松島高等学校
校訓 自律 友愛 創造

１ 基本データ

創立：昭和２３年
課程・学科：全日制課程・普通科，観光科
生徒数：５８５名
所在地：〒９８１-０２１５
宮城郡松島町高城字迎山三－５
ＴＥＬ：０２２-３５４-３３０７
ＦＡＸ：０２２-３５４-５８４７

ホームページアドレス：
http:// www.matsushima-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
matsushima-h@matsushima-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
JR 東北本線 松島駅より徒歩 15 分
JR 仙石線 高城町駅より徒歩 10 分

２ 勤労と責任を重んじ，平和を尊び他を思
いやる友愛の精神にみちた人間を育成する。
３ 自らの個性を磨き，豊かな文化を探究す
る創造の精神をそなえた人間を育成する。

２ 学校の特色

（４）教育課程の特色

前進松島！リニューアル松高
松島高校は,平成２６年度に観光科を新
設し４年目となります。
教育課程を一新し，地域と積極的に連携
し，外部機関と連携した学習や課題探求型
体験学習等の様々な学習活動を展開し，
「社会に貢献できる人間」の育成を目指し
ています。
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は，昭和２３年に宮城県塩釜高等学校
定時制課程松島分校として創立されました。
のちに松島町立の宮城県松島高等学校となり，
昭和４３年，
松島町から宮城県に移管された。
平成２６年４月に観光科が設置され,現在に
至っています。
昭和２７年３月，第１回卒業生を送り出し
てから平成２９年３月までに，１０，７８９
名の同窓生を数え，平成３０年には創立７０
周年を迎える歴史と伝統を持つ学校です。
現在は各学年５学級，
全１５学級からなり，
校訓「自律・友愛・創造」のもとに，生徒一
人一人が自分の目標に向かって積極的に学校
生活に取り組む，活力ある学校です。

平成２６年度に学科改編を行い、各学年普
通科３クラス,観光科２クラスとなりました。
観光科では，観光を学習素材として体験的
な学習を通して，人との関わりの中からコミ
ュニケーション能力を身に付け，おもてなし
の心を学びます。また，地元を知り，郷土愛
を持ち，地元活性化のために即戦力となる人
材の育成を目指します。そして，ホテル実習・
観光施設実習・ガイド実習・ボランティア活
動・サービスマナー講習等を通して，他を思
いやる心を養い，観光業界で働くスペシャリ
ストから高度な知識と技術を学びます。
普通科は，生徒一人一人の進路希望に応じ
た指導を展開し，進学を目指すカリキュラム
になります。１年次では基礎基本をしっかり
学び，２・３年次では興味・関心や希望進路
に応じて科目を選択します。
特に３年次には，
進路目標の達成に向けて，多様な選択科目を
設定しています。
数学・英語については，基礎学力を高める
ために習熟度別学習を導入するなど，指導内
容・方法を工夫しています。
（５）行事・生徒会活動・部活動

（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
出願者数
合格者数
観光科

出願者数
合格者数

H29
127
36
47
32

H28
84
36
60
24

H27
143
36
43
24

H29
165
84
62
48

H28
157
84
74
56

H27
168
84
82
56

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

観光科

出願者数
合格者数

（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)

キャッチフレーズ

普通科

行われる行事等へ参加しており，各方面から
高い評価を得ています。

（３）教育方針
１ 自ら学ぶ意欲と能力を高め，社会の変
化に主体的に対応できる自律の精神を
もった人間を育成する。

本校の多くの行事は生徒会が中心となって
実施されます。
松高魂がぶつかり競い合う
「体
育祭」
，
環境美化のボランティア活動をしなが
ら松島町内を歩く「歩け歩け大会」
（平成２１
年度に国土交通大臣表彰）
，
そして最大の行事
といえる「松高祭」などがあります。いずれ
の行事も全校生徒が積極的に参加し，大いに
盛り上がります。
部活動も盛んで，運動部では，野球部が平
成２６年度秋季東北地区高校野球宮城県大会
で３位に入賞し，東北地区大会に出場しまし
た。その結果，第８７回選抜高校野球大会２
１世紀枠候補校として東北地区高野連から推
薦されました。また，多くの部が県大会に出
場する力をつけており，県上位入賞を目指し
て日々活発に活動しています。文化部も運動
部に劣らず活躍しており，ダンス部は数多く
の地域イベントに参加し好評を博していると
ともに，全国大会にも出場しています。観光
科が全員所属するボランティア部も地域貢献
をモットーに，ボランティアガイドや各地で

進

路

H28

H27

H26

17
13
22
短期大学
5
7
12
専各学校
49
63
47
就職（県内）
108
94
75
就職（県外）
4
2
23
その他
7
9
9
卒業生計
190 188 188
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 （1）は省略。
＜私立大学＞
宮城学院女子大学(2),尚絅学院大学,聖和学
園短期大学,石巻専修大学(2),仙台青葉学院
短期大学(4),仙台大学(3),東北学院大学(2),
東北工業大学(3),東北文化学園大学(3),目白
大学
大学

＜専修各種学校＞
SENDAI 中央理容美容専門学校(4),葵会仙台
看護専門学校(3),塩釜医師会附属准看護学院
(2),花壇自動車大学校(3),宮城県立仙台高等
技術専門校(5),仙台コミュニケーションアー
ト専門学校(3),仙台ビューティーアート専門
学校(3),仙台リゾート＆スポーツ専門学校
(2),仙台医健専門学校(2),仙台医療秘書福祉
専門学校(2),仙台医療福祉専門学校(2),仙台
工科専門学校(2),仙台総合ペット専門学校
(2),仙台理容美容専門学校(2),専門学校デジ
タルアーツ仙台(2) 他
＜就職＞
ANA FESTA (株),アイリスオーヤマ(株),お茶
の井ヶ田(株),トヨタ自動車東日本(株),(株)
アミノ［うまい鮨勘］(3), (株)フジ・コーポ
レーション,(株)ホテル佐勧, (株)やまや
(2),(株)菓匠三全,(株)金沢村田製作所仙台
工場,(株)江陽グランドホテル, (株)松島蒲
鉾本舗,(株)仙台三越, (株)日の丸ディスプ
レー仙台,山崎製パン(株),宗教法人瑞巌寺,
松島国際観光(株)ホテル松島大観荘(4),仙台
ターミナルビル(株)[メトロポリタンホテ
ル](3),仙台農業協同組合(2),(有)岩沼屋ホ
テル, (株)九重本舗玉澤 他

３ 入試情報
（１）募集定員
普通科
観光科

男女１２０名
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（３６名以内）
観光科
定員の４０％以内（３２名以内）
ロ 出願できる条件
≪普通科≫
次の１，２の全ての条件に該当していることを自己アピールできる
者で，かつ３の条件を満たす者

ニ 調査書点と学力検査点の比重
５：５
ホ 学科の第２志望
該当あり
○ 普通科・・・観光科を第２志望とすることができる。
○ 観光科・・・普通科を第２志望とすることができる。
（４）平成２９年度転編入学試験について
日程
平成 29 年 7 月 14 日
平成 29 年 12 月 15 日
平成 30 年 3 月 16 日

対象学年
全学年
全学年
新 2・3 年

試験科目等
国・数・英・作文・面接
国・数・英・作文・面接
国・数・英・作文・面接

４ 写真で見る学校生活
１ 将来について目的意識を持ち，入学後は学習や部活動・学校行事
に積極的に参加する意欲，能力，適性を有し，他者を尊重すること
のできる者
２ 基本的な生活習慣が身に付いている者
３ 中学校の活動で下記（１）～（３）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３．２以上の者
【調査書】
（２）全県レベル以上の大会に出場し活躍した者
【添付書類又は調査書】
（３）郡市レベルの大会で，運動部は団体３位以上・個人８位以上，
文化部は最優秀賞・優秀賞・金賞以上の活躍をした者（ただし，
仙台市については区レベルの大会で，
上記以上の活躍をした者）
【添付書類又は調査書】
◆３の（１）～（３）は，
「資格確認の対象とする条件」である
≪観光科≫
次の１，２の全ての条件に該当していることを自己アピールできる
者で，かつ３の条件を満たす者

校舎風景

制 服
観光科 田植え

１ 観光・サービスに強い関心を抱き，将来地域社会の担い手として
貢献しようという意思のある者
２ 基本的な生活習慣が身に付いており，入学後は学習や部活動・学
校行事・ボランティア活動に積極的に参加する意欲，能力，適性を
有し，他者を尊重することのできる者
３ 中学校の活動で下記（１）～（３）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３．２以上の者
【調査書】
（２） 全県レベル以上の大会に出場し活躍した者
【添付書類又は調査書】
（３）郡市レベルの大会で，
運動部は団体３位以上・個人８位以上，
文化部は最優秀賞・優秀賞・金賞以上の活躍をした者（ただし，
仙台市については区レベルの大会で，
上記以上の活躍をした者）
【添付書類又は調査書】
◆３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
普通科
個人面接（配点 ７５点） １０分程度
観光科
集団面接（配点 ７５点） ２５分程度
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
８４名
観光科
４８名
ロ 面接・実技の有無
各学科とも なし
ハ 傾斜配点の有無
各学科とも なし

歩け歩け大会
野球部

ハワイ研修旅行（観光科）

沖縄修学旅行（普通科）

我が校のＰＲポイント
< おもてなしの心をはぐくむ >
松島高校では，観光科も普通科も，相手を思いやる心（おもて
なしの心）をはぐくみ，地域社会に貢献できる人材を育成します。
生徒たちは授業，生徒会活動，部活動などを通し活発に社会貢献
を行っています。
「自律・友愛・創造」の校訓のもと，皆さんとの出会いを大切
にし，皆さん一人一人の夢の実現を力強くサポートします。希望
進路の達成を第一に考えたきめ細かいカリキュラムを通し，進
学・就職ともに希望進路達成率１００％を目指した指導を行って
います。
あなたの進路希望を松島高校で叶えてみませんか! 松島高校で
しかできないことを，未来に向けて，共に歩み，夢をつかみ取り
ましょう。

