伊具高等学校
校訓 質実剛健 穏健着実

創立：大正９年
課程・学科：全日制課程・総合学科
生徒数：２５１名
所在地：〒981-2153
伊具郡丸森町字雁歌５１
ＴＥＬ：0224-72-2020
ＦＡＸ：0224-72-1322

１ 基本データ
ホームページアドレス：
http://www.igu.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@igu.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ東北本線 槻木駅から阿武隈急行で丸森駅下車 徒歩３０分
あるいは，丸森駅から丸森町民バスで１０分
安心して楽しく学校生活を送れるよう努めて
います。
（３）教育方針宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目東下車

２ 学校の特色
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)

キャッチフレーズ
集え，羽ばたけ，
２１世紀の地球市民！
本校は単位制の総合学科の高校です。
農学・機械・情報・福祉の４系列で多
様な選択科目があり，充実したキャリ
ア教育が受けられます。
本校は大正９年４月１７日郡立宮城県伊
具農蚕学校として創立され，この日を開校
記念日としています。昭和２３年４月１日
には宮城県伊具農蚕高等学校とされ，昭和
３８年４月１日，宮城県伊具高等学校と校
名を変更，平成１１年４月１日，総合学科
に改編しました。平成３２年には創立１０
０周年を迎え，
記念式典を挙行いたします。
丸森町は，山は緑が深く，阿武隈川が中
央を流れて，清流にはヤマメが遊ぶという
雄大な自然の町。最近は都会からたくさん
の方々が I ターンされ，豊かな自然を満喫
されているようです。そのような中で生徒
はのびのびと高校生活を楽しみ，学習に部
活動に，自己研鑽に余念の無い生活を送っ
ています。
施設として，実習棟は総合実習棟・第１
実習棟・第２実習棟の３棟を擁し，指導ス
タッフも充実しています。校舎棟は東西２
棟，第１体育館，第２体育館，柔剣道場，
弓道場，野球グラウンド，陸上競技場，庭
球コート４面，実習農場，演習林，温室２
棟，同窓会館（雁歌会館）
，クラブハウス等
をそろえています。
（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＞
総合学科

出願者数
合格者数

H30
26
26

H29
28
27

H28
22
21

H30
47
43

H29
60
59

H28
67
63

＜後期選抜＞
総合学科

出願者数
合格者数

本校では，総合学科の特色である多様な
教科・科目の選択履修を通した教育によっ
て，地域の将来を託すにふさわしい「生き
る智恵」にあふれた人材の育成を目指し，
(1)「２１世紀の地球市民」
愉しみを持って学習する人間
(2)「自主的な人間」
積極的に物事に取り組む人間
(3)「自律ある人間」
自律的に社会生活をおくる人間
(4)「自己責任ある人間」
前向きで責任ある人生を設計する人間
を目標としています。
（４）教育課程の特色
生徒一人一人を生かすことを目指していま
す。農学・機械・情報・福祉それぞれの系列
が総合学科の教育課程を生かして，自分にあ
ったカリキュラムを見つけることができます。
総合学科でありながら就職することを真剣に
考えており，総合職業高校のような他の総合
学科ではまねのできないカリキュラムといえ
ます。また，３年間を見越した進路指導プロ
グラムでキャリア教育にも力を入れ，インタ
ーンシップは２０日間以上参加でき，単位認
定も可能です。
また，進学者にも対応し個別指導などを行
って，希望進路を１００％達成する体制で皆
さんの進路目標に応じた学習を応援します。

（５）行事・生徒会活動・部活動
学校行事としては，対面式，球技大会，伊
具高祭，芸術鑑賞会，修学旅行，予餞会など
を実施しています。
部活動は全員加入制で，運動部・文化部と
もに活発に活動しています。運動部は県大会
で活躍する部も多く，弓道部，陸上競技部，
野球部，卓球部，剣道部，柔道部，バスケッ
トボール部，バレーボール部，ソフトテニス
部，バドミントン部など多くの部活動が活発
に活動しています。
文化部も，写真部，書道部をはじめとして
県で活躍がめざましく，電気機械部や吹奏楽
部，美術部，科学部，コンピュータ部，茶華
手芸部と多彩な活動を誇っています。
生徒会活動では「ＡＭＯＲＥ運動」
（Ａ・挨
拶，Ｍ・身だしなみ，Ｏ・お掃除，Ｒ・ルー
ル，Ｅ・エコライフ）を活動方針として掲げ，
それを基に活動しています。また，頑張って
いる人を応援し，けじめある行動のできる生
徒会を目指しています。そして，全校生徒が

徒歩７分

（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
専修各種学校
就職（県内）
就職（県外）
その他
卒業生計

H29

4
3
17
56
12
6
98

H28

2
2
11
66
10
5
96

H27

0
2
19
52
13
7
93

主な進路先（平成３０年３月卒業生）
（
）内は人数 （１）は省略
＜大学＞仙台大学,東北芸術工科大学,東北文
化学園大学,東北学院大学,尚絅学院大学
＜短期大学＞福島学院大学短期大学部,中日
本自動車短期大学,仙台青葉学院短期大学,聖
和学園短期大学
＜専修各種学校＞仙台ビューティーアート専
門学校,仙台ヘアメイク専門学校,仙台リゾー
ト＆スポーツ専門学校,仙台理容美容専門学
校,花壇自動車大学校,東北動物看護学院,仙
台高等技術専門校,国際医療看護福祉大学校,
福島看護専門学校,東北電子専門学校
＜就職＞㈱東北三之橋（２）,(福)ウェルフェ
ア仙台 仙南ジェロントピア（２）,(株)春日
部組,フロンテックＰＲＯ(株),丸森ロイヤル
ケアセンター,(有)みやぎダイキャスト,(株)
マトロ（２）,(株)大安工業所角田工場（２）,
アルプス電気(株)角田工場,(株)ジーエスエ
レテレック,(株)ケーヒン,(株)ティティ・ア
オイ,(福)宮城緑風会,アイリスオーヤマ(株),
昭和電線ケーブルシステム(株),北日本電線
(株),(福)常磐福祉会,(有)平間電子,コカ・コ
ーラボトラージャパン(株),セコム工業
(株),(有)サクラテック,守屋木材(株),第一
貨物(株)仙台東支店,(株)タックス宮城
野,(株)ラプラス,東洋ゴム工業(株)仙台工場
（２）,(株)東北フジパン仙台工場,大東グラ
ビヤ(株),(株)ケーヒンワタリ,明伸工業(株)
仙台工場,山元いちご農園(株),(株)ＳＵＢＡ
ＲＵ群馬製作所,(株)コメリ,(株)薬王堂,新
地発電産業(株)（２）,(株)ＩＨＩ相馬事業所,
オリエンタルモーター㈱相馬営業所,シチズ
ン時計マニュファクチャリング(株),王子コ
ンテナー(株)福島工場
防衛省自衛官候補生（２）,防衛省一般曹候補
生

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
総合学科

男女１２０名

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
総合学科
定員の３０％以内（３６名以内）
ロ 出願できる条件
次の１の条件を満たし，２～５の条件のうち，
いずれか２つ以上を満たす生徒
１ 本校を志望する理由が明確である生徒
２ 中学校１～３年生で，生徒会・委員会で中心となって意欲的に
活動した生徒
３ 中学校１～３年生で運動部又は文化部で選手又は代表として県
大会に出場した生徒【添付書類又は調査書】
４ 中学校１～３年生の国語，数学，英語の各評定平均値がいずれも
３．０以上ある生徒【調査書】
５ 資格取得で，漢検・数学検定・英検の資格のいずれかの
３級以上を取得した生徒【添付書類又は調査書】

校門前の風景
新制服(平成３０年４月～)

◆３，４，５は「資格確認の対象となる条件」である
ハ 学力検査
二 学校独自検査

国語，数学，英語
各１００点
個人面接（配点７５点） １５分

農業実習（農学系列）

機械実習（機械系列）

情報処理実習（情報系列）

介護実習（福祉系列）

春季県大会（野球部）

インターンシップ（2 年次）

進路別オリエンテーション

文化祭（全校製作）

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数

総合学科 ８４名（予定）

ロ 面接・実技の有無

集団面接

ハ 傾斜配点の有無

なし

ニ 調査書点と学力検査点の比重
ホ 学科の第２志望

６：４

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）
試験科目等

日 程

対象学年

平成 30 年 9 月 21 日
平成 30 年 12 月 25 日

全年次
全年次

国・数・英・面接
国・数・英・面接

平成 31 年 3 月 25 日

新 2・3 年次

国・数・英・面接

我が校のＰＲポイント
本校は，宮城県の最南の丸森町にあり，山々の緑と阿武隈川
の水系が静かな環境を守っています。１００年の歴史を誇り，
常に地域に根ざした教育を実践してきました。
伊具地区は多くの誘致企業に恵まれ，関連産業が発展してい
るエリアです。本校は，多種多様な地元の産業界で活躍できる
人材の育成を目的に，平成１１年学科改編を行い，総合学科に
生まれ変わりました。
生徒たちが，選択科目の中から，自己の進路・適性に合わせ
自分だけのオリジナルカリキュラムを作り，学習することがで
きるすばらしいシステムを持った学校です。また，インターン
シップの先進校で，進路学習に力を入れており，「希望進路
１００％達成」を目標としています。

