
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  北上川の河口に臨む丘陵，名勝日和山に続

く「南鰐山」の一角にあり，周囲は閑静な住

宅街で，近隣には官公庁や学校が点在してい

ます。校舎から南側眼下に太平洋の大海原を

見下ろし，東方はるかに霊峰「金華山」を望

む景勝の地に位置し，校内には緑が多く，桜

をはじめ四季折々の花木が心を和ませてくれ

ます。また，広いグラウンドが２面あり，体

育や部活動で生徒たちの活気で満ちあふれて

います。同窓生が，誇りと愛校心を込めて母

校を「鰐陵」と呼び親しんでいる本校は，大

正１２年「宮城県石巻中学校」として開校さ

れて以来，石巻地区の拠点校として各方面に

有為な人材を多数輩出しています。 
 

「本校の光輝ある伝統を踏まえ，個性の尊重

を図りつつ情操豊かで知性の高い自主自立の

精神に富む，健康・明朗な生徒の育成を図る」

ことを教育目標とし，校訓として「真実・自

律・友愛」を掲げています。また，「質実剛健・

進取独創・自ら進運を開拓すべし」という生

徒心得綱領が古くから語り継がれ，自由闊達

な気風がみなぎっています。 

自主・自律を尊ぶ校風が受け継がれ，生徒

の間では学年を越えた健全で明朗な友情が育

まれています。また，服装については，各自

の良識ある判断にゆだねて自由としています

が，「場」に応じた，端正なものであることに

留意させています。 

１．あらゆる指導を通して，高い英知と豊

かな情操と不屈の意志を育成し，高朗爽

快な気風を馴致する。 

２．教科指導を徹底し，自主的な学習意欲

と考究心を喚起し，学習の充実を図る。 

 

 

３．信頼と友愛による人間関係を確立し，

公徳心および自他尊重の精神を涵養する。 

 

（３）教育課程の特色 

①教育課程 

授業は１時限５０分，月曜と金曜は１日

６時限，火・水・木曜は１日７時限で実施

しています。「総合的な探究の時間」を通し

て知的探究心を養うとともに，自身の進路

や学問に対する視野を広げ，人間的な成長

を図っています。 

 

②選択科目の設定 

１年生は全ての生徒が共通の科目を履修

します。２年生からは文系・理系のいずれ

かの類型を選択し，理科，地歴公民につい

てはそれぞれの進路に応じた科目を選択す

ることになります。多様な進路希望に対応

できるよう配慮しています。 

 

③個別指導 

  職員室前の廊下に学習スペースを設置し，

先生から指導を受けやすい環境を整えてい

ます。また，通常授業日や長期休業中の課

外授業だけでなく，朝学習や希望者に対す

る個別添削指導，小論文指導などを実施し，

生徒の学習の一助としています。 

 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

①主な行事  

４月 応援練習 

６月 石巻高・石巻商業高定期戦 

 鰐陵総体（体育祭・球技大会） 

８月 鰐陵祭（文化祭） 

 東北大オープンキャンパス（１年生） 

１０月 強歩大会・芸術鑑賞 

  ２月 予餞式 

 

②生徒会活動 

  生徒会活動は，生徒会総務や代議員を中

心に活発に運営されています。年２回の総

会では，各クラスで論議され提出された議

題について活発な意見交換がなされます。

また，鰐陵総体や文化祭は，生徒会や各実

行委員会がその企画・運営に当たり，毎年

盛大に開催される名物行事です。 

 

③部活動 

２・３年生の登録は自由ですが，全校生

徒の９割以上がいずれかの部活動に所属し 

 

 

ています。ボート部やヨット部，ウェイト

リフティング部など他校にはない特徴的な

競技の部活もあり，それぞれの部が部活と

学習の両立を掲げながら活発に活動してい

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 86 91 76 

国公立短大 0 0 0 

私立大学 87 95 100 

私立短大 5 2 8 

専各学校 13 19 17 

就職 5 4 4 

その他 13 17 26 

卒業生計 209 228 231 
 

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＞ 

北見工大(2)，北海道教育大(4)，弘前大(4)，

岩手大(8)，東北大(4)，宮城教育大(7)，秋田

大，山形大(13)，福島大(7)，茨城大，筑波大，

宇都宮大，埼玉大，新潟大(2), 静岡大，名寄

市立大，青森県立保健大，宮城大(11)，秋田

県立大(2)，山形保健医療大，福島県立医大（3），

前橋工科大，高崎経済大(5)，長岡造形大，新

潟県立大（2），長野県立大 

＜私立大学＞ 

日赤北海道看護大，盛岡大，石巻専修大（4），

仙台大，東北学院大(23) ，東北工大(8)，東

北福祉大(13) ，東北医薬大(6) ，宮城学院女

子大(5)，仙台白百合大（2），東北芸術工大 ，

神田外語大，北里大，慶應義塾大，駒沢大（2），

中央大，東海大，東京音大，日本大，日本体

育大，法政大，武蔵野大，明治大（2），明治

学院大，立教大，神奈川大他 

＜専修各種学校＞ 

昭和大付属看護専門学校，石巻赤十字看護(2)，

横浜労災看護専門学校，仙台医療福祉専門学

校，日本工学院専門学校，仙台子ども専門学

校，仙台接骨医療専門学校，他 

＜就職＞ 

宮城県職員学校事務，石巻市職員，東松島市

職員，宮城県警察官，自衛隊航空学生 

 

 

 

 

 石巻高等学校 

校訓 真実 自律 友愛 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

（２）教育方針 

 創立：大正１２年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：６０６名 

所在地：〒986-0838 

    石巻市大手町３－１５ 

ＴＥＬ：0225-93-8022 

ＦＡＸ：0225-93-8023 

ホームページアドレス： 

https://sekikou.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

  sekikou@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

 ＪＲ仙石線及び石巻線 石巻駅下車 徒歩１５分 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

文武両道をモットーとした 

地域の進学拠点校 

「質実剛健・進取独創・自ら進運を開拓す

べし」という伝統を受け継ぎ，「知育・徳

育・体育」の三拍子そろった生徒の育成に

努めています。 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 
 



 

 

 

 

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 90% 216 10% 24 

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              

   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 ＝ ７：３  

 

特色選抜 

  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。 

 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

普

通

科 

195点 
※音楽･美術･

保体・技家の，

全学年の評定

を2.0倍 

250点 
※国語・数学・

社会・英語・理

科の得点を 0.5

倍 

なし 
 

445点 

(注) 倍率1.0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 

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

2.0倍 

300点 
※国語・数学・

英語 各100点

満点 

面接 
15点 
※個人面接，10

分程度 540点 

(注) 倍率1.0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 206 191 225 

合格者数 202 186 220 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年 4月～12月 随時 全学年 英・国・数・面接 

令和5年 3月 17日 新 2・3年生 英・国・数・面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

     ４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 


