
 
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は，県内初の三部制・単位制高校とし

て開校し，１８年目を迎えました。 

本校の特色は，三部制という多部制形態の

定時制高校であることです。単位制とは，学

年による区分を設けず，決められた単位数を

修得すれば卒業できる制度です。進路や興味

関心に応じた科目を選択し学習できることや，

学年の区分がなく各自のペースで学習に取り

組めるなどの利点があります。本校はこの２

つの特徴的な制度を併せ持つ昼夜間連続１２

時間開講型の完全単位制高校です。 

本校では，９時００分から２０時３５分ま

で常時科目を開設しています。Ⅰ部の生徒は

「午前」に，Ⅱ部の生徒は「午後」に，Ⅲ部

の生徒は「夜間」に，それぞれの時間帯で必

履修科目の授業を受けるため，生徒の生活パ

ターンなどに合わせた科目の履修が可能です。

また，各部に在籍している生徒が，自分の所

属する部以外で開設されている選択科目を履

修できることから，３年間で卒業することも

可能です。 

 主な施設は３階建ての校舎棟と特別教室棟，

講堂，体育館で，いずれも防音施設です。こ

の他，食堂兼談話室や会議室を備えた東棟と

美術・陶芸専用の美術棟があり，グラウンド

には夜間照明が設置されています。 

 

（２）教育方針 

 自ら主体的に学ぶとともに，豊かな人間性

を育み，自立した人間として自信と誇りを持

って，進んで社会に貢献する人材を育成する。 

(1) 生徒一人ひとりの主体性を尊重し，多様

な学習形態に対応する。 

(2) 基礎・基本を重視し，個として自立する

ための確かな学力を身に付けさせる。 

(3) 芸術科目を始めとする情操教育を充実

し，豊かな感性を育む。 

(4) ボランティア活動や福祉科目を重視し，

他を思いやる心を育成する。 

(5) 心身の健全な発達を促し，主体的に正し

い判断ができる力を身に付けさせる。 

(6) 自己理解を深めさせ，自己を表現して相

手に伝える能力を育成する。 

(7) 自己の在り方・生き方を考えさせ，確か

な進路実現を目指す。 

(8) 地域に開かれた学校づくりを行う。 

 

（３）教育課程の特色 

カリキュラムは大学受験から就職まで，一

人一人の様々な進路希望に対応できるように，

約２００の講座が開設されています。これは

県内トップレベルです。このことにより，進

路希望や興味・関心に合った自分だけの時間

割を組むことができます。国語，数学，英語

では習熟度別学習を行っている授業があり，

ほとんどの科目が少人数で行われていること，

感性豊かで人に優しい穏やかな心を持った人

材を育てるため,芸術科目・福祉系科目が充実

していることなどが特色として挙げられます。 

このほか夏季休業中に，石巻専修大学との

連携により，５日間大学の講義を集中的に受

けられ，本校の卒業単位として認められます。

また，東京を拠点とするプロの劇団による演

劇特別授業を実施し，自己表現力を高めてい

ます。『演劇特別授業』は自己表現力の向上を

目指した本校目玉の授業です。プロの劇団員

の指導を受けながら，４日間で劇を作り上げ

て最終日に生徒等対象公演を行っています。 

我が校のＰＲポイントとしては、きめ細か

なガイダンスを実施し，生徒の学習ニーズに

合わせた学習スタイルを提供していることで

す。遠距離通学も可能です。 

単位制であるため学年や進級という考えは

なく，所定の単位を修得すれば３年で卒業で

きます。生徒は学習計画を作成し，これに応

じた各自の時間割を組みます。また，学年が

なくクラス単位での活動もほとんどないため，

最も大学に近いシステムと言えます。 

また,細かな校則や制服はありません。開校

以来「社会のルールが学校のルール」として

きました。チャイムも鳴りません。授業変更

や連絡事項等は，生徒昇降口と食堂兼談話室

設置の情報ＴＶで確認できます。自主的に行

動する力が身に付きます。 

東松島高校には“力をつけて進路実現”に

応えるシステムがあります。オープンキャン

パス等については,ホームページをご覧くだ

さい。温かな雰囲気の中で学校生活を実感で

きます。 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

部活動は運動部，文化部ともに活動したい

生徒が集まって申請する｢この指止まれ！｣方

式をとっています。今年度は３つの運動部と

８つの文化部（ボランティア部,手芸部，写真

部,音楽部,器楽部,ゲーム部,TRPG 部,ダンス

部）が活動し，各種大会やコンクール，イベ

ント等にも積極的に参加する予定です。また，

ボランティア部は積極的に地域での福祉・奉

仕活動などを行います。｢この指止まれ！｣方

式は東松祭（文化祭）やスポーツフェスティ

バル（体育大会）にも取り入れられており，

「実行委員やりたい人集まれ！」のかけ声の

下，多くの生徒が集まり各行事を盛り上げて

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 1 5 1 

短期大学 1 1 0 

専各学校 8 7 6 

就職（県内） 19 19 23 

就職（県外） 5 0 1 

その他 12 9 22 

卒業生計 46 41 53 

 

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 

＜短期大学＞ 

宮城誠真短期大学 

＜専修各種学校＞ 

戸田中央看護専門学校,東北電子専門学校(2),

仙台大原簿記情報公務員専門学校,花壇自動

車大学校,日本デザイナー芸術学院,仙台医療

福祉専門学校,代々木アニメーション学院 

＜就職＞ 

有限会社森山自動車,株式会社東北ライト工

業,株式会社山形メイコー石巻工場,株式会社

サンデリカ仙台第二事業所,石巻ロイヤル病

院,株式会社 TDK 秋田,株式会社海心フーズ,

株式会社東北テレメディア開発,株式会社ブ

リヂストン,株式会社オイタミート,株式会社

愛さんさんビレッジ,株式会社サンエスブリ

ーディング,株式会社東洋メビウス,社会福祉

法人向陽会,株式会社こだま,株式会社あいの

や,株式会社よつばファーム,株式会社コウノ

イケ・スカイサポート,株式会社佐川急便,株

式会社東洋富士製作所,株式会社ゆいっこ,株

式会社アミノ[うまい鮨勘],株式会社ダイケ

ン 

 東松島高等学校 

教育理念「人に優しい人づくり」 

 
 
 
 

生気潑剌とした生徒の育成 

あったかいね！ひがまつ。 

～三部制・単位制・定時制高校の 

特色を生かして～ 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：平成17年 

課程・学科：定時制課程・普通科 

生徒数：206名 

所在地：〒981-0503 

     東松島市矢本字上河戸１６ 

ＴＥＬ：0225-82-9211 

ＦＡＸ：0225-82-2021 

ホームページアドレス： 

https://higashi-matsushima.myswan.ed.jp 

電子メールアドレス： 

  higashi-matsushima@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

  JR仙石線 矢本駅より徒歩５分 

  自動車 三陸自動車道 矢本 ICより５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 

 普通科 

 Ⅰ部 
40 10% 4 90% 36 

普通科 

Ⅱ部 
40 10% 4 90% 36 

普通科 

Ⅲ部 
40 10% 4 90% 36 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科Ⅰ部＞  共通選抜 → 特色選抜 

  ＜普通科Ⅱ部＞  共通選抜 → 特色選抜 

＜普通科Ⅲ部＞  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Ⅰ～Ⅲ部のうち、他部のいずれか一つの部。 

 

 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Ⅰ～Ⅲ部＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ３：７ 

 

特色選抜 

  学力検査点及び調査書点を合計した点数を基に，面接の結果や調査

書の記載事項を用いて，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

Ⅰ

～

Ⅲ

部  

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,

保体,技家の全

学年の評定を 

４倍にする 

 

375点 
※全教科の点

数を 0.25 倍す

る 

面接 

4段階評価 

（A～D） 
※個人面接, 

15分程度 765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

Ⅰ

～

Ⅲ

部 

135点 なし 面接 

4段階評価 

（A～D） 
※個人面接、 

 15分程度 

135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 

普通科 

Ⅰ部 

出願者数 26 29 34 

合格者数 25 29 31 

普通科 

Ⅱ部 

出願者数 26 21 20 

合格者数 23 21 19 

普通科 

Ⅲ部 

出願者数 5 9 11 

合格者数 3 8 9 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

 

日 程(転入) 対象学年 試験科目等 

令和4年6月～12月随時 全年次 国（含作文）,数・英,

面接 令和5年 3月 23日 新 2,3年次 

日程(編入)  試験科目等 

令和5年 3月 23日 (*1) 国（含作文）,数・英,

面接 

（＊１）19単位以上の単位を修得している人が対象です。 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

３ 入試情報 

 

校舎風景 

  

４ 写真で見る学校生活 

 

東松祭 

 

スポーツフェスティバル 


