蔵王高等学校
校訓 自立 創造 友愛
創立：平成８年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：１６８名
所在地：〒989-0851
刈田郡蔵王町大字曲竹字濁川添赤岩１－７
ＴＥＬ：0224-33-2005
ＦＡＸ：0224-33-2034

２ 学校の特色

１ 基本データ
ホームページアドレス：
http://www.zao-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@zao-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
JR 白石駅よりミヤコーバス利用 バス停「曲竹」下車 徒歩５分
JR 大河原駅よりミヤコーバス利用 バス停「曲竹」下車 徒歩５分

短期大学，専門学校，公務
員，民間就職と多岐に渡っ
ており，教育課程はそのす
べてに対応したものになっ
ています。
キャッチフレーズ
大学進学に必要な科目の
「生徒一人一人が主役，個性輝く蔵王高校！」
ほか，就職等将来の進路に
役立つよう福祉・商業の科
本校では，ＭＡＰを活用して仲間づくりをし，生徒各自
目を充実させると同時に，
が目標に向かい，ともに切磋琢磨することで，他者を敬い，
基礎の充実を図る科目（基
個性を重んずる，創造性に富んだ人間を育成します。
本数学など）
，より進んだ
学習を行う科目（数学研究
など）を学校設定科目として開設していま
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
す。これらの選択科目は少人数クラスによ
本校は,平成８年４月に白石女子高等学
る展開で，一人一人をていねいに指導しま
校から宮城県蔵王高等学校として独立し，
す。さらに，習熟度別学習，チームティー
平成１１年４月には仙南地区初の共学の単
チングも取り入れ，ＩＣＴを利活用した学
位制普通高校となりましたが，平成２８年
習にも力を入れています。
度入学生より学年制に移行しました。
この他，蔵王タイム（総合的な学習の時
学校は秀峰蔵王を望む青麻山麓に位置し，
間）では，地域貢献学習「ＺＡＰ（蔵王あ
松川のせせらぎが響き渡る，豊かな自然の
すなろプロジェクト）
」の中で，３年間の学
中にあります。
習で自ら考え，判断し，表現できる人材の
現在の校舎は平成１０年に完成し，モダ
育成を目指しています。
ンな作りで，特別教室・実習室も充実して
なお，本校は介護職員初任者研修の認定
います。体育館は２つあり，その１つには
校として宮城県の指定を受けているため，
国内有数のプロジェクトアドベンチャー用
定められた科目の履修と修了評価テストの
ハイエレメントが設置され，ＭＡＰ（みや
合格により，修了認定を受けることができ
ぎアドベンチャープログラム）の発信地に
ます。平成２８年度の卒業生は９名がこの
もなっています。
資格を修得し，介護職員として活躍してい
ます。
（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
（５）行事・生徒会活動・部活動
別の出願者数・合格者数)
主な行事は，５月／仙南総体，体育祭，
＜前期選抜＞
６月／芸術鑑賞会，県総体，７月／スポー
H29
H28 H27
ツ大会，９月／職場体験（２年）
，１０月／
普通科
出願者数
16
16
21
あすなろ祭
（文化祭）
，
１２月／修学旅行
（２
合格者数
13
15
18
年）,２月／予餞会，３月／学習発表会など
＜後期選抜＞
で，考査は６月，９月，１１月，２月の年
H29
H28
H27
計４回です。
普通科
出願者数
54
57
49
生徒会（あすなろ会）は，自分たちで考
合格者数
50
47
42
え，行動することを目標に，春の体育祭，
夏のスポーツ大会，秋のあすなろ祭（文化
（３）教育方針
祭）
，
さらに日常のあいさつ運動や環境美化
など，活発に活動を行っています。
本校は「自立，創造，友愛」を校訓とし
部活動では，
男女テニス部，
男女卓球部，
て，心豊かで心身ともにたくましく，自ら
男女バドミントン部，男女陸上競技部，硬
学ぼうとする生徒，主体的に問題を解決す
式野球部，バレーボール愛好会などの運動
る能力を身に付け，自己の夢に向かって，
部と，コンピュータ部，美術部，手芸部，
果敢に挑戦する生徒，高い志を持ち，他を
自然科学部，茶道部，華道部，ＪＲＣ，音
敬愛する心を持って，社会に貢献できる生
楽部などの文化部が，日々活動に励んでい
徒の育成を目指します。
ます。
（４）教育課程の特色
本校生の進路は国公立大学，私立大学，

（６）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

H28

H27

H26

5
5
8
短期大学
5
1
3
専各学校
13
22
25
就職（県内）
35
21
32
就職（県外）
1
5
6
その他
1
4
1
卒業生計
60
58
75
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
( )内は人数 (1)は省略
＜大学＞
尚絅学院大学，仙台大学(3)，福島学
院大学
大学

＜短期大学＞
福島学院大学短期大学部(4)，東北生活
文化大学短期大学部
＜専修各種学校＞
国際観光専門学校熱海校，仙台工科専
門学校，仙台スイーツ＆カフェ専門学
校，仙台ビューティアート専門学校，
仙台リゾート＆スポーツ専門学校(2)，
仙台 YMCA 国際ホテル製菓専門学校，
東北工科短期大学校，東北電子専門学
校(2)，東日本航空専門学校，日本デ
ザイナー芸術学院仙台校，福島看護専
門学校
＜就職＞
陸上自衛隊(2),株式会社アオキ,アー
トコーポレーション株式会社(2)，株
式会社伊藤チェーン，扇谷商事株式会
社、株式会社オフィス壱梅，株式会社
銀河警備保障，株式会社クラウンパッ
ケージ(2)，株式会社グリーングリー
ン，株式会社光明社製作所，株式会社
蔵王高原フーズ，ザオー電子株式会社，
佐川急便株式会社，白石ポリテックス
工業株式会社，株式会社セーフティス
テップ，仙台ヨーコー株式会社,高仙
工業，東北乳運株式会社，株式会社
PALTAC，株式会社バルニバービ，株式
会社ピュアスポーツ，宮城丸高株式会
社，株式会社ミヤギタノイ，株式会社
ミドリテクノパーク，医療法人浄仁会
(2)，社団福祉法人桃寿会(4)，社団福
祉法人不忘会(2)，有限会社高南電設

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科

男女８０名

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内（２４名以内）
ロ 出願できる条件
《普通科》
地域社会に貢献し，かつ支えようとする強い意志と高い志
を持ち，本校入学後も学習及び部活動，生徒会活動等に積極
的に取り組もうとする意欲に満ちていることを自己アピール
でき，次の１又は２の(1)～(4)のいずれかの条件を１つ以上
満たしている者
１
中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．０以上
の者【調査書】
２ (1)運動部又は文化部の活動において県大会以上の大会に
出場した者（校外の活動も含むが，大会・コンクール等
に正規のメンバーとしてエントリーされた者に限る）
【調
査書】
(2)２年以上継続して市町村のジュニアリーダーであった
者【添付書類又は調査書】
(3)漢検，英検，数学検定のいずれかで３級以上の資格を
取得している者【添付書類又は調査書】
(4)生徒会活動，各種委員会活動において中心となって活
動したことを自己アピールできる者
◆１の学習成績及び２の(1)～(3)は「資格確認の対象とする
条件」である
ハ 学力検査
国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査
個人面接（配点７５点）１５分

（校舎）

（MAP 体験）

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 ５６名予定
ロ 面接・実技の有無
集団面接
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
５：５
ホ 学科の第２志望
該当なし

（福祉実習）

（４）平成２９年度転編入学試験について
日 程
平成 29 年 12 月まで
平成 30 年 1～3 月

（7 月以降分）
対象学年・年次
試験科目等
全学年・年次
国，数，英，面接
新 2・3 学年
〃

（体育祭）

我が校のＰＲポイント
① 学習にじっくり取り組み，夢を叶えよう！
生徒一人一人に行き届いた親身な指導を行っています。進学指導や資格取得にも力を入れており，サポート体制は万全です。自分の興味・
適性を知り，将来の夢を見つめ，自分に必要な学習・やってみたい学習に取り組める環境が整っています。
② あなたが主役の高校生活！
本校は１学年２クラス（平成２８年度から）の小規模校ですが，学校行事，生徒会活動，部活動などの諸活動は充実しています。発表す
る機会，リーダー・まとめ役になるチャンスもたくさんあります。あなたが主役の高校生活を送れる高校です。
③ 地域貢献学習への取組
総合的な学習の時間で，地域貢献学習「ＺＡＰ（蔵王あすなろプロジェクト）
」に取り組み，３年間の学習の中で自ら考え，判断し，行
動できる能力，また主体的・対話的な深い学びの中で自らの考えを表現できる能力を向上させ，地域に貢献できる人材の育成を目指してい
ます。
④ みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）事業実践校
国内有数のプロジェクト・アドベンチャー用ハイエレメントが設置され，ＭＡＰの発信地にもなっており，仲間づくりに有効な活動に取
り組んでいます。

～蔵王高校で，あなたらしい高校生活を送ろう～

