
 
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

明治３１年，伊達藩の亘理臥牛城学問所跡

地に養蚕学校として開校し，その後に校名変

更，学科改編などを経て，平成３０年には創

立１２０周年を迎えました。県南の気候温暖

で緑豊かな高台に位置し，普通科<普通コー

ス・園芸コース>，食品化学科，商業科，家政

科の４学科５クラスからなる高校です。 

 

（２）教育方針 

 高い知性と徳性ならびに健康な身体を有し，

人間を尊重し平和を愛する心を持つ，自主性

に富んだ実行力のある人間を育成します。 

 

（３）教育課程の特色 

【普通科】 

 普通教科の学習に重点をおき，教養豊かな

社会人・職業人としての資質を育成します。 

〔普通コース〕 

 国語，数学，英語の学習に重点をおき，大

学進学に対応できる授業内容になっています。

特に３年次には選択教科・科目（９単位）が

あり，それぞれの進路に応じた幅広い学習が

できます。また，漢字検定・英語検定等の資

格取得に積極的に取り組んでいます。 

〔園芸コース〕 

 園芸に関する基礎・基本を重視した学習を

行い，野菜や草花の栽培実習を通して技術の

習得と職業観の育成を図ります。学校農場で

育てた野菜・花苗の即売会や農作物の販売，

地域の公園への植栽などを行っています。ま

た，多様な進路への対応として幅広い科目を

選択履修することで，農業関連の大学への進

学も可能です。 

 

【食品化学科】 

 食品に関する基礎・基本を重視した学習を

行い，実験・実習を通して技術の習得と職業

観の育成を図ります。実習では，パンやジャ

ム，洋菓子（焼菓子）などを製造します。実

験では，食品の化学的特性の調査や成分分析

を行っています。 

 

【商業科】 

 広く産業における商業活動，事務および経

営管理に関する知識と技術を取得します。ま

た，大学進学に対応した科目の履修が可能で

す。取得可能な資格は 1年次に全商簿記，全

商情報処理，全商ビジネス文書，２・３年次

に選択科目・コースに応じて，全商簿記，全

商情報処理，全商ビジネス文書，全商ビジネ

ス計算，全商ビジネスコミュニケーション検

定等があります。卒業後の進路は様々な企業

への就職のみならず，大学・短大や専門性を

活かした専門学校等，幅広く対応しています。 

 

【家政科】 

 家庭・社会生活の中で，家庭生活や社会福

祉に必要とされる知識や技術を学習し，生活

産業のスペシャリストを目指します。 

１年次は基本を，２年次からは被服，調理，

福祉系列に分かれ，より専門的に学ぶことが

できます。また，実習を多く取り入れた授業

を通し，実践力を身につけながら，進路目標

達成を目指します。資格取得にも力を入れて

おり，全国高等学校家庭科技術検定（食物調

理・被服製作・保育）１級，全商ビジネス文

書実務検定３級を目標に取り組んでいます。

卒業後は，専門性をいかしての就職，専門学

校・大学・短大等への進学が可能です。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 運動部は１０部，文化部は８部あわせて１

８部が日々活動しています。また，各種大会

や各コンクールにおいても活躍がめざましく，

各大会において入賞しています。 

生徒会行事は４月の新入生歓迎会にはじま

り，７月には２日間にわたり若さをぶつけあ

うスポーツ大会，年に２回の交通安全を訴え

るフラワー作戦，秋には本校最大のイベント

である亘高祭（文化祭）があります。文化部・

同好会・有志団体による発表・展示と併せて，

普通科園芸コースが学校農場で栽培した野菜

や草花の即売会や食品化学科が製造した様々

な加工食品の販売が行われます。また家政科

では，実習で製作した浴衣やドレスのファッ

ションショーや展示などが行われます。いず

れも毎年人気です。 

 

 

 

（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 11 14 13 

短期大学 6 6 5 

専各学校 54 60 66 

就職（県内） 57 91 83 

就職（県外） 20 4 2 

その他 8 1 14 

卒業生計 156 176 183 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生） 

( )内は人数  (1)は省略 

＜私立大学・私立短大＞東京農業大学，東北

学院大学，東北工業大学(4)，尚絅学院大学，

仙台白百合女子大学(2)，仙台大学(2)，仙台

青葉学院短期大学(4)，福島学院大学短期大学

部，東北生活文化大学短期大学 

 

＜専修・各種学校＞宮城県農業大学校(2)，宮

城県立仙台高等技術専門校(3)，宮城県立白石

高等技術専門校(2)，東北電子専門学校，仙台

大原簿記情報公務員専門学校，仙台幼児保育

専門学校(4)，東北歯科技工専門学校，他 

 

＜就職＞アイリスファインプロダクツ(2)，ア

イエーオートバックス，イオン東北，ENEOS

ウイング，弘進ゴム，ＴＯＹＯＴＩＲＥ(3)，

日立 Astemo(3)，日立 Astemo亘理(2)，フク

ベイフーズ，マルハニチロリテールサービス，

向井建設，住化積水フィルム，東北フジパン，

にしき食品(2)，フレスコ(2)，宮城製粉，セ

イコーインスツル，仙台トヨペット，名取岩

沼農業協同組合，藤田金属，丸藤シートパイ

ル，宮城県漁業協同組合，清山会，西友，静

和会，ホットマン，名糖運輸，山崎製パン，

ヨークベニマル，他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 亘理高等学校 

校訓 質実剛健 勤勉力行 

 
 
 
 

多様な進路の夢実現！亘理高校 

特色ある専門学科の教育課程に加え，学

科の枠を越えた選択科目を配置し，進学・

就職・公務員等の多様な進路の実現を支援

します。 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：明治３１年 

課程・学科：全日制課程・普通科，食品化学科，商業科，家政科 

生徒数：３59名 

所在地：〒989-2361 

     亘理郡亘理町字舘南５６－２ 

ＴＥＬ：0223-34-1213 

ＦＡＸ：0223-34-2310 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

  watari-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

  ＪＲ常磐線亘理駅下車 徒歩２０分 

１ 基本データ 



 

 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 

普通コース 
40 50% 20 50% 20 

普通科 

園芸コース 
40 50% 20 50% 20 

食品化学科 40 50% 20 50% 20 

商業科 40 50% 20 50% 20 

家政科 40 50% 20 50% 20 

 

 ロ 選抜順序 

  〈全学科共通〉  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 

  〈普通科普通コース〉 普通科園芸コース 

〈普通科園芸コース〉 普通科普通コース 

〈食品化学科〉 なし 

〈商業科〉 なし 

〈家政科〉 なし 

 

 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 

  〈全学科共通〉  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 

全

学

科 

195点 

※音楽，美術，保

体，技家は全学年

の評定を2倍 

500点 面接 

4段階評価 

（A～D） 

※集団面接 

25分程度 

695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 

195点 

※音楽，美術，保

体，技家は全学年

の評定を2倍 

300点 

※国語・数学・

英語  

各100点満点 

面接 

4段階評価 

（A～D） 
※集団面接 

25分程度 

495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 

普通コース 

出願者数 35 28 38 

合格者数 34 28 37 

普通科 

園芸コース 

出願者数 25 31 38 

合格者数 22 25 36 

食品化学科 
出願者数 36 24 25 

合格者数 32 20 23 

商業科 
出願者数 13 16 15 

合格者数 12 16 15 

家政科 
出願者数 22 23 19 

合格者数 21 22 19 

 

（４）令和4年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和 4年 6月17日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年 9月30日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年11月25日 全学年 国・数・英・面接 

令和 5年 3月27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 

 
 

 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


