
 
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は，進学重視型単位制の「普通科」と

５年一貫教育の「看護科」を併設し，秀峰蔵

王と清流白石川を間近にする大自然の中で，

生徒一人ひとりが目標を持ち，生き生きと学

校生活を謳歌している学校です。十分な数の

講義室・特別教室に加え，自学自習に最適な

学習室，明るく使いやすい図書館があります。

令和３年度より全教室に冷暖房設備・プロジ

ェクターが配備され，快適な環境で課外や自

主学習に取り組むことができます。 

授業では生徒も先生もＩＣＴ機器を活用し

ています。資料を黒板に映すだけでなく，学

習動画や教材を配信したり，それぞれが考え

ていることを共有したりするなど様々な工夫

をして，一人ひとりの進路達成をサポートし

ます。 

 

（２）教育方針 

 本校は，「心身ともに健全で，地域社会及び

国家に貢献するとともに，グローバルな視点

に立って地球社会をリードできる有為な人材」

の育成を目指します。生徒が，自分を律しつ

つ，さまざまなことに挑戦し，その中で自ら

学び，啓発し探究する力を持つようさまざま

なサポートを行います。また，同時に，質の

高い授業による確かな学力の保証を目指して

います。 

 普通科は，単位制の特徴を最大限に生かし，

国公立大学進学達成を通じて，新時代を切り

拓くリーダーを育成します。看護科は，５年

一貫教育を通じて，自覚と誇りある専門職者

として保健・医療・福祉の充実発展に貢献で

きる人材を育成します。 

 

 

（３）教育課程の特色 

普通科では，多くの選択科目を用意してお

り，それぞれの生徒の興味・関心や将来の進

路希望に応じています。また，少人数での授

業・習熟度別での授業を通じて，生徒一人ひ

とりを大切にするきめ細かな指導を行い，難

関大学を含む国公立・私立大学への進学に対

応しています。看護科では，高校課程３年お

よび専攻科課程２年を通じて，看護職に必要

な理論と実践能力を習得していきます。専攻

科を修了した段階で看護師国家試験の受験資

格が得られます。 

普通科と看護科が共通に行う総合的な探究

の時間では，主に「課題研究」に取り組んで

います。人文系や自然科学系の自分の興味を

突き詰めて研究したり，現代社会を取り巻く

さまざまな課題を「地域的課題」「国際的課題

(ＳＤＧｓ)」の二つの視点でとらえ，解決法

を模索したりする活動に取り組みます。「課題

研究」には，１年次から２年次までの２年間

にわたって取り組みます。２年間におよぶ研

究の中で，知識や技術を得るだけでなく，「自

分にもできる」「もっと知りたい」という気持

ちを高めていきます。３年次では，それまで

の学びをもとに，将来どのような研究をした

いか，どのように生きたいかを考え，文章に

まとめたり仲間と共有したりしながら，その

考えを各自の進路達成に生かしていきます。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

本校には，生徒の運営による学校行事がた

くさんあります。生徒会執行部はそうした行

事の中核です。 

「角田高との定期戦」では，新たな伝統を

創造するべく，全校が一丸となって闘います。

定期戦の際は，応援団が中心となって全校応

援が行われ，受け継がれてきた伝統の重さを

感じることができます。クラス対抗コンクー

ルである「合唱祭」では，クラス全員の心が

一つになる素晴らしい感動が味わえます。「白

高祭（文化祭）」は，地域の人々と触れ合う楽

しい催しとなっています。球技と陸上競技で

競う「体育祭」では，クラスの一体感を感じ

ることができます。 

部活動は運動部２２，文化部１７で３９も

あり，これまで山岳部・陸上部・水泳部・柔

道部・剣道部・弓道部・新体操部・吹奏楽部・

マンドリン部・美術部，筝曲部などが東北大

会や全国大会に出場しています。大会参加だ

けでなく，茶会やさまざまな演奏会など地域

での活動も盛んで，地域の文化活動に大きく

貢献しています。 

（５）卒業生の進路状況 

＜普通科・看護科＞ 

〇進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数) 

進  路 R3 R2 R1 

国公立大学 53 61 51 

国公立短大 2 3 2 

私立大学 141 111 136 

私立短大 6 9 4 

大学校 2 2 1 

本校専攻科 39 37 39 

専各学校 16 19 21 

就職 2 7 4 

浪人その他 11 10 13 

卒業生計 272 259 271 

〇主な進路先（令和４年３月卒業生） 

（ ）内は人数，（1）は省略。 

【国公立大学】東北大,宮城教育大(6)，福島

大(14)，山形大(3)，宮城大(7)，北海道教

育大(2)，弘前大(2)，高崎経済大，新潟大

(2)，千葉大，東京都立大，他 

【私立大学】東北学院大(51)，東北福祉大(13)，

東北医科薬科大(11)，東北工業大(15)，宮

城学院女子大(15)，尚絅学院大(9)，東北芸

術工科大(2)，岩手医大，東京理科大，法政

大，日本大，他 

【専門学校】仙台医療センター附属仙台看護

助産学校(2)，東北労災看護専門学校(4)，

仙台徳州看護専門学校，他 

【就職】仙南広域行政事務組合，七十七銀行 

【留学】マーセッド大学 

 

＜専攻科看護科＞ 

進  路 R3 R2 R1 

就職（病院） 32 34 33 

進学  (保健師養成) 1 1 1 

(助産師養成) 2 3 3 

(養護教諭養成) 0 0 1 

(大学看護学科３年次編入) 1 1 0 

修了生計 36 39 38 

〇主な進路先（令和４年３月修了生） 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

【就職】みやぎ県南中核病院，東北薬科大病

院（東北厚生年金病院）(2)，宮城病院，宮

城県立こども病院，宮城県立がんセンター

(2)，ＪＯＨＯ仙台南病院，石巻赤十字病院

(2)，仙台赤十字病院，総合南東北病院，東

北公済病院(2)，大泉記念病院，イムス明理

会仙台総合病院，他 

【進学】仙台医療センター附属助産師学校，

スズキ病院附属助産師学校，秋田県立総合

衛生学院保健科，仙台大健康福祉学科 

 白石高等学校 

校訓 志操凛風 進取創造 自彊不息 １ 基本データ 

２ 学校の特色 

 
 
 
 

「学び」と「問い」 

「学び」そして「問う」，白石高校はそんな

場です。生徒は，さまざまな教育活動を通

して新たなことを「学び」ます。そして，

自ら「問い」を発し，考え，さらなる飛躍

をしていくのです。白石高校はそんな皆さ

んを支えていきます。 

 

キャッチフレーズ 

 創立：平成２２年 

課程・学科：全日制課程・普通科，看護科，専攻科看護科 

生徒数：８９４名 

所在地：〒989-0247 

白石市八幡町9-10 

ＴＥＬ：0224-25-3154 

ＦＡＸ：0224-25-3155 

 

ホームページアドレス： 

https://hakko.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

hakko@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

 JR白石駅下車 徒歩２０分 

 東北新幹線 白石蔵王駅下車 徒歩２５分 

 



 
本校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 

看護科 40 70% 28 30% 12 

 

ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  共通選抜 → 特色選抜 

  ＜看護科＞  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 

  ＜看護科＞  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・看護科共通＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ７：３ 

 

特色選抜 

＜普通科＞ 

学力検査点と調査書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。 

＜看護科＞ 

学力検査点，調査書点及び面接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。 

 

  ■特色選抜の配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

普

通

科 

270点 
※全教科の 

全学年の評定を

2倍 

650点 
※国語，数学， 

英語の得点を

1.5倍 

なし 

920点 

看

護

科 

270点 
※全教科の 

全学年の評定を

2倍 

650点 
※国語，数学， 

英語の得点を

1.5倍 

面接 
60点 
※集団面接， 

20分程度 

980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。 

 

  ■第二次募集の配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

普

通

科 

225点 
※社会，理科，音

楽，美術，保体，

技家の全学年の

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 

看

護

科 

225点 
※社会，理科，音

楽，美術，保体，

技家の全学年の

評定を２倍 

300点 
※国語，数学， 

英語 

各１００点満点 

面接 
60点 
※個人面接， 

10分程度 

585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 263 256 273 

合格者数 240 240 240 

看護科 
出願者数 58 46 47 

合格者数 40 40 40 

 

（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  4月14日 全学年 国・数・英，面接 

令和 4年  8月24日 全学年 国・数・英，面接 

令和 4年 12月 8日 全学年 国・数・英，面接 

令和 5年  3月10日 新 2･3学年 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 

春は白石城でお花見 全校応援で戦う定期戦 

合唱祭でクラスが一つに クラスで力を合わせる体育祭 

多彩な運動部（写真は弓道部） 文化部も盛ん（写真は書道部） 

地域とつながる探究活動 探究活動からは社会へ提言も 

看護科は国試合格100％ ICTでコミュニケーション 


