名取高等学校
校訓 真善美への感動と実践

１ 基本データ

創立：大正１３年
課程・学科：定時制課程・普通科
生徒数：５４名
所在地：〒989-2474
岩沼市字朝日５０
ＴＥＬ：0223-22-3151
ＦＡＸ：0223-22-3152

２ 学校の特色

ホームページアドレス：
http://www.natori-2h.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@natori-2h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ東北本線・常磐線 岩沼駅下車 西口より徒歩１５分

（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)

キャッチフレーズ

＜前期選抜＞

働きながら学ぶ生徒の育成

普通科

① 国語・数学などの増単による基礎学力
向上を目指した学習指導
② 漢字検定や簿記検定など，資格取得へ
の支援・指導
③ 完全給食制による食育の充実

出願者数
合格者数

H29
3
3

H28
2
1

H27
4
4

H29
14
12

H28
10
7

H27
25
17

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

（３）教育方針
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本校は平成２５年度，創立９０周年を迎
えた仙南でも有数の伝統校です。岩沼市の
西方，朝日山公園のふもとの静かな住宅街
に位置しており，生徒は恵まれた環境のも
と勉学や部活動に励んでいます。
定時制課程は昭和２３年に設置され，こ
れまで２，１００名を超える卒業生を送り
出しています。交通の便に恵まれているこ
ともあり，北は仙台市太白区から，南は角
田市，山元町と広い範囲から生徒は通って
きます。
生徒の約７０％は仕事をしていますが，
専門学校を目指して将来のための技能の習
得を考えている生徒もおり，それぞれが自
分の目標をしっかり持って学校生活を送っ
ています。
本校定時制課程は各学年１クラス，生徒
数５４名と，全日制課程と定時制課程の併
置校のなかでは比較的規模の大きい学校で
す。日課は午後５時３０分から午後８時５
５分，１日４時限でタイムテーブルが組ま
れています。これには各教科，ＨＲはもち
ろんのこと給食の時間も含まれています。
本校は県下の定時制課程高校のなかで最
も早く完全給食が実施され，この給食が生
徒にとっては学校での楽しみのひとつとな
っています。
このように毎日の生活はとても忙しいも
のになってはいますが，生徒は疲れも見せ
ずに夜遅くまで勉学や部活動に取り組んで
います。
平成１９年には，地域の雇用主の賛同・
支援を得て，
定時制育成会が発足しました。
育成会員の協力の下に行う講演会や面接指
導は，生徒の就労意識や進路意識の向上に
大変役立っています。

本校では，人格の完成をめざし，国家社
会の有為な人材を育成するという教育方針
のもとに「真善美への感動と実践」の校訓
が制定されました。
人間の心の動き，知・情・意のそれぞれ
を真・善・美と捉え，この３者のバランス
のとれた発達を目指したものです。
これらに加え定時制では社会人としての
自覚と責任ある行動を身に付けられるよう
に心がけ，さらに集団生活において自他の
個性の尊重と協調性を養うことに主眼を置
いています。

学校行事は生徒会が中心となって，対面
式，
生徒総会，
予餞会などを実施しており，
さらに生徒交流会，球技大会などを通して
生徒同士の親睦を図っています。
ほかに県下の定時制・通信制高校の合同
で行われる「生活体験発表会」や「生徒の
集い」にも参加しています。
部活動は新年度が始まる４月に生徒の希
望をとり，希望人数・施設・用具などの条
件を考慮して開設する部を決定します。毎
年全生徒から所属部の希望をとるので，４
年間でいろいろな部を経験することもでき
ます。
定時制・通信制高校には，全日制とは別
の地区大会・県大会・全国大会があります。
通称「仙南大会」
「県大会」と呼ばれるもの
がそれにあたります。各部ともそれらの大
会を目標にして，またその上位大会にあた
る「全国大会」を目指し，一丸となって練
習に取り組んでいます。
平成２８年度は，
バドミントン女子個人，
陸上部では，男子２００ｍ，男子走り幅跳
び，男子走り高跳びで全国大会出場を果た
すなど，毎年数名の生徒たちが素晴らしい
活躍をしています。
平成２９年度は，バスケットボール，卓
球，バドミントン，陸上，文化部(美術等)
が開設されています。

（４）教育課程の特色
本校では，生徒の実態に合わせて基礎学
力の向上を目指しています。各教科とも基
礎を重視した科目や教材を選定し，特に国
語と数学においては４年間を通じて標準単
位数よりも多くの授業を行っています。
また，進学を目指す生徒や学習が遅れが
ちな生徒などに対しては，それぞれの能力
や意欲に応じて，始業前や放課後を活用し
て補習指導を行っています。
総合的な学習の時間は，本校では全学年
で行っており，卒業までの４年間を見通し
て学年ごとのプログラムを計画し，進学・
就職の実現を目指した進路学習を展開して
います。
その他，学力の向上や資格取得を視野に
入れた学習支援・指導にも引き続き力を入
れています。自分の将来を考え，各自が目
標をもって取り組むことで，社会に出ても
通用する様々な力が身に付けられることを
期待しています。
（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会活動は自主的な活動を尊重し，自
治能力を高めることを目標に行われていま
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

0
0
2
11
0
7
20

0
0
2
14
0
3
19

0
0
4
4
0
1
9

主な進路先（平成２９年３月卒業生）
( )内は人数 (1)は省略。
＜専門学校＞
仙台ウェディング＆ブライダル専門学校，
仙台こども専門学校
＜就職＞
社会福祉法人泉寿会特別養護老人ホーム泉
寿荘，㈱仙台北辰，㈱アサノ，㈱南舘製作
所，㈱岩見組，㈱中島商会，㈱北村製作所
宮城工場，㈱橋本建機，社会福祉法人うえ
るかむ，社会福祉法人ユニケア(2)

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 ４０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（１２名以内）
ロ 出願できる条件
学校生活に明確な目標を持つとともに，社会での経験を学校
生活の中で生かし，学習や特別活動に意欲的に取り組むことが
できる生徒で，次の１～３の条件をすべて満たしていることを
自己アピールできる生徒
１ 基本的な生活習慣が身に付いており，ルールやマナーを遵
守するなどの公共心・公徳心を有する生徒
２ 学業と就業の両立に向けて強い意志を持っている生徒
３ 部活動や生徒会活動に意欲的に取り組んでおり，今後も継
続して活動しようとする意欲がある生徒
ハ 学力検査 国語，数学，英語 各５０点
ニ 学校独自検査
個人面接（配点７５点）１５分
ホ 社会人特別選抜
あり

↑新校舎完成イメージ図（平成３０年４月より使用開始）

写真①

新校舎完成イメージ図

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 ２８名（予定）
ロ 面接・実技の有無
個人面接
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書と学力検査点の比重
４：６
ホ 学科の第２志望
該当なし

↑授業風景

（７月以降分）

学校行事・

対象学年

試験科目等

実習風景等

全学年

国語，数学，英語，面接

新 2･3･4 年

国語，数学，英語，面接

（４）平成２９年度転編入学試験について
日 程
随時（12 月まで）
平成 30 年 3 月中下旬

写真②

我が校のＰＲポイント
名取高校定時制では，１日をめいっぱい生かそうとする諸君の
入学を待っています。もちろん，仕事と勉強を両立させねばなら
ない４年間は決して楽ではありません。基本的な生活の習慣が身
に付いていることは絶対必要です。集団の中で自分の果たす役割
と，その責任をきちんと意識している人でないとやってはいけま
せん。しかし，仕事と勉強を両立した先輩はいつも「泣かせるセ
リフ」を残して晴れやかに卒業していきます。
「何度も勉強がいやになったあの日，何度も仕事がいやになった
あの日，そんないやな思いを消してくれたクラスのみんな，先輩
そして後輩，心からありがとう。そして心からがんばれという言
葉を贈ります」－卒業生－

↑給食風景

写真④

学校行事・
実習風景等

↑球技大会

写真⑤

学校行事・

