石巻高等学校
校訓 真実 自律 友愛

１ 基本データ

創立：大正１２年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：７０７名
所在地：〒986-0838
石巻市大手町３－１５
ＴＥＬ：0225-93-8022
ＦＡＸ：0225-93-8023

ホームページアドレス：
http://www.sekikou.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@sekikou.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ仙石線及び石巻線 石巻駅下車 徒歩１５分

２ 学校の特色
キャッチフレーズ

文武両道をモットーとした
地域の進学拠点校
「質実剛健・進取独創・自ら進運を開拓すべし」
という伝統を受け継ぎ，
「知育・徳育・体育」の
三拍子そろった生徒の育成に努めています。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
北上川の河口に臨む丘陵，
名勝日和山に続
く「南鰐山」の一角にあり，周囲は閑静な住
宅街で，近隣には官公庁や学校が点在してい
ます。校舎から南側眼下に太平洋の大海原を
見下ろし，東方はるかに霊峰「金華山」を望
む景勝の地に位置し，校内には緑が多く，桜
をはじめ四季折々の花木が心を和ませてくれ
ます。また，広いグランドが２面あり，体育
や部活動で生徒たちの活気で満ちあふれてい
ます。同窓生が，誇りと愛校心を込めて母校
を「鰐陵」と呼び親しんでいる本校は，大正
１２年「宮城県石巻中学校」として開校され
て以来，石巻地区の拠点校として各方面に有
為な人材を多数輩出しています。
（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

H30
126
72

H29
116
72

H28
192
72

H30
178
168

H29
173
165

H28
171
168

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

が古くから語り継がれ，自由闊達な気風がみ
なぎっています。
自主・自律を尊ぶ校風が受け継がれ，生徒
の間では学年を越えた健全で明朗な友情が育
まれています。また，服装については，各自
の良識ある判断にゆだねて自由としています
が，
「場」に応じた，端正なものであることに
留意させています。
教育方針としては，
１． あらゆる指導を通して，高い英知と豊
かな情操と不屈の意志を育成し，高朗
爽快な気風を馴致する。
２． 教科指導を徹底し，自主的な学習意欲
と考究心を喚起し，学習の充実を図る。
３． 信頼と友愛による人間関係を確立し，
公徳心および自他尊重の精神を涵養
する。
ことを掲げています。
（４）教育課程の特色
１． 多様な進路希望や各大学の入試・選抜
方法等に対応できるように配慮して，
教育課程を編成しています。
２． １年生では特に基礎基本を重視し，偏
らない学習ができるよう全て共通履
修としています。特に国語・数学・英
語に十分な時間を配当し，全員が基礎
的な学力を身に付けられるようにし
ています。
３． ２年生では，文系・理系のいずれかの
類型を選択し，理科，地理歴史につい
ては，各自の興味や関心等に応じて選
択できるようにしています。
４． ３年生においても，文系・理系のいず
れかの類型を選択し，各自がそれぞれ
の進路に応じて学習できるようにし
ています。理系では数学・理科の学習
が十分できるよう重点的に時間を配
当しています。
５． 夏季・冬季休業中はもちろん，平常の
授業日にも課外授業を実施し，生徒の
学力の伸長に努めています。
（５）行事・生徒会活動・部活動

（３）教育方針
「高い英知と豊かな情操を養い，不屈の意
志と自主自律の精神に充ちた，心身ともに健
全な調和のとれた人格形成を図る」ことを教
育目標とし，校訓として「真実・自律・友愛」
を掲げています。また，
「質実剛健・進取独創・
自ら進運を開拓すべし」という生徒心得網領

生徒会活動は，生徒会総務や代議員を中心
に運営されています。特に体育祭・球技大会・
文化祭等は，生徒会を中心に生徒自らがその
企画・運営に当たり，毎年盛大に開催される
名物行事になっています。
部活動も活発で，
全校生徒の９割超が何らか
の部活動に所属しています。運動部では，甲

子園で行われる全国大会にも出場したことの
ある硬式野球部，過去４回花園での全国大会
に出場したラグビー部，毎年のように東北大
会やインターハイなどの上位大会に出場して
いるボート部やウエイトリフティング部，陸
上競技部，水泳部などがあります。また，学
芸部では将棋部，美術部，書道部が全国大会
に出場するなど，各部とも活発に活動してい
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

国公立大学
国公立短大
私立大学
私立短大
専各学校
就職
その他
卒業生計

H29

H28

H27

76
2
117
1
6
5
30
237

56
1
105
0
16
4
34
216

89
1
88
1
14
6
15
214

主な進路先（平成３０年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 (1)は省略。
＜国公立大学＞
帯広畜産大，
北海道大，
弘前大(2)，
岩手大(7)，
東北大(8)，宮城教育大(6)，秋田大(2)，山形
大(12)，福島大(4)，茨城大(2)，筑波大(2)，
埼玉大(2)，千葉大，横浜国立大，新潟大，富
山大，信州大，高知大，釧路公立大，青森県
立保健大，青森公立大(2)，岩手県立大(3)，
宮城大(5)，秋田県立大，会津大(2)，茨城県
立医療大，高崎経済大，首都大学東京，横浜
市立大，新潟県立看護大，新潟県立大(3)，長
岡造形大，都留文科大(2)，長野大，名桜大
＜私立大学＞
酪農学園大(2)，
岩手医科大，
東北学院大(24)，
東北福祉大(13)，東北医科薬科大(7)，東北工
業大(9)，
宮城学院女子大(6)，
青山学院大(2)，
慶応大，国学院大(2)，芝浦工大，成城大，専
修大，創価大(2)，中央大(3)，東洋大(2)，日
本大(2)，法政大，明治大，明治学院大，立教
大，
早稲田大，
神奈川大(2)，
新潟医療福祉大，
京都美術工芸大など
＜専修各種学校＞
石巻赤十字看護，二葉看護専門，宮城調理製
菓専門，東北外国語観光専門，仙台青葉服飾
専門，神田外語学院
＜就職＞
石巻地区消防，東松島市役所，宮城県職員(学
校事務)，国家公務員(税務)など

３ 入試情報
（１）募集定員
普通科

男女２４０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％（７２名）
ロ 出願できる条件
次の１～３のすべての条件に該当していることを自己アピールで
きること。
１ 本校への入学を強く希望し，入学後も大学進学等，将来に明確
な目的意識を持ち，自らの進路を開拓する気概に富む者
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．５以上の者【調
査書】
３ 次の(1)又は(2)のいずれか１つ以上に該当していることを自己
アピールできる者
(1)生徒会活動，学校行事で，指導的役割を経験した者
(2)部活動で，３年間積極的に活動し，入学後も意欲的に参加す
る意志のある者
◆２は「資格確認の対象とする条件」である
ハ 学力検査
国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査
小論文（文章読取型，資料読取型）
（配点７５点）５０分
提示された文章を読んで，内容を正確に把握できているかを問う
設問や，図，表を含む資料から，その内容や情報を読み取る設問を
含みます。また，中学校までの体験や経験を基にして自分の考えを
まとめます。
特に理科や社会に関する事項について出題します。
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
１６８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
３：７
ホ 学科の第２志望
該当無し
（４）平成３０年度転編入学試験について
（７月以降分）
日程
平成 30 年 7 月～9 月随時
平成 31 年 3 月 15 日

対象学年
全学年
新２･３年

試験科目等
英･数･国･面接
英･数･国･面接

我が校のＰＲポイント
石巻高校は長い伝統を持ち，優れた人材を多数輩出してきた県
下有数の進学校です。生徒は石高生としての誇りを持ち，自らの
進路希望実現を目指すとともに，地域の期待に応えるべく日々努
力を続けています。
教職員と生徒の関係も互いの信頼と熱意に支えられている素晴
らしい学校です。
男子女子を問わず，将来の大きな夢と希望に溢れ，質実剛健・
進取独創の気風に富む石高生たらんとする気概のある中学生の皆
さんの入学を待望しています。

