
 
 

 

 

 

 
 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 名取高校は大正１３年，岩沼実科高等女学

校として創立しました。その後，校名を変え， 

昭和２３年新制度実施に伴い，女子校から男

女共学の名取高校となり，令和５年に創立１

００周年を迎える伝統校です。 

 本校は，全日制課程普通科１８学級，家政

科３学級，定時制課程普通科４学級を併設し

ている学校です。 

 

（２）教育方針 

・自主自律の精神のもとに“真善美への感動

と実践”を校訓とし，人格の完成をめざし，

次の教育目標・教育方針を設定して教育に当

たり，国家の有為な人材を育成します。 

＜教育目標＞ 

・生徒の自己理解と社会認識を深め，積極的

な学習を奨揚します。 

・公徳心を涵養し，規律を重んずる習慣を養

います。 

・情操豊かで心身ともに健康な生徒の育成に

努力します。 

＜教育方針＞ 

・確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和

を重視する「生きる力」を育成します。 

・望ましい生活習慣の確立を図り，正しい倫

理観，規範意識と自他を尊重する態度を育成

します。 

・望ましい職業観・勤労観を醸成し，主体的

に自己の生き方を考え，行動する態度を育成

します。 

・家庭・地域・学校が協働して子供を育てて

いく環境をつくります。 

・魅力ある開かれた学校づくりを推進します。 

・生涯学習の理念を踏まえた学習・文化・ス 

ポーツ活動を推進します。 

 

（３）教育課程の特色 

【普通科１・２年】 

１年次に芸術（音楽・美術・書道）の選択，

２年次から興味関心及び希望進路に応じて

様々な科目が選択できる教育課程となってい

ます。 

 

【普通科３年】 

３年次には２年次よりきめ細かく希望進路

を考慮した科目が選択できる教育課程となっ

ています。 

 

【家政科１～３年】 

専門科目の子ども文化，生活と福祉，ファ

ッション造形，調理，食品などに加え，コン

ピュータを利用した生活産業情報，個々の希

望により小グループに分かれて授業を行う課

題研究などを取り入れ，家庭生活に関する幅

広い知識と技術を身につけることを目指して

います。普通科目についても希望進路に応じ

て３年次に選択科目を設けています。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 定期考査は年に４回（６月，９月，１１月，

２月）実施しています。 

 ７月には陸上大会，１０月には球技大会が

行われ，クラス対抗競技等でクラスが一致団

結します。９月は名高祭（文化祭）が行われ

ます。名高祭実行委員を中心に計画，準備，

運営されており，学芸部やクラス企画の発表

展示は大変好評となっています。 

 また，生徒会活動も活発で，毎月行われる

「マナーアップ運動」や「朝の挨拶運動」等

を企画・実施するほか，生徒総会をはじめ対

面式・部紹介や総体壮行式も生徒会執行部が

中心となり行事を運営しています。 

 部活動は，１３の運動部，１３の学芸部，

１つの同好会があり，全員参加で活動をして

います。令和３年度県総体では新体操部（男

子）が団体優勝，個人総合１位～３位入賞し，

陸上競技部が男子４００ｍＨ６位入賞，ソフ

トボール部がベスト８入賞した。東北大会で

は新体操部（男子）が団体２位に入賞し，陸

上競技部が出場を果たしました。インターハ

イには新体操部（男子）が出場し団体１１位，

個人総合６位入賞を果たしました。また，県

新人大会の主な成績は，新体操部（男子）が

団体優勝，個人総合優勝し全国選抜出場を果

たしました。その他，多くの運動部・学芸部

が県大会・仙南地区大会及びコンクール等で

入賞し好成績を上げています。 

 

（５）卒業生の進路状況 

進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数) 

進  路 R3 R2 R1 

大 学 80 71 71 

短期大学 18 37 27 

専各学校 101 91 91 

就職（県内） 43 46 58 

就職（県外） 7 14 16 

その他 14 9 9 

卒業生計 263 268 272 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

＜国公立大学＞ 

高知工科大 

＜私立大学＞ 

東北学院大(10)，東北福祉大(4)，宮城学院女

子大(11)，東北工業大（8），東北文化学園大

（3），仙台大(4)，尚絅学院大(20)，仙台白百

合女子大(4)，東北生活文化大(3)，石巻専修

大(3)，専修大，東北芸術工科大(3)，埼玉工

業大，創価大，国士舘大，盛岡大，城西国際

大，帝京大 

 

＜短期大学＞ 

聖和学園短大(3)，仙台青葉学院短大(12)，仙

台赤門短大(3) 

 

＜専修各種学校・高等技術専門校＞ 

葵会仙台看護(3)，相馬看護(6)，仙台理容美

容(7)，仙台ビューティーアート(7)，仙台こ

ども(6)，仙台医療秘書福祉(5)，仙台ウェデ

ィング＆ブライダル(5)，仙台ＥＣＯ動物海洋

(4)，仙台スイーツ＆カフェ(3)，仙台ヘアメ

イク(3)，東北電子(3)，仙台幼児保育(3)，宮

城調理製菓(3)，仙台大原簿記情報公務員(3)，

仙台医健・スポーツ＆こども(2)，仙台総合ビ

ジネス公務員(2)，ＳＥＮＤＡＩ中央理美容

(2)，デジタルアーツ仙台(2)，東京ＩＴプロ

グラミング＆会計(2)，東北外語観光(2)，仙

台高等技術(4)，白石高等技術(2)，他 

 

＜就職＞ 

宮城県警，防衛省(陸上自衛隊)(4)，仙台空港

鉄道，仙台銀行，名取岩沼農業協同組合(2)，

エイトリー(3)，ウジエスーパー(3)，ネッツ

トヨタ仙台(2)，トヨタレンタリース宮城，ア

ミノ，東北フジパン仙台工場，山﨑製パン，

菓匠三全，お茶の井ヶ田，阿部蒲鉾店，利久，

宗教法人志波彦神社鹽竃神社，新日本信用保

証，ジェイエイ仙台，日立Ａｓｔｅｍｏ，青

木製作所宮城工場，フレスコ，紀生，ジェイ・

エス・エス，ヤマダヤ，他 
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「名取高校 一致団結」 

「名高・飛躍！！」 

 昭和３９年に建てられ約５０年の長き
に亘り多くの卒業生が学んだ現校舎の改
築が終了し，令和３年度より供用開始予定
の新体育館建設が進んでいます。生徒・校
舎共に学力向上・部活動の活性化・地域貢
献に取り組み「新生・名取高校」に生まれ
変わり，飛躍の年を迎えます。 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：大正13年 

課程・学科：全日制課程・普通科，家政科 

生徒数：824名 

所在地：〒989-2474 

     岩沼市字朝日50 

ＴＥＬ：0223-22-3151 

ＦＡＸ：0223-22-3152 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

  natori-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

  ＪＲ：東北本線，常磐線岩沼駅下車 西口より徒歩15分 

  

１ 基本データ 
 

校章 



 

 各学科の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，「求める生徒

像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

（１）第一次募集について 

イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数等 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

普通科 240 80% 192 20% 48 

家政科  40 70%  28 30% 12 

  

ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  共通選抜 → 特色選抜 

  ＜家政科＞  共通選抜 → 特色選抜 

  

ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜普通科＞   なし 

  ＜家政科＞   普通科 

  

二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  学力検査点（５００点満点）と調査書点（１９５点満点）の満点を

原点とした相関図を用いて選抜する。 

  相関図での学力検査点と調査書点の比重 

  ＜普通科＞  学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 

  ＜家政科＞  学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 

 

特色選抜 

  学力検査点，調査書点及び面接・実技・作文の得点を合計した点数

を基に，調査書の記載事項も用いて，求める生徒像に照らして総合的

に審査し，選抜する。 

 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接・実

技・作文 
合計 

普

通

科 

390点 
※国語，数学，社

会，英語，理科の

全学年の評定を 2

倍 

※音楽･美術･保

体･技家の評定を 4

倍 

500点 なし 

890点 

家

政

科 

225点 
※音楽･美術･保体

の評定を2倍 

※技家の評定を 4

倍 

500点 なし 

725点 

（注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

（２）第二次募集について 

 次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接・実

技・作文 
合計 

全
学
科 

225点 
※社会･理科･音

楽･美術･保体･技

家の評定を2倍 

300点 
※国語･数学･英語 

各100点満点 

面接 
３段階評価 
※個人面接 10

分程度 

525点 

（注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

 

 

 

 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

過去３年間の学科コース別出願者数・合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 283 278 300 

合格者数 240 240 240 

家政科 
出願者数 55 47 47 

合格者数 40 40 40 

 

 

（４）令和4年度転編入学試験について 

（７月以降分） 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年  9月 28日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 12月 21日 全学年 国・数・英・面接 

令和5年  3月 23日 新 2・3年 国・数・英・面接 

※編入学は３月のみ 

※海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

 

 

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 

 
校 舎 外 観 

  

制 服        文化祭での様子 

 

 
新体操部（男子・新体育館にて） 

 


