
 
 
 
 
 

 
本校の部活動は，昭和５９年の開校の年から

猛烈なダッシュをして，特に硬式野球部は夏の

甲子園予選で，１年生チームながら４回戦まで

進出しました。その戦いぶりや応援の様子は，

マスコミから「さわやか利府高」と讃えられ，

以後，本校を表すフレーズとして広く定着して

います。 

キャッチフレーズ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 本校は，宮城県の仙台平野北東部に位置す

る利府町の丘陵地帯『通称・鴻志（こうし）

が丘』に昭和５９年に創立されました。   

全校生徒は７８２名です。校地内には， 

４００Ｍトラック・野球場・テニスコート・

ソフトボール場・ハンドボールコート・第一

体育館・トレーニングルームや人工芝の雨天

練習場を完備した第二体育館・鴻翔館（食堂

兼合宿所）など充実した施設が整備され，創

立以来『文武両道』を掲げ，明るく素直な生

徒が勉学に部活動に一生懸命取り組んできま

した。こうした姿勢は『さわやか利府高』と

呼ばれ，広く親しまれています。さらに大き

く飛躍するため，平成１０年度に単位制高校

に移行しています。また，同時にそれまでの

普通科に加え，『スポーツ科学科』という全国

初の学科を設置しました。 

 

 

（２）教育方針 

 心身の健康，徳性の涵養，知性の啓発を校

訓とし，高い志『鴻志の精神』をもち，『質の

高い文武両道の実践』を通して，未来に向か

って力強く前進する知・徳・体の調和のとれ

た人間の育成を目指します。 

 

Ⅰ教育目標 

１ 強い意志とたくましい実践力をもつ，心

身ともに健康な人間を育成する。 

２ 自主・自立と協調・奉仕の精神をもつ，

心豊かな人間を育成する。 

３ 創造性に富み，広い視野をもつ，知性豊

かな人間を育成する。 

 

 

Ⅱ実践目標 

１ 教育活動の根幹である生活指導を徹底す

ることによって，生徒の生活基盤を強固に

します。 

２ 各種の特別活動や体験活動に進んで参加

させ，心身の調和のとれた人間の育成を図

ります。 

３ 生活基盤形成のための指導を踏まえて，

自ら進んで学習活動に取り組む生徒の育成

を図ります。 

４ ３年間を見通した啓発的な進路指導の推

進体制を確立し，生徒一人一人の進路達成

を図ります。 

５ 教職員一人一人が，組織の一員として学

校運営に参加する意識を高めるとともに，

自発的で創造的な教育活動ができるような

体制を整備します。 

 

 

（３）教育課程の特色 

 生徒の多様な興味・関心・適性・進路等に

できるだけ対応し，生徒が生き生きと学習活

動ができるように編成しています。 

 １年次では，基礎的・基本的事項を重視し，

共通の履修科目を多く設定しています。 

 ２・３年次では生徒の適性・進路に応じて，

多様な選択科目を設定しています。 

 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

校内体育大会・利府高祭などの行事は，生

徒会執行部を中心に運営されており，全生徒

が一丸となって取り組んでいます。 

部活動は，運動部では専門の指導者のもと

熱心に活動し，素晴らしい成績を収めていま

す。卓球部，ハンドボール部，ソフトボール

部が全国大会に出場し，陸上競技部は全国大

会の個人種目で２位に入賞しました。また，

文化部では，書道部が全国総文祭の代表へ選

ばれ，演劇部は東北大会に出場し，自然科学

部は地球惑星科学関連学会で研究奨励賞を受

賞しました。 

さらに，近年の活躍としては，男子バスケ

ットボール部はウィンターカップへ出場を果

たし活躍しました。また，国体に選出される

生徒もおり,男子バスケットボールで2位，女

子ビーチバレーが5位，男子ハンドボールで

5 位と実績を残しています。その他多くの部

が東北大会で入賞しています。 

運動部,文化部ともに様々な特色ある部が

活動しています。 

 

 

（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 

国公立大学   6   8   5 

国公立短大   0   0   1 

私立大学 148 132 121 

私立短大   9  18  11 

専各学校  51  74  75 

就職  43  31  42 

その他   9   4   8 

卒業生計 266 267 263 

 

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＞ 

宮城大学（２），山形大学，福島大学（３） 

 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(28)，東北福祉大学(18)，仙台

大学(13)，尚絅学院大学(12)，東北工業大学

(10)，宮城学院女子大学(10)，仙台白百合女

子大学(8)，東北文化学園大学(6)，東北生活

文化大学(2)，石巻専修大学，札幌学院大学，

盛岡大学，東北芸術工科大，白鴎大学(2)，神

田外国語大学，淑徳大学，中央学院大学，国

士舘大学，順天堂大学(2)，創価大学(3)，東

京国際大学(2)，日本体育大学(2)，立教大学，

神奈川大学(3)，新潟経営大学(2)，中京大学,

四天王寺大学 他  

 

＜私立短大＞ 

聖和学園短期大学(3)，仙台青葉学院短期大学

(5)，仙台赤門短期大学 

 

＜専修各種学校＞ 

仙台医健・スポーツ専門学校（3），こども専

門学校（2），仙台接骨医療専門学校(4)，仙台

ヘアメイク専門学校，仙台大原簿記情報公務

員専門学校，仙台デザイン専門学校，仙台工

科専門学校，仙台総合ペット専門学校，仙台

リゾート＆スポーツ専門学校，宮城調理製菓

専門学校，東京法律公務員専門学校仙台校（3），

仙台ウェディング＆ブライダル専門学校（2），

東北職業能力開発大学校 他 

 

＜就職＞ 

宮城県警（3），仙南地域広域行政事務組合消

防，自衛官一般曹候補生(6),東北大蔵電気(3),

日本郵便東北支社(3)，七十七銀行（4），アイ

リスオーヤマ（2），イオン東北株式会社 他 

利府高等学校 
 

校訓 ・心身の健康 ・徳性の涵養 ・知性の啓発 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 
創立：昭和５９年 

課程・学科：全日制課程・普通科 スポーツ科学科 

生徒数：７８９名 

所在地：〒981-0133 

宮城郡利府町青葉台１－１－１ 

ＴＥＬ：022-356-3111 

ＦＡＸ：022-356-3112 

 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

rifu-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関 

ＪＲ利府線利府駅からバス７分，塩釜・多賀城からミヤコーバス， 

大和町吉岡方面より大和町民バス・大郷町民バスあり 

宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目東下車  徒歩７分 

 



  

 

 

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・選抜方法一覧をご覧ください。 

 

（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 200 70% 140 30% 60 

スポーツ科学科  80 10%   8 90% 72 

 

ロ 選抜順序 

 ＜全学科共通＞ 共通選抜 → 特色選抜 

 

ハ 第二志望とすることができる学科・コース 

 ＜普通科＞     なし 

 ＜スポーツ科学科＞ 普通科 

 

ニ 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

 ＜普通科＞ 

 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。 

 ＜スポーツ科学科＞ 

 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

した相関図を基に実技の評価も加えて選抜する。 

 

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 ＝ ６：４ 

＜スポーツ科学科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 

 

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(評定

以外の特別活動の記録などの資料)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。 

 ＜スポーツ科学科＞ 

 学力検査点,調査書点及び実技の得点を合計した点数を基に,調査書の

記載事項(評定以外の特別活動の記録などの資料)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。 

学科 調査書 学力検査 実技 合計 

普通科 

195点 

※音楽・美術・ 

保体・技家の 

評定を2倍 

500点 なし 695点 

スポー

ツ科学

科 

195点 

※音楽・美術・ 

保体・技家の 

評定を2倍 

250点 

※国語・数学・社会・ 

英語・理科の点数を

0.5倍 

250点 

※体育実技, 

90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 実技 合計 

普通科 

195点 

※音楽・美術・ 

保体・技家の評定を

2倍 

300点 

※国語・数学・英語 

(各教科100点満点) 
なし 495点 

スポー

ツ科学

科 

195点 

※音楽・美術・ 

保体・技家の 

評定を2倍 

300点 

※国語・数学・英語

(各教科 100点満点) 

250点 

※体育実技, 

60分程度 

745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・前期後期選抜別の出願者数・合格者数 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 221 181 189 

合格者数 200 179 186 

スポーツ科学科 
出願者数  69  77  75 

合格者数  68  76  75 

 

（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 7月  8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 

※スポーツ科学科には，実技検査があります 

 ※海外からの編入学は随時 
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 行事の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           部活動の様子 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

（７月以降分） 


