涌 谷 高 等 学 校
校訓

１ 基本データ

質実・勤敏 謙譲・優雅 自律・協同

創立：大正８年４月
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：４１２名
所在地：〒987-0121
遠田郡涌谷町涌谷字八方谷三・１
ＴＥＬ：0229-42-3331
ＦＡＸ：0229-42-3332

ホームページアドレス：
http://wakuya-h.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@wakuya-h.myswan.ne.jp
主な交通機関
ＪＲ東北本線小牛田駅乗り換え，ＪＲ石巻線涌谷駅下車（ ８分）
涌谷駅より徒歩（２５分）または涌谷町民バス涌谷高校前（１０分）

今年度の本校生徒会スローガンであ
るこの言葉は，全ての涌高生が，高校生
として，清く正しい学校生活を過ごすこ
とで，輝かしい将来に向かって，一致団
結して進んで行く姿をイメージしてい
ます。

◆気仙沼方面からの場合，
会優勝，女子ソフトボール部が大崎支部新
（３）教育方針 ・ＪＲ気仙沼線前谷地駅乗り換え，ＪＲ石巻線涌谷駅下車（７分）
，徒
歩２５分または，涌谷町民バス 人大会優勝，陸上部棒高跳びで東北新人大
涌谷高校前（１０分）
基本的な知識と教養を身に付け，豊かな
宮城交通バス： 宮城大学ゆき 会に出場を果たしたほか，男子新体操部，
桜ヶ丘七丁目東下車 徒歩７分
情操と健やかな身体を備えた人間の育成を
硬式野球部，剣道部などでもめざましい活
目指しています。また，正義と責任を重ん
躍をしています。
じ，公正な判断力とたくましい実践力をも
文化部では，音楽部が平成２７年度宮城
って自己を実現し，社会に貢献できる国民
県大会で金賞，東北大会に出場。書道部が
を育成することに努めます。この教育方針
全国高校総合文化祭に出品するなど全国レ
を実現するため，下記を涌高のミッション
ベルの実力を発揮しています。また，茶華
として掲げています。
道部が「第１７回学校華道インターネット
◎確かな学力を身に付けさせ，生徒の進路
花展」
（池坊華道会主催）
」で全国６,５１２
志望を達成させます。
点の作品の中で最優秀賞を受賞するなど，
◎健やかな心身を育み，
個性の伸長を図り，
数多くの部活動が活躍しています。
涌高生としての自信と誇りを持たせます。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)

◎生徒・保護者・地域から信頼される学校
づくりをします。

２ 学校の特色
キャッチフレーズ

和 ～清く 正しく～

本校は，大正８年（１９１９年）の４月
に，大正デモクラシーの影響による女性解
放の風潮の中，遠田郡立涌谷実科高等女学
校として開校しました。現在では，遠田郡
内唯一の男女共学普通高校で，卒業生２万
人余を有する創立９８年の伝統校です。
学校は，箟岳山麓の豊かな自然に囲まれ
ています。学校の所在地である涌谷町は，
その昔，奈良東大寺の大仏建立に際し，日
本初の産金地として朝廷に金を献上したこ
とでも有名です。学校の近くには黄金山神
社があり，境内には大伴家持の万葉集の短
歌を刻んだ句碑を見ることができます。
キャンパスには，県内高校では屈指の蔵
書を誇る図書館，情報の発信が可能な情報
処理室，８０周年記念事業で建設したトレ
ーニングルーム等の施設があります。
また，
広大な校庭に陸上トラック，野球，サッカ
ー，ソフトボールの専用グランド，テニス
コートがあり体育施設も充実しています。
勉学やスポーツ，多彩な文化的活動と，充
実した高校生活を送るのに最適な環境です。
平成１６年には校舎の改修工事が完了し，
現在は耐震化された校舎となっています。

（４）教育課程の特色
幅広い学力を有し，心身ともに健全で調
和のとれた人間形成のために，以下のよう
な特色ある取組をしています。
①全学年で，基礎・基本を重視し，基礎学
力の向上を目指して指導しています。習
熟度別授業の展開のほか，一昨年度から
学習サポーター制度を導入し，きめ細か
な学習支援体制で実施しています。
②３学年では，大学や専門学校への進学，
就職等の進路に対応した選択科目を複数
設定し，多様な進路に応じた学習ができ
るようにしています。
③音楽・美術・書道では，豊かな芸術教育
と部活動を行い，感性を磨きそれぞれの
個性を伸ばすことができるよう指導して
います。
≪３年１組のある日の時間割≫
１校時
政治・経済
２校時
古典 B
３校時
選択Ⅰ群
４校時
物理
［昼休み］
５校時
教養芸術（音・美・書）
６校時
コミュニケーション英語Ⅲ

（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＞
普通科

出願者数
合格者数

H29
67
48

H28
66
48

H27
56
48

H29
88
84

H28
70
67

H27
104
99

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会執行部を中心に，７月の体育祭，
８月の涌高祭（文化祭）など，全校一丸と
なって各種行事に取り組んでいます。さら
に「涌高ふれあい隊」という生徒会を中心
としたボランティア活動を行い,平成１９
年に全国表彰，平成２６年には「すばらし
いみやぎを創る協議会」から優秀賞を受け
ています。
部活動も盛んに行われており，運動部で
は，男女ソフトテニス部が大崎支部新人大

（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
国公立大学
0
1
1
国公立短大
0
1
0
私立大学
10
23
18
私立短大
10
9
11
専門各種学校
45
35
58
公務員
2
0
1
就職
55
67
55
その他
1
1
0
卒業生計
123
137
144
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＞
東北学院大(2)，石巻専修大(2)，東北文
化学園大(2)，仙台白百合女子大，城西大
東北福祉大，ヤマザキ学園大
＜私立短大＞
仙台青葉学院短期大, 宮城誠真短期大
(6)，桜の聖母短期大，聖和短期大，東北
生活文化短期大
＜専修各種学校＞
仁愛看護福祉専(2)，花巻高等看護専，山
形厚生看護学校，石巻医師会附属准看護
学校，仙台医療福祉専(3),県立石巻高等
技専(3)，仙台医療秘書福祉専，仙台保健
福祉専，仙台リハビリテーション専(3)，
東北文化学園専(2)，
花壇自動車整備大学
校(5)，東北電子専(4)他
＜就職＞
宮城県警，自衛官，アルプス電気，ウジ
エスーパー,トヨタ自動車本社 ，トヨタ
自動車東日本，ヨークベニマル，アイリ
スオーヤマ,ヤマセエレクトロニクス，
YKKAP 東北製造所，東北ライト製作所,山
大，東亜レジン 他

３ 入試情報
（１）募集定員
全日制課程 普通科

男女１６０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（４８名以内）
ロ 出願できる条件
将来の進路について社会の発展に貢献できるような明確な目標
をもち，何事にも意欲的に取り組み，特に学習とその他の活動（生
徒会活動，スポーツ活動，文化活動，社会活動，ボランティア活
動等）の両立に向けて努力する生徒で，次の１の条件を満たして
いること，なおかつ，２～４のいずれかの条件を満たしているこ
とを自己アピールできること。
１ 全教科の学習成績が良好である生徒
２ 生徒会活動，部活動において，リーダーシップを発揮して
中心的な役割を果たし，高校入学後も意欲的に活動しようと
する意思のある生徒
３ 部活動等において熱心に活動し，高校入学後に本校の部活
動でも意欲的に活動しようとする意思のある生徒
４ ボランティア活動，ジュニアリーダーの活動など，文化的・
社会的活動に積極的に取り組み，高校入学後も意欲的に活動
しようとする意思のある生徒
ハ 学力検査

校舎遠望

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分程度
・志願理由書の内容等を中心に志望動機や高校生活への展望，
将来の進路等についての質問を行う。
・志願理由書の内容に基づいた自己アピールを含む。

支部総体壮行式

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
１１２名（予定）
ロ 面接・実技の有無
なし
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

読み聞かせボランティア

ホ 学科の第２志望
該当なし

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
平成 29 年 7 月～12 月 随時
平成 30 年 3 月 随時

試験科目等
国･数･英･面接
国･数･英･面接

対象学年
全学年
新 2･3 年

４ 写真で見る学校生活

涌谷高校は，生徒一人ひとりが輝ける学校です。
①基礎から応用までの学力を養います。１，２年生で基礎とな
る学習をしっかり行い，３年生では進路に応じて，理系・文
系クラス等に分かれて学習をします。
②進路希望にあった多様な進路指導を行い，
生徒一人ひとりの
夢を叶えます。また、総合的な学習の時間では職場体験，進
路ガイダンスなど充実した企画が行われるとともに，
大学進
学，専門学校，就職とそれぞれにあったサポートが充実して
います。
③生徒一人ひとりが活躍できる場があります。
「涌高ふれあい
隊」というボランティア活動，全国レベルを目指す運動部，
文化部があり，高校生活で輝ける場があります。
④安全・安心な高校生活を提供し，一人ひとりを大切にする，
和やかな雰囲気があります。生徒・先生の信頼の上に立った，
教育相談体制が整っています。兄弟姉妹が入学して巣立って
いく例も数多く，本校の歴史と伝統を育み，落ち着いた雰囲
気を作り出しています。

進路ガイダンス

