
 
 

 

 

 

 

 

本校は，桜やツツジの花で有名な名勝日和

山の中腹に位置し,大正１４年に創立された

石巻市立女子高等学校と昭和３２年に創立さ

れた石巻市立女子商業高等学校の伝統校同士

の統合により，新たに開校した公立女子高校

です。近くに公立の小中学校や石巻市立図書

館,石巻市総合体育館等の公共施設もあり環

境に恵まれています。 

校舎は平成２７年に大規模改修され，各教

室に電子黒板も設置されています。学習室や

コモンホールなど，自学自習ができるスペー

スも充実しています。また，特別教室棟と体

育館が新築され，特別教室棟には２００人収

容できる大講義室及び美術室，調理室，PC室

等があります。体育館は，入学式等の式典や

講演会，部活動などに幅広く活用されており，

最新の機器を備えたトレーニング室，弓道場

も完備されています。 

 

（２）教育方針 

３本柱を実践することにより,「人間力」を

磨きながら生徒一人ひとりの夢を実現します。 

品格教育･･･日本の伝統や文化を尊重し，郷土

や国を愛する心と国際社会の一員としての意

識を高めるなど，人間性豊かな素養の醸成を

図ります。 

キャリア教育･･･地域交流や体験学習，地元企

業との連携によるインターンシップの実施，

各種資格の取得など，将来を見据えた勤労観・

職業観の育成を図ります。 

学力保証･･･高大連携による学習意欲の向上，

ＩＣＴ機器を活用した授業，習熟度別学習，

少人数指導等により，社会を生き抜くための

確かな学力の育成を図ります。 

 

（３）教育課程の特色 

 普通科２コースを設置しています。 

学励探求コース 

上級学校への進学を目指し，各教科偏りな

く学ぶことができるコースです。３年次には

「看護系進学」，「教養系進学」，「保育系進学」

の進路希望に合わせた選択科目を設定してい

ます。上級学校卒業後は地方公務員等，地域

を担う人材になるという目標を達成するため

の基礎的な基盤を築くことを目指します。 

キャリア探求コース 

普通教科の学習を行うとともに，２年次か

ら商業系と家庭系の専門科目を選択し学習す

るコースです。卒業後は，地元企業へ就職し，

地域を支える人材になることを目指します。 

 

両コースとも，総合的な探究の時間は「桜

坂タイム」という名称で行っています。「高校

生から，すてきな女性へ」をキャッチコピー

に，地域と自信の未来を切り拓く志と能力，

地域や社会に貢献できる力を身に付けること

が目標です。１学年では地域社会を知ること

を目的に，フィールドワークを通して地域の

特徴を調べ，地域の課題などをまとめた資料

作成や発表を行います。２・３学年では企業

でのインタビューや就業体験学習を通して，

企業が行う地域貢献や働くことの大変さを知

ること。また，市役所と連携し，各課の仕事

内容を知り，自分たちがそれまでに調べた地

域の状況や課題などを高校生の目線で市政へ

提言できるよう取り組んでいます。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

学校行事や生徒会活動など，女子高ならで

はの和やかで明るく，楽しい雰囲気の中で，

魅力ある学校生活を送ることができます。 

文化祭や体育大会などの学校行事は，全校

一丸となって生徒の主体的な運営により行わ

れており，大変盛り上がります。 

また生徒会活動も活発で，県外の高校との

交流も継続的に行っています。家庭クラブも

全校生徒がクラブ員となり，料理講習会やボ

ランティア，一日保育士体験などの活動を役

員中心に行っています。 

部活動については，運動部・文化部ともに

熱心な活動を行っており，各種大会で上位入

賞しています。女子だけの活動なので，体育

館やグラウンド等の施設は思う存分に使うこ

とができます。空手道部は東北大会出場や全

国選抜大会への出場権を得ています。吹奏楽

部は，各種コンクールで入賞しており，毎年

秋には定期演奏会を開催しています。 

 

（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 26 22 28 

短期大学 18 24 18 

専各学校 45 49 68 

就職（県内） 28 45 45 

就職（県外） 12 6 10 

その他 3 16 6 

卒業生計 132 162 175 

 

主な進路先(令和４年３月卒業生) 
（ ）内は人数  (1)は省略 

＜大学・短大＞ 

東北福祉大学(3)，東北学院大学，宮城学院女

子大学(7)，東北文化学園大学(3)，仙台白百合

女子大学，尚絅学院大学(3)，東北生活文化大

学 (2)，石巻専修大学(3)，埼玉学園大学，麗

澤大学，京都外国語大学，湘南医療大学，仙

台赤門短期大学(2)，仙台青葉学院短期大学(6)，

聖和学園短期大学(5)，東北生活文化大学短期

大学部，宮城誠真短期大学，実践女子大学短

期大学部，目白大学短期大学部 

＜専修各種学校＞ 

東北職業能力開発大学校(2)，葵会仙台看護専

門学校(2)，石巻赤十字看護専門学校，東北保

健医療専門学校(3)，仙台医療福祉専門学校(5)，

仙台医健・スポーツ専門学校(2)，慈恵福祉保

育専門学校，仙台接骨医療専門学校(2)，宮城

高等歯科衛生士学院(2)，東北動物看護学院，

仙台リハビリテーション専門学校 (5)，

SENDAI 中央理美容専門学校(5)，仙台ヘア

メイク専門学校(2)，宮城調理製菓専門学校(3)，

仙台スイーツ＆カフェ専門学校，東日本航空

専門学校，仙台総合ペット専門学校，仙台

ECO 動物海洋専門学校(2)，仙台スクールオ

ブミュージック＆ダンス専門学校(2)，仙台大

原簿記情報公務員専門学校 他 

＜就職＞ 

いしのまき農業協同組合，石巻信用金庫(2)，

(株)ヤマサコウショウ(2)，マルハニチロ(株)，

(株)山形メイコー(2)，医療法人啓仁会石巻ロ

イヤル病院，(株)緑水亭，松島国際観光(株)ホ

テル松島大観荘(2)，(株)ホテル佐勘，イオン

東北(株)，太平洋フェリーサービス(株)，(株)

ジーユー，(株)サンエー，社会福祉法人東松島

福祉会，東北電子工業(株)(2)，十文字屋，三宝

化成工業(株)東北支店，山徳平塚水産(株)， 

(株)スイシン， (株)ENEOSウイング 他 

＜公務員＞ 

陸上自衛官候補生 

 

石巻市立桜坂高等学校 

校訓 英知 精励 和敬 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

１ 基本データ 

 創立：平成２７年 

課程・学科：全日制課程・普通科（学励探求コース・キャリア探求コース） 

生徒数：３８０名 

所在地：〒986-0833 

石巻市日和が丘2丁目11番8号      

ＴＥＬ：0225-22-4421 

ＦＡＸ：0225-22-0556 

 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

 saku-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関 

 ＪＲ石巻駅下車 徒歩25分 

   

 

２ 学校の特色 

 
 
 
 
 
 

夢見る花を開く 
～女子が希望する多様な進路に対応～ 

 

県内唯一の公立女子高校。教育の特徴で 

ある品格教育・キャリア教育・学力保証の

３本柱を実践して人間力を高め,生徒一人一

人の夢を実現します。 

キャッチフレーズ 

 



 

 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 

学励探求 

コース 
80 50% 40 50% 40 

キャリア 

探求コース 
80 50% 40 50% 40 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜学励探求コース＞   共通選抜 → 特色選抜 

  ＜キャリア探求コース＞ 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 

  ＜学励探求コース＞   キャリア探求コース 

  ＜キャリア探求コース＞ 学励探求コース   

 

 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 

  ＜学励探求コース＞   学力検査点：調査書点 ＝ ６：４ 

  ＜キャリア探求コース＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ６：４ 

 

 

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 

全
コ
ー
ス 

270点 

＊国語，数学，社会，

英語，理科，音楽，

美術，保体，技家の

評定を2倍 

500点 

 

 

 

 

なし 

770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 

全
コ
ー
ス 

225点 

＊社会，理科，音楽，

美術，保体，技家の

評定を2倍 

300点 

＊国語，数学，英

語 各100点 

 

なし 

525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・合格者数(二次募集は除く) 

学科 年度 R4 R3 R2 

学励探求 

コース 

出願者数 70 64 70 

合格者数 69 60 64 

キャリア 

探求コース 

出願者数 66 50 61 

合格者数 65 52 61 

 

（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 

随時（7月～12月） 全学年 国・数・英・面接 

随時（1月～ 3月） 新 2，3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 


