
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

令和４年度で創立９８周年を迎えた本校は

大正１３（１９２４）年に町立志津川実科高

等女学校として創立，戦時中の志津川高等女

学校を経て，戦後の学制改革で県立男女共学

の宮城県志津川高等学校となりました。平成

８（１９９６）年に学科改編を行ない，商業

科を情報ビジネス科に改編し，普通科にも類

型選択制を取り入れました。 
 また平成１５（２００３）年度から，南三

陸町内の中学校と本校との間で，県内初の地

域連携型中高一貫教育がスタートしました。

この「南三陸町地域連携型中高一貫教育」は，

中学校・高等学校の６年間で計画的・継続的

な学習を行うことにより，「たしかな学力」

「かがやく個性」「ゆたかな社会性」を培い，

広い視野で２１世紀を主体的に生きる人間の

育成を目指しています。この教育目標をもと

に「基礎学力の向上」「一人ひとりの個性の

伸長」「異年齢集団の中での社会性の育成」

の３つの柱に沿った事業を展開しています。 

 さらに，令和４年度からは県内高校初のコ

ミュニティスクールにも指定されるととも

に，国内の高校では初の「Linux Professional 

Institute（LPI）日本支部」から，アカデミ

ックパートナーにも認定されています。そし

て令和５年度からは，県内の公立高校では初

めて全国募集を行い，全国から入学生を迎え，

学校名も（仮称）宮城県南三陸高等学校と変

更し，次の１００年へ向けて新たなスタート

を切る予定です。 

 

 

 

（２）教育方針 

知性を磨いて真理を探求し，自他を敬愛で

きる寛容と協和の心を持った，誠実で愛情豊

かな人財の育成をめざし，次の目標達成に努

めています。 

①中学校における教育の成果をさらに発展拡

充し，国際社会の有為な形成者として必要

な資質を養う。 
②社会において果たさなければならない使命

を自覚し，個性に応じて自らの進路を選択

できる高い志と生きる力を養う。 
③社会の変化にも対応できる起業家的資質を

持ち，豊かな感性と思いやりの心を持った

情操豊かな人格の形成に努める。 

 

（３）教育課程の特色 

本校では生徒一人ひとりの希望進路達成を

目指し，進路希望に応じたカリキュラムを設

定しています。更にその進路希望達成の力と

なる授業においては，習熟度別学習（数学，

英語，簿記），Ｔ・Ｔ（連携型中高一貫教育

の実施に伴う英語・数学における教員の乗り

入れ授業，英語のＡＬＴとの共同授業，情報

ビジネス科の総合実践等）が実施され，生徒

一人ひとりの学力に対応した学習が進められ

ています。また，学校設定科目の「地域学」，

「地域探究学」を備え，地域に密着した学び

を行う環境を整えています。 

 

行事の中でも，合唱コンクール，旭ヶ浦祭，

体育祭は，生徒が特に燃える三大行事です。

合唱コンクールが近づくと各教室から練習の

歌声が響きます。旭ヶ浦祭では，文化部によ

る研究発表や作品展示，演奏の他にクラス毎

の模擬店が校内を盛り上げます。前日には趣

向を凝らした仮装行列が地域を練り歩き盛り

上げます。体育祭では，各種球技の他，長縄

跳びや綱引きなどの種目が行われ，熱戦が繰

り広げられます。 

生徒会の主な活動は，先に紹介した行事の

運営に携わったり，募金活動や他校生徒会と

の交流会，さらには姉妹校である台湾の学校

との国際交流などを行っています。こうした

活動を通してリーダーシップを高めることが

できます。 

 また，本校には運動部・文化部ともに多彩

な部があります。平成２８年度は陸上競技部

が県新人大会フィールド部門で初の総合優勝

を果たし，東北大会に出場しました。また郷 

 

 

 

 

土芸能愛好会が全国高等学校総合文化祭に県

代表として出場しました。陸上競技部は平成

２９年度にはハンマー投げで，令和元年度に

は棒高跳で，令和３年度には棒高跳とハンマ

ー投げでインターハイに出場しました。さら

に自然科学部は，イオン ECO-1グランプリで

文部科学大臣賞，環境甲子園で特別奨励賞，

マリンチャレンジプログラム北海道東北大会

で優秀賞を獲得し，全国大会に出場するなど，

数多くの入賞を果たしています。さらに商業

部では，町内で行われる福興市への出店や，

大手の企業とコラボしたカップやきそばを全

国販売するなど，多くの活躍をしています。 

 

（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 14 12 17 

短期大学 3 6 3 

専各学校 17 18 20 

就職（県内） 31 22 22 

就職（県外） 5 3 3 

その他 0  0 0 

卒業生計 70 61 65 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生），  

( )内は人数，(1)は省略。 

 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(4)，宮城学院女子大学(4)，石

巻専修大学(2)，東北生活文化大学，順天堂大

学，仙台大学，秀明大学 

＜短期大学＞ 

聖和学園短期大学(2)，仙台青葉学院短期大学  

＜専修各種学校＞ 

気仙沼市立病院付属看護専門学校，石巻高等

技術専門校，気仙沼高等技術専門校，宮城調

理製菓専門学校，東北電子専門学校，東京法

律専門学校仙台校，仙台リハビリテーション

専門学校(2)，仙台医健・スポーツ専門学校，

仙台こども専門学校 他 

＜就職＞ 

南三陸町職員，気仙沼・本吉地域広域行政事

務組合消防本部，アイリスオーヤマ(株) (3)， 

新みやぎ農業協同組合，日本郵便(株)東北支

社，(株) 登米村田製作所，(株)ヤマダデンキ，

山崎製パン(株)(2)，(株)東北フジパン仙台工

場(3)，トヨテツ東北(株)，気仙沼漁業協同組

合，(株)ケーエスフーズ，(株)カネキ吉田商

店(2)，(株)及善商店 他 

 (仮称)南三陸高等学校 

志津川高等学校 

校訓 真・和・敬 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 
 
 
 

 

 

 

～自分発見・夢実現～ 

南三陸町地域連携型中高一貫教育を実践

する本校では，「基礎学力の向上」「一人ひと

りの個性の伸長」「異年齢集団の中での社会

性の育成」を教育の柱とし，町内の２つの中

学校（志津川・歌津）とともに様々な事業を

展開しています。一貫教育の更なる推進と定

着を図り，きめ細かな指導により生徒の多様

な進路実現を目指しています。 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 創立：大正１３年 

課程・学科：全日制課程・情報ビジネス科，普通科 

生徒数：１４９名 

所在地：〒986-0775 

本吉郡南三陸町志津川字廻館92-2 

ＴＥＬ：0226-46-3643 

ＦＡＸ：0226-46-3648 

 

ホームページアドレス： 

https://sizugawa-hs.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

sizugawa-hs@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関 ：  

 JR気仙沼線BRT 志津川駅下車 徒歩２０分 

     町営バス 志津川高校前下車 徒歩５分 

 

一人一人がもっとよくなる 

 



 

 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・連携型選抜について 

 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／連携型選抜 

割合 人数 割合 人数 

情報 

ビジネス科 
40 20% 8 20%／60% 8／24 

普通科 80 20% 16 20%／60% 16／48 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜情報ビジネス科＞ 特色選抜／連携型選抜 → 共通選抜 

  ＜普通科＞     特色選抜／連携型選抜 → 共通選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜情報ビジネス科＞ 普通科   

  ＜普通科＞     情報ビジネス科    

 

 二 共通選抜及び特色選抜・連携型選抜について 

 

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 

  ＜情報ビジネス科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ５：５  

  ＜普通科＞     学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 

 

特色選抜／連携型選抜 

  学力検査点，調査書点を合計した点数を基に，面接の結果や調査

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

学

科 

135点 
 

650点 
※国語，数学，

英語の得点を

1.5倍にする。 

 

面接 
3段階評価 
(Ａ～Ｃ) 
※集団面接， 

10分程度 

785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 

情報ビジネス科 4人程度 

普通科 8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。 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実

技･作文 
合計 

全

学

科 

135点 
 

500点 
※国語，社会，

数学，理科，英

語（各教科100

点満点） 

面接 
3段階評価 
(Ａ～Ｃ) 
※個人面接， 

10分程度 

635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 

全

学

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 2.0 倍

にする。 

300点 
※国語，数学，

英語（各教科

100点満点） 

面接 
3段階評価 
(Ａ～Ｃ) 
※個人面接， 

10分程度 

525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 

情報 

ビジネス科 

出願者数 10 11 12 

合格者数 10 10 12 

普通科 
出願者数 39 36 44 

合格者数 39 36 44 
 
 

（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 7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学年 国・数・英・面接 

編入学：3月下旬 全学年 国・数・英・面接 

  ※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 


