
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

遙か船形連峰を望み，銀鱗躍る若鮎が遡上

する鳴瀬川のほとりに，普通科・商業科併設

の男女共学校として創立されました。加美町

の豊かな自然環境とバッハホールを中心とし

た音楽の町で，学習に，行事に，部活動にと，

バランスのとれた教育活動を展開していま

す。 

卒業生は約７千名にも及び，地元のみなら

ず県内各地において幅広い分野で活躍し，厚

い信頼と高い評価を得ています。 

現在も進学や就職など進路目標の達成に向

けて，地域に根ざした高校として充実した教

育を実践しています。 

 

（２）教育方針 

【教育目標】 

平和で文化的な民主社会を主体的に形成し

てゆく人間を理想とし，次の目標をかかげる。 

○心身ともに健康で，自ら学ぶ姿勢をもった

情操豊かな人間を育てる。 

○自然と仲間と労働を愛する人間を育てる。 

○地域社会の発展に貢献しうる実践力をもっ

た人間を育てる。 

○国際的視野に立ち，進展する社会を生きて

いく資質をもった人間を育てる。 

 

 

 

【教育指導方針】 

○生徒の個性を尊重し，教師・生徒の相互信

頼の上に立って，個人の能力を十分に引き

出すよう努める。 

○広く地域や社会の動きに目を向け，つねに

斬新な態度で指導にあたる。 

○社会生活上必要な基本的生活習慣の指導に

あたっては，各学年の特性を配慮し，あら

ゆる場面をとらえて行う。 

（３）教育課程の特色 

 本校は，1年次は共通科目履修，２・３年 

次は３つの類型（令和４年度より）に分かれ

て学習を行う「類型制」を行っています。各

類型の特色は次のとおりです。 

【文理医療類型】 総合的な学力の向上を目指

し，主に大学，もしくは看護・医療関係

へ進学できる人材の育成を目指す類型。 

【商業実務類型】商業の各種検定を取得し，

それらの資格・能力を活用しながら将来

社会で活躍できる人材の育成を目指す

類型。 

【教養総合類型】加美町の雄大な自然を生か

したスポーツの実践や，地域の行事など

に参加するなど体験学習を通し，地域社

会が抱える課題や発展の可能性を考察し，

地域社会に貢献するために必要な知識・

技能・態度の育成を目指す類型。 

また，１・２年生で実施される「総合的な

探究の時間」では，「加美町研究」や「インタ

ーンシップ」等の校外体験実習や進路ガイダ

ンス等を通して，将来のライフプランを設計

し，レポートやディスカッション・プレゼン

テーション等の能力を重点的に磨きます。社

会で働き，生きていくのに必要な人間力・総

合力を養成します。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

生徒会を中心に，文化祭などの各行事を 

自主的に企画･実行しています。生徒会行事と

しては，７月に球技大会，１０月に本校最大

のイベントである中高祭などがあります。 

部活動も，運動部・文化部ともに，意欲的

に活動しています。令和３年度はカヌー部が

全国大会に出場し，男子カヤックフォア２０

０Ｍで３位入賞を果たしました。また，女子

バスケットボール部は大崎支部総体，さらに

大崎支部新人大会において１位に入賞しまし

た。 

また，火伏せの虎舞で有名な初午まつり・

鍋まつり等の地域イベントにも積極的に参加

し，社会貢献活動にも力を入れています。 
 

（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 10 10 9 

短期大学 7 13 12 

専各学校 22 30 27 

就職（県内） 61 50 56 

就職（県外） 2 2 1 

その他 6 2 1 

卒業生計 108 107 106 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

 

＜４年制大学＞     

宮城教育大学, 医療創生大学, 石巻専修大学, 

仙台大学(3),  中央大学, 東北学院大学, 東

北工業大学, 宮城学院女子大学 

＜短期大学＞    

 聖和学園短期大学(2), 仙台赤門短期大学, 

仙台青葉学院短期大学(3), 東北生活文化大

学短期大学部 

＜専修各種学校＞    

仙台保健福祉専門学校, 仙台接骨医療専門学

校, 仙台リハビリテーション専門学校(2), 

東北保健医療専門学校, 仙台こども専門学校

(3), 仙台医療福祉専門学校, 仙台工科専門

学校(3), 東北文化学園専門学校, 仙台幼児

保育専門学校, 東京ＩＴプログラミング＆会

計専門学校, 専門学校花壇自動車大学校, 国

立音楽院, 大崎市医師会附属准看護学校(3)  

等 

＜就職＞    

アスカカンパニー(株)東北工場(2), アルプ

スアルパイン(株)古川開発センター(2), 

(株)RS Technologies, (株)アルプス物流, 加

美よつば農業協同組合, (株)加美町振興公社, 

北日本工業(株), 共伸プラスチック(株)(2),

ＪＡ全農ラドファ(株), (株)精工 宮城工場, 

タカラ米穀(株)(2), 玉川電器(株) 宮城工場, 

トラスト・メカ(株),  日東電工メディカル製

造(株), 日本郵便(株)郵便事業総本部東北支

社, 古川農業協同組合, みちのくミルク(株), 

(株)本橋製作所, ヤマセ電気(株), ラサ工業

(株), ＹＫＫ ＡＰ(株)東北製造所(2), (株)

アイティ・コミュニケーションズ, (株)イズ

ミテクノ, 伊藤ハムデイリー(株), (株)コバ

ヤシ東北工場, ＣＫＤ(株), (株)七十七銀行, 

仙台小林製薬(株), トヨタ自動車東日本

(株)(2), 豊田合成東日本(株), プライムア

ースＥＶエナジー(株) 宮城工場, 東洋製罐

(株)埼玉工場 等 

＜公務員＞   

陸上自衛隊, 海上自衛隊  

 中新田高等学校 

校訓 自主 誠実 協和 

２ 学校の特色 

 創立：昭和４８年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：２５３名 

所在地：〒981-4294 

    加美郡加美町字一本柳南２８ 

ＴＥＬ：0229-63-3022 

ＦＡＸ：0229-63-3023 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

nakani-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

宮城交通バス：中新田西町停留所 徒歩５分 

ＪＲ陸羽東線：西古川駅 車で１５分 

１ 基本データ  

 
 
 

 

“地域に愛される中高” 

～類型制とキャリア教育～ 
本校は今年度創立５０年目を迎え，地域

の学校としての期待がますます高まって

います。その期待に応えるため，さらなる

学力の向上と進路の実現，そして部活動・

学校行事等による人間的成長を図るため

の努力を続けていきます。 

 本校の魅力的な取り組みの１つである

「類型制」は，令和4年度より３つの類型

にリニューアル。これまで以上に地域力を

活かし，生徒一人一人の専門性を高めるた

め，社会で活躍できる人材を育成するキャ

リア教育に取り組んでいます。 

キャッチフレーズ 



 

 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 120 60% 72 40% 48 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  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  

 

 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 ＝ ６：４ 

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

科の全学年評定を2倍。音楽・

美術・保体・技家の全学年評定

を4倍。 

 
 
500点 

 
 
なし 890点 

  (注)倍率1倍については，記載を省略しています。 

（２）全国募集について 

イ 学科別の募集人数 

学科 募集人数 

普通科 ５人程度 

ロ 選抜方法について 

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 

普

通

科 

390点 
※国語・数学・社会・英語・理

科の全学年評定を2倍。音楽・

美術・保体・技家の全学年評定

を4倍。 

500点 面接 
75点 
※個人面接

10分程度 
965点 

  (注)倍率1倍については，記載を省略しています。 

（３）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 

普

通

科 

225点 
※社会・理科・音楽・美

術・保体・技家の全学年

評定を2倍。 

300点 
※国語・数学・

英語 各100点

満点 

面接 
75点 
※個人面接

10分程度 

600点 

  (注)倍率1倍については，記載を省略しています。 

 

 

（４）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 96 69 94 

合格者数 91 68 92 

 

（５）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～12月・随時 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 1月～3月・随時 新 2・3年 国・数・英・面接 

※海外からの編入学は随時 

 

 

 

４ 写真で見る学校生活 

 

校舎正面 

 

球技大会 

 

地域行事への参加 

 

 

３ 入試情報 


