
 
 

 

 
 

 

 

 

（１）学校の概要（沿革，環境，施設等） 

 

本校は，昭和２年に県内９番目の旧制中学校

として開校した旧気仙沼高校と，大正１２年

に町立実科女学校として開校した旧鼎が浦高

校が，平成１７年４月に再編統合され，さら

に平成３０年度には気仙沼西高校との統合を

経て開校した学校です。３つの学校の８０年

に及ぶ良き伝統を継承し，活力ある教育活動

や先進的な取り組みを展開して，地域の期待

にこたえられる学校づくりを進めます。大学

進学を中心とした多様な進路の達成に向けた

学習指導（４５分７時間授業）や部活動の奨

励を行っています。また，国際交流・地域文

化交流に積極的に取り組み，英語教育の充実

を図りました。震災後は，支援事業を契機と

して他県の高校や各種団体との交流活動を積

極的に行い，平成２８年度より令和２年度ま

で文部科学省のスーパーグローバルハイスク

ール（SGH）に指定され，令和３年度からは

SGH ネットワーク校として，海を素材とする

グローバルリテラシーの育成を目指していま

す（平成３０年度ESD大賞文部科学大臣賞受

賞）。 

 

Ⅰ 新しい時代に対応できる学力の形成を図

り，創造的な能力の啓発に努め，国家及び

社会の形成者としての資質を養う。 

Ⅱ 心身を鍛え，豊かな情操と協同の精神を

培い，個性の伸長を図る。 

Ⅲ 地域の自然や文化を尊び，国際的視野に

立ち，志の実現を自ら目指し学び続ける人

材を育成する。 

 

 

 

 

本校の教育課程は，一人一人の進路目標を第 

一に考えた教育課程です。大学入試制度の変

更にも十分対応しています。１年生は全クラ

ス共通の授業で，学習の基礎・基本をしっか

りと身につけます。令和４年度入学生から，

２年生は，創造人文類型，創造理数類型の２

類型に分かれて学習します。創造人文類型は

国語で，創造理数類型は理科で単位数を増や

しています。また，両類型とも課題研究で課

題解決型学習に多く取り組みます。３年生は，

具体的な進路希望に応じた科目を選択し，学

習します。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 

主な行事予定は以下のとおりです。 

  ４月 生徒会入会式，部紹介 

  ５月  生徒総会，高校総体壮行式 

 ７月 球技大会 

    課題研究Ⅱ・総合的な探究の時間

最終発表会 

８月 文化祭 

 １０月 運動祭 

 英語スピーチコンテスト 

 １１月  生徒総会 

 １２月  修学旅行（２年） 

  １月 地域社会研究・課題研究Ⅰ・総合

的な探究の時間全体発表会 

※感染拡大の状況により行事内容を変更する 

場合があります。 

 

運動部は１６部，文化部は１５部あり，毎日

質の高い活動が展開されます。令和３年度は，

フェンシング部が全国高等学校総合体育大会

に出場し，個人対抗女子エペで第３位の成績

を収めました。文化部では，美術部が第２２

回高校生国際美術展で佳作に入賞，文芸部が

第１６回全国高校生短歌大会団体戦ベスト８

の結果を残しました。さらにマンドリン部は

第４６回全国高等学校総合文化祭への出場権

を獲得しました。その他の活動では，高校生

地産地消お弁当コンテスト（宮城県主催）優

秀賞を受賞し商品化されました。学校行事は

いずれも生徒主体で運営され，笑顔と活気に

満ちています。 

 

 

（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 32 33 40 

国公立短大 3 1 6 

私立大学 102 100 97 

私立短大 16 10 12 

専各学校 59 61 78 

就職 8 6 26 

その他 17 23 17 

卒業生計 237 234 276 

 

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＞ 

東北大学，北海道教育大学(2)，弘前大学(2)，

岩手大学(6)，宮城教育大学(3)，山形大学(3)，

茨城大学，宇都宮大学，埼玉大学，東京学芸

大学，新潟大学(2)，国際教養大学，宮城大学

(4)，青森県立保健大学，青森公立大学，岩手

県立大学(2) 

 

＜私立大学＞ 

早稲田大学(2)，明治大学(3)，立教大学(5)，

中央大学(3)，法政大学(5)，学習院大学(2)，

日本大学(5)，東洋大学(10)，駒澤大学(2)，

専修大学，大東文化大学，東海大学，國學院

大学(3)，国士舘大学(2)，成蹊大学，成城大

学(4)，獨協大学(6)，東北学院大学(36)，東

北福祉大学(29)，東北工業大学(13)，宮城学

院女子大学(14)，東北医科薬科大学(2)，石巻

専修大学(7)，尚絅学院大学(5)，仙台白百合

女子大学(2)，東北文化学園大学(2)，仙台大

学(2) 他 

 

＜専修各種学校＞ 

気仙沼市立病院附属看護専門学校(8)，東北労

災看護専門学校，慈恵柏看護専門学校，仙台

医健スポーツ専門学校(4)，仙台大原簿記情報

公務員専門学校(10) 他 

 

＜就職＞ 

国家公務員税務職員，宮城県職員，仙台市職

員，気仙沼市職員，南三陸町職員，海上保安

大学校，七十七銀行，新みやぎ農業協同組合，

気仙沼中央自動車学校，（株）ニチイ学館 他 

 

気仙沼高等学校 

校訓 究理創造 和親協同 至誠励業 

（２）教育方針 

（３）教育課程の特色 
 
 
 
 
 

飛翔の翼 世界へと 

勉強，部活動，学校行事，交流事業など，

日々あらゆる場面を通して，２１世紀を生

き抜く力を確実に身につけ，世界を舞台に

活躍する人材を育てます。 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：平成３０年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：６４２名 

所在地：〒988-0051 

    気仙沼市常楽１３０ 

ＴＥＬ：0226-24-3400 

ＦＡＸ：0226-24-3408 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

kesennuma-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

 JR気仙沼線ＢＲＴ（高速バス輸送システム）で 

 「不動の沢」下車 徒歩１０分 

 

 

 

 

 

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 80% 192 20% 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 ＝ ７：３  

 

 

特色選抜 

  学力検査点，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 

普

通

科 

195点 
※音楽･美術･

保健体育･技術

家庭の全学年

の評定を２倍 

500点 なし 

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 

面接･実技･

作文 
合計 

普

通

科 

225点 
※社会･理科･

音楽･美術･保

健体育･技術家

庭の全学年の

評定を２倍 

300点 
※国語･数学･

英語 各100点

満点 

面接 

50点 
※個人面接， 

10分程度 
575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（第二次募集を除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 216 218 230 

合格者数 212 217 229 

 

（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･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 

 

 

 

３ 入試情報 

 

            球技大会（７月） 

 

修学旅行(１２月) 

 

地社研・課研Ⅰ・総探 全体発表会(１月) 

４ 写真で見る学校生活 


