登米高等学校
1 基本データ

校訓 誠実 勤勉 進取
創立：大正９年４月１日
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：３９６名
所在地：〒987－0702
登米市登米町寺池字桜小路３
ＴＥＬ：0220－52－2670
ＦＡＸ：0220－52－2671

ホームページアドレス：
http//www.tome-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@tome-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ気仙沼線柳津駅より登米市市民バス循環津山線 「登米総合支所」下車 徒歩５分

２ 学校の特色
キャッチフレーズ
to me
地域を支える人材育成のため，登米高校は
良き伝統を継承して，新たな歴史の創造へと
動き出しました。
夢実現のため，登高生は，授業や部活動，
生徒会活動に全力で取り組んでいます。
登米高校は，頑張るみんなを，あらゆる面
で，全力で応援します。
ここは，みんなが夢を叶えることができる
高校です。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
登米高校は，登米伊達氏２万１０００石の
城下町，
「みやぎの明治村」として名高い登米
市登米町にある。創立は大正９年４月，登米
町立実科高等女学校として誕生した。大正１
５年，県への移管で宮城県立登米高等女学校
と校名を改めた。昭和２３年の学制改革に伴
い,宮城県登米高等学校に改称。翌昭和２４年
には，男女共学校となった。昭和４５年には
商業科が設置され，商業科を併設する普通高
校として４０年以上地域に親しまれてきたが，
再編統合により商業科の入学生募集は平成２
６年度が最後となった。平成２９年度には普
通科のみの高校となった。
（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

H29

H28

H27

出願者数

78

88

59

合格者数

36

36

36

H29

H28

H27

＜後期選抜＞

普通科

出願者数

92

105

65

合格者数

84

84

65

（３）教育方針
１ 生徒の志望を達成させる教育
２ 社会人として自立できる人間づくり
３ 生徒，保護者,地域から信頼される学校づ
くり
（４）教育課程の特色
平成２５年度から実施している教育課程

は，基礎・基本をおさえ，社会人としての自
立と多様な希望進路を実現するための学力の
定着を目指しています。
１年生で各教科をバランスよく学習した後，
２年生からは進路希望，適性，興味・関心な
どに応じて，文系と理系の類型に分かれ,さら
に３年生からは文系Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・理系の４つ
の類型に分かれて，それぞれの類型の特色を
生かした授業を選択することが出来ます。
文系Ⅰは，民間企業への就職希望者向けで，
商業の科目を学ぶことで，商業系の資格を取
得することも可能です。
文系Ⅱは，公務員および専門学校・各種学
校への進学希望者向けです。
文系Ⅲは，文系大学への進学希望者向けで,
国公立大学への進学に対応する科目も学習し
ます。
理系は，理系大学および理系の専門・各種
学校・医療系学校希望者向けで，数学と理科
に重点をおいて学習します。
（５）行事・生徒会活動・部活動
ア 行事
４月：入学式・対面式・実力テスト
５月：生徒総会
６月：第１期考査
インターンシップ（１学年）
７月：芸術鑑賞・球技大会
８月：登高祭
９月：生徒会役員選挙，第２期考査
１０月：生徒総会・体育祭
１１月：第３期考査
１２月：修学旅行（２学年）
１月：第４期考査（３学年）
新春百人一首カルタ会
２月：第４期考査（１，２学年）
３月：卒業式
イ 生徒会活動・部活動
伝統的に部活動は運動部・文化部ともに
盛んに活動している。
〈運動部〉ソフトテニス,バスケットボール,
バレーボール（女）,陸上競技,卓球,硬式野
球,バドミントン,サッカー（男）
，カヌー
平成２８年度は，カヌー部がインターハ
イ・国体出場したのを筆頭に，各種大会で
好成績を収めている。また，ジュニア世界
選手権日本代表にも選出されている。
野球部は５年ぶりに夏の選手権大会ベス
ト８の成績を収めた。
〈文化部〉茶華道（茶道）,吹奏楽,美術,写
真,情報文化,軽音楽

吹奏楽部が，夏の吹奏楽コンクール宮城
県大会において４０年ぶりの金賞を獲得，
定期演奏会の開催やコンクールへの参加，
茶華道部は近隣の介護施設や地域の行事に
参加するなど，地域に密着したさまざまな
活動が活発に行われている。
部活動以外では，読書活動が盛んで，朝
のＳＨＲ前の朝読書は１０年以上続き，読
書活動優秀実践校として全国表彰されてい
る。地域の小中学校との交流も盛んで，近
隣の小学校や保育園での絵本の「読み聞か
せ」や，運動部による小学生の指導・中学
生との交流などを積極的に行っている。
（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
大学
26
26
34
短期大学
16
11
20
専各学校
56
36
43
就職（県内）
51
48
31
就職（県外）
8
9
8
その他
2
2
0
卒業生計
159
132
136
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
( )内は人数，(1)は省略
＜大学＞
東北学院大学(5)，東北福祉大学(2)，尚絅
学院大学(2)，
東北工業大学，
仙台大学(2)，
東北文化学園大学，東北生活文化大学(4)，
宮城学院女子大学(2),石巻専修大学，岩手
医科大学，
鹿屋体育大学，
群馬パース大学，
拓殖大学，東京女子体育大学，獨協大学
＜短期大学＞
聖和学園短期大学(2)，
仙台青葉学院短期大
学(5)，宮城誠真短期大学(2)，東北職業能
力開発大学校(5),会津大学短期大学部,岩
手県農業大学校
＜専修各種学校＞
仙台ビューティーアート専門学校(3)，
日本
デザイナー芸術学院仙台校，仙台大原簿記
情報公務員専門学校(5)，
東京法律専門学校
(6)，仙台総合ペット専門学校,仙台総合ビ
ジネス公務員専門学校(2),仙台コミュニケ
ーションアート専門学校(4) 他
＜就職＞
県職員学校事務,航空自衛隊，日本郵便,三
光化成(3),仙北工業(3),トヨテツ東北(3)，
登米村田製作所(7)，
スタンレー宮城製作所
(2)，恵泉会，ウジエスーパー,宮城県食肉
流通公社,東京発條(3),岩松旅館,すし哲,
登米福祉会,北光(2),米山アパレル(2) 他

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
《普通科》
次の１～３の全て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 将来の夢を持ち，その実現に向けて,学校生活に積極的・
自主的に取り組み，自己を向上させようとする意欲のある
生徒
２ 基本的な生活習慣が身に付いており，思いやりの心をもつ
生徒
３ 次の（１）～（３）の条件のうち，いずれか１つ以上に該
当している生徒
（１）学習成績が優良な生徒
（２）体育的活動・文化的活動・社会的活動において優れた
実績を収めた生徒
（３）学級活動，生徒会活動，学校行事，部活動などでリー
ダーシップを発揮して活動した生徒
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
内容：本校の「出願できる条件」についての自己アピールの場と
して，中学時代や高校生活，将来の事などを問う。

（３）後期選抜について

イ 募集人数

普通科 ８４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

ホ 学科の第２志望

該当なし

（４）平成２９年度転編入学試験について
日

程

平成 29 年 7 月～12 月 随時
平成 30 年 1 月～ 2 月 随時

平成 30 年 3 月

随時

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

我が校のＰＲポイント

（７月以降分）

対象学年

試験科目等

全学年

国語・数学・英語・面接

新 2,3 年

国語・数学・英語・面接

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１ 個々を生かす学習指導
類型制により，能力や興味に応じた個別の学習指導で，学
力のレベルアップを図っています。また，英検や漢検，簿記
検定やビジネス文書検定等，進路に役立つ検定に対する指導
にも積極的に取り組んでいます。
２ 活気みなぎる部活動・生徒会活動
運動部・文化部の活躍が学校の活力となり，部活動を通し
ての人格形成を目指しています。また，生徒会が中心となっ
て行われるあいさつ運動や各種委員会活動も盛んです。
３ 地域に根差した学校
近隣の小学校や保育園に出向いての絵本の読み聞かせや，
運動部による小学生への指導，茶華道部による介護施設等で
のお茶会等を行っております。

