中新田高等学校
校訓 自主 誠実 協和

１ 基本データ

創立：昭和４８年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：３３６名
所在地：〒981-4294
加美郡加美町字一本柳南 28
ＴＥＬ：0229-63-3022
ＦＡＸ：0229-63-3023

ホームページアドレス：
http://www.nakani-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@nakani-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
宮城交通バス：中新田西町停留所 徒歩５分
ＪＲ陸羽東線：西古川駅 車で１５分
＜後期選抜＞

２ 学校の特色
普通科

出願者数
合格者数

キャッチフレーズ

本校は今年度創立 4５年目を迎え，地域
の学校としての期待が益々高まっていま
す。その期待に応えるため，さらなる学力
の向上と進路の実現，そして部活動・学校
行事等による人間的成長を図るための努
力を続けていきます。また，本校スローガ
ン「Active 中高 Innovation（ｱｸﾃｨﾌﾞ・な
かこう・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）～中高の自主的・積極
的な変革～」をとおして，教育目標を達成
するために，生徒一人一人に対応したきめ
細やかな指導と支援を行うことが一層大
事であると考えます。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
遙か船形連峰を望み，銀鱗躍る若鮎が遡上
する鳴瀬川のほとりに，普通科・商業科併設
の男女共学校として創立されました。加美町
の豊かな自然環境とバッハホールを中心とし
た音楽の町で，学習に，行事に，部活動にと，
バランスのとれた教育活動を展開していま
す。
卒業生は約７千名にも及び，地元のみなら
ず県内各地において幅広い分野で活躍し，厚
い信頼と高い評価を得ています。
現在も進学や就職など進路目標の達成に向
けて，地域に根ざした学校として充実した教
育を実践しています。
（２）設置学科等(過去の前後期選抜別の
出願者数・合格者数)
本校は，平成２７年度から普通科一括募集
とし，２年次から興味や進路に応じて選択す
る「類型制」となりました。
（詳しくはこの後
の「
（４）教育課程の特色」を参照してくださ
い。
）
＜前期選抜＞
出願者数
合格者数
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（３）教育目標・教育方針

“Active 中高 Innovation”
～中高の自主的
・積極的な変革～

普通科

H29
81
77

H28
78
36

H27
67
36

【教育目標】
平和で文化的な民主社会を主体的に形成し
てゆく人間を理想とし，
次の目標を掲げます。
○心身ともに健康で，自ら学ぶ姿勢をもった
情操豊かな人間を育てる。
○自然と仲間と労働を愛する人間を育てる。
○地域社会の発展に貢献しうる実践力をもっ
た人間を育てる。
○国際的視野に立って進展する社会を生きて
ゆく資質をもった人間を育てる。
【教育指導方針】
○生徒の個性を尊重し，教師・生徒の相互信
頼の上に立って，個人の能力を十分に引き
出すよう努める。
○広く地域や社会の動きに目を向けさせ，自
主性をもって行動できる生徒の育成を目指
す。
○社会生活上必要な基本的生活習慣の指導に
あたっては，各学年の特性を配慮し，あら
ゆる場面をとらえて行う。
（４）教育課程の特色
本校は，１年次は共通科目履修，２・３年
次は４つの類型に分かれて学習を行う「類
型制」を行っています。各類型の特色は次の
とおりです。
【文型】文系科目を重点的に学び，主に大学
文系学部，保育・介護・福祉関係へ進学
できる人材の育成を目指す類型。
【理型】理系科目を重点的に学び，主に大学
理系学部，看護・医療・栄養関係へ進学
できる人材の育成を目指す類型。
【商業型】商業の各種検定を取得し，それら
の資格・能力を活用しながら将来社会で
活躍できる人材または商業系へ進学で
きる人材の育成を目指す類型。
【情報型】コンピュータやコミュニケーショ
ン能力を養成しながら，今後の知識基盤
型社会において知識や情報を処理活用
できる人材または情報系へ進学できる
人材の育成を目指す類型。
また，１・２年生で毎週１時間実施される
学校設定教科「キャリアプラン」では，イン
ターンシップ等の校外体験実習や進路ガイダ
ンス等を通して，将来のライフプランを設計
し，レポートやディスカッション・プレゼン

テーション等の能力を重点的に磨きます。社
会で働き，生きていくために必要な人間力・
総合力を，２年間時間をかけてじっくり養成
します。
（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会を中心に，文化祭などの各行事を
自主的に企画･実行しています。
生徒会行事と
しては，７月に球技大会，９月に本校最大の
イベントである中高祭，さらに３月には，体
育館を会場にクラス対抗で行う校内百人一首
カルタ大会などがあります。
部活動も，運動部・文化部ともに，意欲的
に活動しています。
平成２８年度はカヌー部，
空手道部，ワープロ部が全国大会に出場しま
した。特にカヌー部は，インターハイ・文部
科学大臣杯日本カヌースプリント選手権・国
体等の全国大会で常に好成績を残しています。
また，火伏せの虎舞で有名な初午まつり・鍋
まつり等の地域イベントにも積極的に参加し，
社会貢献活動にも力を入れています。
（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

大学
短期大学
専各学校
就職（県内）
就職（県外）
その他
卒業生計

H28

H27

H26

16
10
21
46
3
1
97

11
3
34
56
2
1
107

22
8
24
56
3
3
116

主な進路先（平成２９年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 （1）は省略。
【４年制大学】宮城学院女子大(4)・東北文化
学園大(3)・東北学院大(2)・仙台白百合女子
大 (2)・東北福祉大・東北工業大・仙台大・
東北生活文化大・石巻専修大
【短期大学】宮城誠真短大(4)・聖和学園短大
(3)・山形県立米沢女子短大・仙台青葉学院短
大・東北生活文化短大
【専修各種学校】気仙沼医師会附属高等看護
学校・水沢学苑看護学校・大崎市医師会付属
准看・仙台高等技術・仙台医療福祉(3)・仙台
大原簿記・仙台医療秘書(2)等
【就職】仙台銀行・トヨタ自動車東日本・ト
ヨタ紡績東北・ＹＫＫＡＰ東北(3)・加美電子
工業(2)・宮崎工業(3)・ファイブフォックス・
イオンスーパーセンター・ウジエスーパー・
共伸プラスティック・白石食品・ホテル松島
大観荘・加美よつば農協(2)・日本郵便(株)
東北支社・大崎市職員・宮城県警察(2)等

４ 写真で見る学校生活

３ 入試情報

校
舎
正
面

（１）募集定員
普通科

男女 １２０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）
ロ 出願できる条件
次の１と２を自己アピールでき，３の条件を満たしていること。
１ 学習意欲があり，明確な目的意識をもって本校への入学を強く望
んでいる者
２ 基本的な生活習慣が身に付いており，社会的なきまりを守り，他
を思いやる心や向上心に富んだ者
３ 次の(1)～(4)の条件を１つ以上満たしている者
(1) 中学校において，学級活動，生徒会活動，学校行事，部活動の
いずれかでリーダーシップを発揮して活動した実績をもつこと
を自己アピールできる者
(2) 中学校やクラブ・スポーツ少年団等における体育・スポーツ活
動において，団体種目でレギュラーとして県大会以上の大会へ
出場した者，又は，個人種目で県大会以上の大会へ出場した者
【添付書類又は調査書】
(3) 中学校や個人における文化・芸術活動において，県大会以上の
コンクールやコンテストに出場・出品した実績のある者
【添付書類又は調査書】
(4) 漢検・英検・数学検定のいずれかにおいて，３級以上の資格を
取得した者
【添付書類又は調査書】

球
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大
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百
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◆３の(2)～(4)は「資格確認が必要な条件」です。
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） １０分
＊中学校時代に頑張ったことや高校入学後の生活について
質問します。また，高校卒業後の進路について，現在考
えていることについて質問します。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
接
骨
院
）

（３）後期選抜について
イ 学科別の募集人数
普通科 ８４名（予定）
ロ 面接・実技の有無
ハ 傾斜配点の有無
ニ 調査書点と学力検査点の比重
ホ 学科の第２志望
該当なし

なし
なし
４：６

我が校のＰＲポイント
（４）平成２９年度転編入学試験について
（７月以降分）
日程
７月～９月・随時
１０月～１２月・随時
１～３月・随時

対象学年
全学年
１・２年
新２・３年

試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接

「“Active 中高 Innovation” ～中高の自主的・積極的変革～」
のスローガンにもとづき，本校はここ数年，
（１） 加美町初午祭ボランテｲアや福祉まつりボランティアへの
参加
（２） 平成２８年度 カヌー部の活躍
インターハイ２００ｍカヤックペア第２位
文部科学大臣杯日本カヌースプリント選手権５００ｍ
カヤックフォア優勝
（３） 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業研修協力校
（４） 志教育推進事業 普通科・キャリア教育研究推進校
など，生徒・教職員一丸となって，教育活動に使命感を持ち，実
績をあげてきました。生徒・教職員は，自分の役割と使命をさら
に一層自覚し，教育活動に励んでまいります。

