佐沼高等学校
校訓 至誠・
「献身・窮理・力行」
創立：明治３５年（定時制課程設置は昭和２３年）
課程・学科：定時制課程・普通科
生徒数：３８名
所在地：〒987-0511
登米市迫町佐沼字末広１
ＴＥＬ：0220-22-2024
ＦＡＸ：0220-22-2023

２ 学校の特色

１ 基本データ
ホームページアドレス：
http://www.sanuma-teiji.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@sanuma-teiji.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ東北本線瀬峰駅より登米市民バス
「佐沼高校前」下車 徒歩１分

（３）教育方針

キャッチフレーズ

自分らしく
制服なし，求められるのは社会的常識とマ
ナー，そして｢学びたい｣という意思。1 ク
ラス10数人の少人数授業で基礎学力アッ
プ。アットホームな雰囲気の中で自分らし
く高校生活を送ってみませんか。

自立した人間として地域社会に貢献できる
人間の育成に努めます。
個人の学ぶ意志を大切にし，自発的学習に
対する意欲の高揚と態度の育成に努め，学力
の向上を図ります。
健康を増進し体力向上を図り，礼節と勤労
を重んじ，責任感が強く協調的で実践力のあ
る人間の育成に努めます。

（４）教育課程の特色

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
明治３５年宮城県立第２中学校登米分校と
して創立し，昭和２３年に定時制課程が設置
されました。
その後，昭和４７年に独立の厨房と食堂が
完成し，専任の栄養士が作成した献立による
完全給食が実施されています。
昭和６３年にはコンピュータ室が整備され
ました。
また，平成１６年には定時制が主として使
用できる２階建ての第２体育館が完成し，平
成１８年からは全学年の専用教室ができ，学
習環境も整っています。冬季の暖房について
もＦＦ式暖房施設が備えられています。
例年半数以上の生徒が仕事をしながら通学
していますが，本校の周辺にはアルバイトが
できる事業所が多く，通学にも便利で働きな
がら学びやすい環境にあります。
これまで本校で学んだ卒業生は約 1,900 名
に達し，各方面で活躍しています。

（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
4
4

H29
3
3

H28
4
2

H30
7
7

H29
8
8

H28
1
1

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

本校は普通科で，国語・数学・英語の基礎
科目の学習を重視する一方で，商業科目を取
り入れています。さらに，生徒の皆さんが興
味を持っている施設，工場，学校等を見学す
る進路見学会などを通したキャリア教育を実
施しています。
修業年限は４年ですが，始業前や放課後に
授業を受けて単位を修得することで，３年間
で卒業できる【三修制】を導入しています。
また,【学び直し】の科目（学校設定科目「基
礎数学」
）を始業前の時間に設置しています。

当番校として，登米祝祭劇場に県内 14 校 15
名の発表者をお迎えし，ともに感動的なステ
ージを演出させていただきました。
例年２月には卒業生を送り出す「予餞会」
が行われ，教職員も参加してあたたかい雰囲
気のもと,全員で卒業を祝っています。
部活動は，陸上部・バスケットボール部・
バドミントン部・卓球部・柔道部・ハンドメ
イド部があり，それぞれが目標を持って活動
しています。
バドミントン部は平成 27 年度に個人戦で，
陸上部は平成 27・28 年度は砲丸投げ，平成
29 年度は 200Ｍで全国大会に出場しました。
唯一の文化部であるハンドメイド部では,
ビーズアクセサリー，
シュシュ，
クッション，
イラストなどを制作し，
「佐高祭」で販売して
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

大学
短期大学
専各学校

《日課表》
１６：１０～１６：５０
１６：５０～１７：２５
１７：３０～
１７：３５～１８：１５
１８：２０～１９：００
１９：１０～１９：５０
１９：５５～２０：３５
２０：３５～
２０：５０～２１：３０

就職（県内）

始業前授業
給食
ＳＨＲ
１校時
２校時
３校時
４校時
ＳＨＲ 清掃
放課後授業

（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会を中心に行事を企画・運営していま
す。最大の行事は８月に行われる「佐高祭」
です。模擬店での食品販売や，子ども向けの
出店も行っています。各クラスでかかしを製
作して展示し，後日，登米市で行われるイベ
ントに出品しています。
その他，
「スポーツ大会」ではバレーボール
や新しいスポーツ・ユニカールなどを行い，
ＰＴＡやＥＴＡ（雇用主と教師の会）の皆さ
んと一緒になって熱戦を繰り広げるとともに，
生徒同士の親睦を深めています。
平成 29 年度は，
生活体験発表県大会の運営

就職（県外）
その他
卒業生計

H29

H28

H27

0
0
2
7
0
1
10

0
0
0
1
0
3
4

0
0
1
9
0
2
12

主な進路先（平成３０年３月卒業生）
（ ）内は人数 (1)は省略
＜専修各種学校＞
宮城調理製菓専門学校，大崎技術専門校
＜就職＞
(株)宮城県食肉流通公社，(株)エネクト
(株)割烹くまがい，(株)千葉土建(2)
(株)扇谷商事，丸福工業

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
次の１，２の条件に該当していることを自己アピールできる生徒
１ 本校では，働きながら学ぶなど，多様な生徒が各自の個性を生
かして学校生活を送っている。そのような本校定時制で学びた
いという強い希望を持つ生徒
２ 基本的な生活ルールを守って卒業後の夢や目標に向かって努
力できる生徒
ハ 学力検査
国語，数学，英語 各５０点

【校舎風景】校舎と校章

【校舎風景】夜

【給食】給食室（食堂・厨房）

【給食】栄養ﾊﾞﾗﾝｽのよい給食
｢伊達な献立コンクール入賞｣

【授業風景】三修制

【授業風景】学び直し

【部活動】ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部・県大会

【部活動】陸上部・全国大会

【学校行事】佐高祭・模擬店

【学校行事】ｽﾎﾟｰﾂ大会

ニ 学校独自検査
１ 作文
（配点５０点） ４０分
提示する『題』に沿った作文とする。
２ 個人面接 （配点５０点） １５分
中学校時代に頑張ったことや，高等学校入学後の生活等につい
て問う。
ホ 社会人特別選抜
あり
（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～12 月
随時
平成 31 年 3 月 15 日

対象学年

試験科目等

全学年

国・数・面接

新 2・3・4 年

国・数・面接
※ 編入学は３月のみ

我が校のＰＲポイント
本校は夜間定時制高校であり，幅広い年齢層の多様な職業や経験をもつ生徒が，それぞれの個性を生かしながら学校生活を送っています。
「働き
ながら学ぶ生徒」の健全な育成を目指しており，昼間は働きながら，４年間かけてじっくりと学ぶことができます。ＥＴＡ（雇用主と教師の会）
などの支援も充実しており，多くの生徒が学校生活と仕事の両立を成し遂げています。
学習においては，中学校で分からなかった内容などを，個々に応じてじっくり着実に学習する【学び直し】
（学校設定科目「基礎数学」
）や，高
い志をもって意欲的に学習し，３年間での卒業を目指す【三修制】など，生徒一人ひとりの学ぶ意志を尊重しています。
少人数のあたたかい雰囲気のクラスで，中学時代には不登校であった生徒が４年間皆勤で卒業するなど，周囲の仲間達と支え合いながら大きな
力を発揮しています。
専用の教室・体育館・食堂などが揃う充実した教育環境の中で，皆さんの「本気」を応援します。

