
 
 

 

 

 

 

 
 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は，大正１４年４月，鹿又村の高橋三

郎翁が，当地区の女子教育の重要性に思いを

寄せられ，「宮城県鹿又実科高等女学校」とし

て開校しました。その後，「宮城県前谷地高等

学校」，「宮城県農事講習所」が合併するなど，

いくつかの変遷を経て，昭和４１年４月１日

に「宮城県河南高等学校」と改称，そして，

平成２２年４月，総合学科に学科改編し，校

名も「宮城県石巻北高等学校」として生まれ

かわりました。 

 石巻北高の主眼は地域のスペシャリストの

育成です。食農系列，家庭系列，経情系列，

教養系列，進学系列の５つの系列（コース）

を設け，地域と共に歩む，開かれた高校を目

指しています。 

 

本校の校訓は「進取」「自愛」「和協」です。 

「進取」とは「これまでの発想にとらわれ

ず，意欲的に物事に取り組み，自分を成長さ

せようとすること」。「自愛」とは「自分の人

生を大切にし，個性が輝くような生き方を目

指すこと」。「和協」とは「異なる価値観を持

つ人々と相互理解を図り，協力して物事にあ

たること」です。 

この校訓に基づき本校では，「生徒一人ひ

とりの個性が輝く」教育を推進しています。

具体的には，「教わる」から「学ぶ」という

主体的な学びへの転換，「系列の特色を生か

した指導」による充実した学校生活，「魅力

ある授業」「魅力ある行事」を通した社会と

の円滑な接続を教育方針としています。 

 

（３）教育課程の特色 

本校総合学科では，１年次は全員共通の学

びを行い，２年次から始まる「５つの系列」

についてじっくり考えることができます。１

年次での系列選択に向けて核となる科目が

「産業社会と人間」です。「自分とは？」「社

会とは？」等について学び，自分の生き方や

卒業後の進路も念頭に置いた納得のいく系

列選択ができます。これらの学びは，卒業後

の自分の「生きる糧」となり得るものです。 

 本校の「５つの系列」とそれぞれの系列の

「ねらい」については，次の通りです。 

①食農系列 … 農産物の栽培と農業経営

に関する知識・技術を身につけます。また，

食品製造実習を通して食品の加工や食品を衛

生的に取り扱うことのできる能力を育てます。 

②家庭系列 … 衣食住や保育・福祉等の生

活に関する知識・技術を身につけ，変化する

社会の中で自立して生活できる実践力を養い

ます。 

③経情系列 … 経営・経理・販売の基本か

らコンピュータ，ビジネスマナー，経営全般

の専門知識を深く学習し，会社や店舗を経営

する起業家や経営後継者としての実力を備え

た経営のリーダー養成を目指します。 

④教養系列 … 国数英社理の５教科を重

点的に学習し，一般教養を広く身につけると

共に，地元企業が求める資格を積極的に取得

し，希望する進路の達成を目指します。また，

芸術科目も重視し，豊かな感性を育てます。 

⑤進学系列 … 人間・社会・自然について

の知識・理解を深め，進学に向けた学習を進

めます。また，小論文を書く力も強化します。

大学や看護・医療系学校への進学及び各種公

務員合格を目指す生徒を対象にした系列です。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

インターンシップ（職場体験），体育祭，芸

術鑑賞会，北高祭，体育行事，ロードレース

大会，修学旅行等各種の行事があります。 

 生徒会活動は，様々な行事を企画・運営し，

学校活動の要となっています。 

 部活動は，１１の運動部，１１の文化部が

あり，大会等では数々の実績を残し，活気あ

る活動をしています。 

 

（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 

大 学 21 14 18 

短期大学 9 11 6 

専各学校 49 43 56 

就職（県内） 87 96 101 

就職（県外） 1 5 4 

その他 3 3 2 

卒業生計 170 172 187 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  (1)は省略 

＜大学＞ 

石巻専修大学(6)，東北福祉大学, ，東北学院

大学(3)，東北文化学園大学(3), 東北公益文

科大学, 尚絅学院大学, 東北工業大学(2),仙

台大学，国士舘大学 

＜短大＞ 

仙台青葉学院短期大学(3)，宮城誠真短期大学

(2), 聖和学園短期大学(2), 東北生活文化大

学短期大学部(2) 

＜専修各種学校＞ 

宮城県立仙台高等技術専門校, 宮城県立石巻

高等技術専門校, 大崎市医師会附属准看護学

校, 東北電子専門学校(4), 仙台医療福祉専

門学校(2), 仙台大原簿記情報公務員専門学

校(2), 仙台スイーツ＆カフェ専門学校(2), 

仙台こども専門学校(2), 仙台スクールオブ

ミュージック＆ダンス専門学校(2), ＳＥＮ

ＤＡＩ中央理容美容専門学校(3), 東北保健

医療専門学校(2), 花壇自動車大学校(3), 仙

台ヘアメイク専門学校(2), 仙台医健・スポー

ツ専門学校(2), 東北愛犬専門学校(2), 国際

マルチビジネス専門学校(2), 東京法律公務

員専門学校仙台校(2)  他 

＜就職＞ 

医療法人社団仁明会, 医療法人華桜会(3), 

いしのまき農業協同組合(2), 東北電子工業 

株式会社, 南光運輸株式会社, 株式会社石巻

青果, セイホク株式会社(3), マルハニチロ

株式会社新石巻工場(2),株式会社高政(4), 

株式会社白謙蒲鉾店(2), カガク興商株式会

社, 宮城製粉株式会社石巻工場(2), 仙台ト

ヨペット株式会社, 石巻信用金庫, 株式会社

ジェイアール貨物・東北ロジスティックス, 

東北大蔵電気株式会社石巻工場(4),東和工業

株式会社(3),  他 

＜公務員＞ 

宮城県警察官B，刑務官A， 自衛官一般曹候

補生，自衛官候補生(2) 

石巻北高等学校 

校訓 進取 自愛 和協 

（２）教育方針 

 
 
 
 
 

「人の数だけ道がある」 

「めざせ！ 地域のスペシャリスト！！」 

「十人十色」という言葉のように，人の生

き方や進む道はそれぞれ異なります。 

石巻北高校は，一人ひとりの生徒とじっ

くりと向き合い，それぞれの夢の実現を全

力でサポートします。特に，２年次以降は

「食農」「家庭」「経情」「教養」「進学」の

５つの系列に分かれ，各自が希望する進路

を達成するために，専門的な学習に取り組

みます。 

意欲に満ちた生徒と，経験豊かな教員が

一体となって創り上げるスクールライフ

は，必ずや皆さんの期待に応えるものにな

るはずです。 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：大正１４年 

課程・学科：全日制課程・総合学科 

生徒数：４４９名 

所在地：〒986-1111 

石巻市鹿又字用水向１２６番地 

ＴＥＬ：0225-74-2211 

ＦＡＸ：0225-74-2212 

ホームページアドレス： 

 https://ishikita.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

 ishikita@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

◆ＪＲ：石巻線・鹿又駅から徒歩３分 

◆自転車：石巻駅から３０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 

総合学科 160 70% 112 30% 48 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜総合学科＞  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 

  ＜総合学科＞ 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 合計 

総

合

学

科 

390点 
※国･数･社･英･理の全学
年の評定を 2 倍， 音･美･
体･技の全学年の評定を 4
倍 

250点 
※国･数･社･英･理
の各得点を0.5倍 640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 

総

合

学

科 

225点 
※社･理･音･美･
体･技の全学年の
評定を2倍 

300点 
※国･数･英 
各 100点満点 

面接 
75点 
※個人面接 

15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。 

 

（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 

総合

學科 

出願者数 135 147 185 

合格者数 130 146 180 

 

（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～12月随時 全学年 国語・数学・英語・ 

作文・面接 令和5年 3月中旬以降随時 新 2･3年 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

  

新校舎          北高祭 

 

ロードレース大会        体育祭 

 

 

 

 

２年次修学旅行    ２年次インターンシップ 

  

    各種資格取得       田植え 

 

保育所実習              販売実習 

 

 

交流ひろば販売所 と・ら・ま・い 

４ 写真で見る学校生活 ３ 入試情報 


