
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

昭和２１年に開校，平成１１年度入学生よ

り「普通科」「産業技術科」「家政科」の３学

科から，「総合学科」に一本化しました。 

広いグランド，大きな体育館，テニスコー

トなどのスポーツ設備と，情報処理技術など

の先端技術を学ぶ総合実習棟などの学習設備

が完備されています。 

さらに環境教育の場として，農場附属の野

菜畑や学校田，学校のシンボルでもある桜が

丘などの活用をはじめ，約９０ｈａもある

広々とした学校林など，学校周辺には多くの

素晴らしい自然環境が用意されています。 

新たな響高校の創造を目指して，平成２７

年度入学生より制服が一新されました。また，

平成２８年度入学生より，新たに「福祉」の

科目選択ができるようになり，平成２９年度

から授業が開講されました。 

 

（２）教育方針 

(1) 社会性を身につけ，社会の一員としての

自覚を持って地域に積極的に貢献しようと

する態度を養う 

(2) 基礎的・基本的な学力の定着を図り，わ

かる授業を展開して自ら学ぶ姿勢を育成す

る 

(3) 基本的生活習慣を確立し，コミュニケー

ション能力を育成して円滑な人間関係構築

を支援する 

(4) 学校情報の積極的な公開・広報に努め，

地域に信頼される「開かれた学校」づくり

に努める 

(5) 部活動や教科外活動を活性化し，資格取

得を積極的に推進するなどして進路実現を

支援する 

 

（３）教育課程の特色 

総合学科 ３学級（男女） 

総合学科の原則履修科目として，１年次の

「産業社会と人間」では，地域の会社訪問や

社会人講話などを通して職業観を養います。

また，本校での学習活動に加え，専門学校と

の単位互換も行うことで，より専門的な知

識・技術を修得できます。 

２年次からは，必修科目に加え，自分が選

択した「系列」で授業を受けます。「系列」と

は，「この系列の科目を選択すると，このよう

な分野について学べます」という道しるべの

ようなものです。２・３年次の選択の授業は，

系列内で選択する授業と，自由選択の授業に

大別されます。 

４種の系列から自分に合った分野の科目を

深く学ぶことで，関連する分野の大学・短大・

専門学校等への進学のみならず，公務員や民

間企業への就職など幅広い進路に対応します。 

◆「進学教養」系列 

一般的な普通科目を重点的に学習し，基本

的な知識を身につけます。 

◆「産業情報」系列 

情報・商業・工業の科目を中心に学習し，

専門知識・技術を身につけます。 それぞれの

分野での資格取得にも力を入れています。 

◆「人間環境」系列 

理科・農業・家庭科の科目を中心に学習し，

自然環境と人間活動との関わりを学びます。

実際のモノに触れながら学ぶことでしか得ら

れない体験をすることができます。また，福

祉の科目では社会福祉に関する知識や技術を

体験的に身につけます。 

◆「生活表現」系列 

芸術科目を中心に学習し，専門知識や技能

を身につけるだけでなく幅広い表現力を磨き，

人間性を養います。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

生徒会活動は生徒会執行部を中心に展開さ

れています。あいさつ運動や校内巡回などの

日常的な活動に加え，秋に行われる桜が丘祭

には部活動・クラス・有志団体が全力をあげ

て取り組んでおり，生徒会活動の華となって

います。部活動は９種の運動部と１０種の文

化部があり，それぞれ積極的に活動し，実績

をあげています。昨年度は，美術部が第４５

回全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門に

出品，科学部が第７４回宮城県高等学校生徒

理科研究発表会で最優秀賞を受賞しました。 

（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 3 2 6 

短期大学 4 7 6 

専各学校 30 50 33 

就職（県内） 30 33 36 

就職（県外） 10 9 10 

その他 2 5 2 

卒業生計 79 106 93 

 

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，尚絅学院大学，福島学院大学 

 

＜短期大学＞ 

聖和学園短大(2)，東北生活文化大学短大(2)  

 

＜専修各種学校＞ 

気仙沼リアス調理専門学校(3)，東北文化学園

専門学校(2)，仙台こども専門学校(2)，気仙

沼市立病院附属看護専門学校，東北職業能力

開発大学校，大崎市医師会附属准看護学校， 

一関医師会附属一関准看護高等専修学校，気

仙沼高等技術専門校，仙台高等技術専門校，

仙台リハビリテーション専門学校，仙台大原

簿記情報公務員専門学校，仙台総合ペット専

門学校，宮城高等歯科衛生士学院 他 

 

＜就職＞ 

気仙沼信用金庫(2)，気仙沼ほてい(株)(2)，

休暇村協会気仙沼大島(2)，(株)東北フジパン

仙台工場(2)，医療法人華桜会(2)，(株)東北

丸和ロジスティクス(2)，(株)笹川電設(2)，

(株)カクヤス(2)，アイリスオーヤマ(株)，タ

イムカプセル(株)，アサヒサンクリーン(株)，

(社福法)なかつうみ会，(株)みらい造船木戸

浦工場，(株)岡本製氷冷凍工場，白石電気工

事(株)，(株)登米精巧，セコム(株)，(株)ヤ

マダデンキ 他 

 

 

 

本吉響高等学校 

校訓 響生 知性 至誠 

 
 
 

Make Harmony 

このキャッチフレーズには，人や自然と

響き合う心や調和の心，豊かな感性等を身

に付けた人間になってほしいという願い

を込めています。 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：昭和21年 

課程・学科：全日制課程・総合学科 

生徒数：１７９名 

所在地：〒988-0341 

気仙沼市本吉町津谷桜子２番地24 

ＴＥＬ：0226-42-2627 

ＦＡＸ：0226-42-2628 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

hibiki-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

バス（ＢＲＴバス〔気仙沼行き・志津川行き〕本吉駅下車徒歩約

15分）， 

バイク，自転車 

 

 

 

 
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 120 50% 60 50% 60 

 

 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 

  ＜総合学科＞  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 

  ＜総合学科＞ 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 

総

合

学

科 

390点 
※国語，数学，

社会，英語，理

科の全学年の

評定を２倍に

する 

※音楽，美術，

保健体育，技術

家庭の全学年

の評定を４倍

にする 

500点 なし 

890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倍に

する 

300点 
※国語，数学，

英語 各100点

満点 

面接 75点 
※個人面接， 

10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

学科 

出願者数 41 59 88 

合格者数 41 59 87 

 

 

（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  6月 24日 

全年次 
国語･数学･英語･面接 

令和4年  9月 30日 

令和4年 12月 23日 

令和5年  3月 20日 新 2，3年次 

 ※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

  
移動ホームルーム          体育祭  

 

 

 

 

 

  

 

 

 修学旅行          桜が丘祭（文化祭）  

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA朝のあいさつ運動         生徒総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校舎と桜 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


