ
まり，泉松陵高校では自分の入りたい大学が入れる大学に変わる可能性が十分にあ
るのです。
学校行事としては，４月に対面式，５月に三校定期戦・生徒総会，７月に松陵祭，
８月に球技大会，１０月に生徒総会・マラソン大会，１１月に芸術鑑賞会，１２月
に修学旅行，１月にスキー教室（１学年），３月に卒業式があります。
５月の三校定期戦は，本校と泉高校そして泉館山高校とで毎年行っているもので，
運動部にとっては日頃の練習の成果を出す絶好のチャンスになっています。昨年度
は本校が優勝しましたが，今年度は惜しくも連続優勝を逃してしまいました。しか
し普段見ることの出来ない試合を見ることができ，選手だけではなく応援生徒も盛
り上がることができます。また，開会式や閉会式でのチア部のダンスもとてもかっ
こよく，見ごたえがありますよ。
７月の松陵祭では，一日目に３年生が中心のパフォーマンス大会が行われます。
各団体とも本番までに何度も練習を重ね，それぞれの衣装で歌ったり踊ったり，本
当に楽しい行事です。一般公開では，文化部の熱の入った発表，工夫された展示が
行われます。また文化部に混じって，いろいろな団体がオリジナルの衣装で出店を
出しており，堅いというイメージはありません。なお体育館では演劇やバンド演奏
そして吹奏楽部の演奏などが行われ，一日中どこに行っても楽しむ事ができます。
８月の球技大会では，各クラスでオリジナルのクラスＴシャツを作り，バレー・
バスケ・サッカー（男子），キックベース（女子）などの種目を，学年の枠を超え
て戦います。このような対戦では３年生が有利と思われるかもしれませんが，そう
とも限りません。昨年度は，バスケ女子で１年生が優勝し，バレー男子では２年生
が二位になりました。クラスごと競い合うので，応援にも力が入り，勝ち負け関係
なしにクラスの仲が深まることは確実です。
１１月の芸術鑑賞会は，名前だけ見ると堅そうな行事に思われがちですが，一昨
年は『太鼓やゴスペル』，昨年は『マジックと落語』といったように普段見ること
の出来ないものを見ることができ，とても興味深く，最初から最後まで目が離せま
せん。
学習以外の学校生活では先輩・後輩の仲がとても良く，委員会や部活動では分か

らない事を優しく教える先輩が多くいます。また，先生と生徒の仲も良く，授業で
分からないところを聞きに行くと丁寧に教えてくださる先生がほとんどです。また
進路の相談などにも真剣にのってくださるので，とても心強く感じています。
部活動は，運動部・文化部共に成績を残している部が多く，特に目立つのは，昨
年度の弓道部のインターハイ出場，陸上部・水泳部そして放送部（委員会）の東北
大会出場です。また，それ以外の運動部や文化部も６時半までの限られた時間の中
で，日々励まし合いながら頑張っています。
中学生の皆さん。このような環境の泉松陵高校で，是非一緒に高校生活を送って
みませんか。あなたの入学を心よりお待ちしています。

─────────────────────────────────────
■ ５ 高校情報 ■
─────────────────────────────────────
宮城県の高等学校からのお知らせを紹介するコーナーです。
□ 柴田高等学校
｜ ＜柴田高校ホームページをリニューアルしました＞
└────────────────────────────────────
●柴田高校とは
県南部の柴田町にあり，普通科と体育科があります。
●ホームページがリニューアルしました
▼新ＵＲＬアドレスはこちらです▼
http://www.sibata.myswan.ne.jp/
●「トピックス」が加わりました
行事報告，大会成績などを写真入りでお伝えしています。
●学校紹介ページが変わりました
柴田高校についてより分かりやすく紹介しています。
●柴田高校にぜひお越しください
○体験入学 ８月１０日（日）
○柴高祭
９月 ６日（土）

□ 第二女子高等学校
｜ ＜平成２２年４月 仙台二華中学校・高等学校（仮称）が開校します＞
└────────────────────────────────────
本校は，この４月，常盤の杜と呼ばれる仙台市若林区連坊の地を離れ，仙台市太
白区根岸町（宮城県第二総合運動場内）に建設した仮校舎に移転しました。同時に，
旧校舎の解体，７階建ての高層校舎の建設が始まりました。「交流」を一つのテー
マとして設計された新校舎は，平成２２年３月，完成予定です。
さて，本校は，平成２２年４月，男女共学，中学校併設型の中高一貫校「仙台二
華中学校・高等学校（仮称）」に生まれ変わります。二女高がこれまで築き上げて
きた百有余年の歴史と伝統を引き継ぎながら，２１世紀を担う品格と知性ある豊か
な人材を育てるための教育計画を策定しています。
第二女子高等学校及び仙台二華中学校・高等学校（仮称）の教育内容について，
お伝えする機会を設けております。多くの方々にご参加いただきたいと思います。

◇

第二女子高等学校「オープンスクール」……中学３年生とその保護者を対象。
７月１９日（土） ９：００～１２：００ 宮城県武道館及び本校校舎
本校の概要についての説明，模擬授業，部活動見学
◇ 仙台二華中学校（仮称）「学校説明会」………小学５年生とその保護者を対象。
８月１０日（日）１０：００～１１：３０ 仙台サンプラザホール
教育方針，カリキュラム及び適性検査等についての説明
◇ 仙台二華高等学校（仮称）「学校説明会」……中学２年生とその保護者を対象。
８月１０日（日）１３：３０～１５：００ 仙台サンプラザホール
教育方針，カリキュラム及び学校生活等についての説明
→〈くわしくはこちら〉http://www.nijo.myswan.ne.jp/

─────────────────────────────────────
■ ６ お知らせ ■
─────────────────────────────────────
◆全県一学区に関するリーフレットについて
県内の中学一年生の皆さん，リーフレットは届いたでしょうか。皆さんの進路選
択の一つの資料として役立ててください。
リーフレットをお持ちでない方は，高校教育課のホームページにアップしていま
すので，ご活用ください。
広報用リーフレット「県立高校の通学区域が全県一学区になります」
⇒ http://www.pref.miyagi.jp/koukyou/ichigakku/ichigakku.pdf

─────────────────────────────────────
■ ７ 編集後記 ■
─────────────────────────────────────
今年度も早いもので，早２ヶ月が過ぎました。
今年度になって初めての「高校教育課 情報メール」第４号をお届けします。第
４号では，夏休み前後に実施予定の合同相談会やオープンキャンパス（学校説明会）
の案内とあわせて，県内の高等学校の特色ある取組も紹介しています。御覧くださ
い。
今後も「高校教育課 情報メール」を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
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

