築館高等学校
１ 基本データ

校訓 共助 研鑽 進取
創立：平成１７年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：４５7 名
所在地：〒987-2203
栗原市築館字下宮野町浦２２
電話番号：022８-22-3126
Ｆ Ａ Ｘ：022８-22-4104

２ 学校の特色
キャッチフレーズ

『３年後，なりたい自分が
そこにいる。
』
「全生徒が自分の目指すべきものを見つ
け，
３年後には大きく成長したもう一人の
自分に出会える」ように，一人ひとりの主
体的な学校生活をサポートします。
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
平成１７年４月，築館高校と築館女子高
校が統合し，男女共学の「築館高等学校」
が開校しました。両校のよき伝統を受け継
ぎながらも，新しい高校として生まれ変わ
り，生徒，保護者，地域の皆様の期待にし
っかりと応えられる学校づくりをしていま
す。
県教育委員会から「進学重点校」に指定
され，土曜課外，学習合宿，習熟度別授業，
予備校・大学と連携した進学指導など，
様々
な取組を通して学力の向上を図り，国公立
大学への進学はもちろん公務員や就職など
生徒の進路目標の達成に力を入れています。
平成１８年度より，国公立を始め４年制
大学等への進学を目指す「フロンティアク
ラス」を新設しました。３年間を見通して
よりきめ細かな系統的な指導を行い，一層
の学力向上に努めています。

（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
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
93
48

H28
109
48

H27
69
48

H29
103
102

H28
126
112

H27
108
107

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

（３）教育目標・教育方針
・教育目標
地球社会の形成者として，一人一人が他
者への共感を持ち，自ら研鑽を積み，創造
性と進取の精神を養い，心身ともに健康な
人間を育成します。

ホームページアドレス：
http://tukiko.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@tukiko.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ミヤコ-バス 「築館高校前」下車 徒歩１分

・教育方針
１ 豊かな人間性の涵養
学校行事や部活動等の諸活動を通して，
協調性や忍耐力，
公共心を培うとともに，
体験活動や奉仕活動などにより社会の一
員としての自覚を持った豊かな人間性を
涵養します。
２ 学力の向上
授業改善を推進しながら，質の高い授
業により基礎基本の定着を図るとともに，
習熟度別授業や課外講習，模擬試験の活
用など様々な方策を通して全体としての
学力向上を図ります。
３ 進路目標の達成
きめ細かな進路指導を通して，明確な
職業意識を育成し，主体的な学習計画の
作成を支援することにより，国公立大学
等への進学及び公務員等への就職など一
人一人の進路目標の達成を図ります。
４ 地球社会人の育成
国際化・情報化に対応した情報処理や
コミュニケーションの能力を養成しなが
ら，広く世界に目を向けよりよい地球社
会の形成に積極的に貢献できる人間を育
成します。
５ 安全・安心な学校（職場）づくり
危機管理の徹底及び安全教育の充実を
図るとともに、教育活動の積極的な情報
発信により学校理解の促進と信頼確保に
努める。
（４）教育課程の特色
地域や生徒の実態等を踏まえて，自ら学
ぶ意欲や学力の向上を図るとともに，生徒
一人一人の進路目標が実現できるような教
育課程を編成しています。１学年では基
礎・基本を重視し，３年間の高校生活に適
応できるような基礎学力の定着を図ります。
２・３学年では，自分の進路希望に応じた
科目を選択し，５教科７科目のセンター試
験はもちろん，多様な進路希望に対応でき
る選択科目を設置しています。

（５）行事・生徒会活動・部活動
・学校行事
学習オリエンテーョン合宿，対古川高校定
期戦（臙紫定期戦），合唱コンクール，弁
論大会，築高祭，体育祭，築高検定，大学
出前授業，修学旅行，学校･仕事最前線レポ
ート，防災避難訓練 など

・生徒会活動
生徒会執行部はもとより，全生徒が自分
たちの活動の意義を理解し，自分たちで考
えて実行できる生徒会の育成を目指して積
極的に取り組んでいます。
・部活動
運動部（１２），文化部（６）ともに熱
心に活動しています。運動部では平成２８
年度，
ソフトテニス部女子・全国大会出場，
ホッケー部女子・全国大会ベスト８および
男子・東北大会準優勝などの成果を収めま
した。文化部も各種大会や高校文化祭，築
高祭に向けて意欲的に取り組んでいます。
この他に，特設部であるＪＲＣや，全校生
徒が部員のボランティア部も，地域貢献活
動などに積極的に参加しています。
・その他の活動
生徒による発案で立ち上げられた「人の
ためプロジェクト」は，活動の場をさらに
広げています。また宮城県高等学校弁論大
会への出場など，部活動の枠を超えたあら
ゆる場面で本校生徒が活躍しています。
（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

H28

H27

H26

8
8
4
国公立短大
1
1
2
私立大学
43
58
41
私立短大
6
10
9
専各学校
39
50
70
就職
50
41
33
その他
0
3
5
卒業生計
146
171
164
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略
＜国公立大学･短期大学＞ 北海道教育大,
岩手大(2)，
山形大, 福島大, 釧路公立大学，
名寄市立大学，山形県立米沢栄養大，山形
県立米沢女子短大
＜私立大学・短期大学＞ 東北学院大(9),
東北福祉大(3), 東北工業大(6), 東北文化
学園大(3), 宮城学院女子大(5), 尚絅学院
大(3), 石巻専修大(3), 仙台大(3), 白鴎
大(2), 城西大, 中央学院大, 東洋大 他
＜専修各種学校＞ 仙台ビューティーアート
(4),宮城調理製菓(3), 仙台子ども(3),東
京 IT 会計(仙台校), 大原簿記情報(2), 東
北保健医療, 昭和大学医学部付属看護,
東北労災看護, 石巻赤十字看護 他
＜就職＞公務員(2), 古川星陵病院(2), ヤ
マセエレクトロニクス(3), 七十七銀行(2),
日本郵便, 東北電力, 鳴子観光ホテル 他
国公立大学

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
中学校の学習成績が優秀で，基本的な生活習慣が身に付いて
おり，次の１～３のうち，１つ以上の条件を満たすことを「出
願できる条件」とします。
１ 知的探求心が旺盛で，学習に努力することを自己アピール
できる生徒
２ 将来についての明確な目標を持ち，その実現のために４年
制大学等への進学を目指すことを自己アピールできる生徒
３ 特別活動等において，次の（１）～（４）のうち，１つ以
上の条件を満たす生徒
（１）生徒会活動において中心となって活動した実績をもつ
ことを自己アピールできる生徒
（２）体育的活動で， 団体又は個人で中総体等の県大会に
出場した実績を持つ生徒【調査書】
（３）文化的活動で，全県規模以上のコンクール等において
入賞した実績を持つ生徒【調査書】
（４）英検・漢検・数学検定において３級以上の資格を１つ
以上有する生徒【添付書類又は調査書】
◆ ３の（２）
，
（３）及び（４）は「資格確認の対象となる条
件」である
ハ 学力検査
国語，数学，英語 各１００点
二 学校独自検査
個人面接（配点７５点） １０分

（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

我が校のＰＲポイント

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 （７月以降分）
日 程
平成 29 年 7 月 25 日
平成 29 年 12 月 26 日
平成 30 年 3 月 26 日

対象学年
全学年
全学年
新 2･3 年

試験科目等
英･国･数･面接
英･国･数･面接
英･国･数･面接

男女共学から１３年目を迎える築館高校。生徒は日々，学
業や部活動に楽しく取り組んでいます。
学習面では土曜日の課外授業，学習合宿などで自信と実力
を付け，部活動でも数多くの部が大会やコンクールで好成績
を残しています。さらに，合唱コンクールや弁論大会，築高
祭，クラス対抗で優勝を競う体育祭，そして半世紀以上の歴
史を誇る定期戦があります。応援練習という試練が待ち受け
ていますが，この貴重な経験がこれからの人生に必ず役に立
っていくはずです。
数々の学校行事や部活動，進路達成への取り組み，さらに
は地域貢献活動を通して自分と向き合う機会となるボランテ
ィア部の活動や，人のために何かできることを考える「人の
ためプロジェクト」など，所属する全員が，どこかで活躍で
きる場を見つけることができるのが築館高校です。
他にもここでは書ききれないほどの魅力が，築館高校には
まだまだあります。本校ホームページには，生き生きと活動
する築高生の姿がたくさん掲載されており，必見です。ぜひ
一度ご覧下さい。

