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第２号 

発行日：令和４年６月３０日 

発行者：宮城県教育庁高校教育課 

  https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-mailmaga-bknum.html 

 県立高校の旬な情報をお届けします。マナーアップ通信，部活動やボランティア活動などの各学校の特色あ

る取組，学校紹介，コラム，お知らせなど各高校の魅力的な取組の情報が満載です。中学生の皆さんの進路選

択にぜひ御活用ください。 

みやぎハイスクール通信 

  

１ 特色ある取組 

（１）白石高校七ヶ宿校  （３）村田高校   （５）加美農業高校  

（２）蔵王高校       （４）岩出山高校  （６）古川工業高校  

 

２ 学校紹介 

 （１）名取北高校   （４）宮城野高校  （７）古川高校  （10）一迫商業高校 

（２）仙台三桜高校  （５）黒川高校   （８）佐沼高校   

（３）仙台第三高校   （６）富谷高校   （９）迫桜高校 

 

３ お知らせ 

（１）石巻北高校   （６）工業高校         （11）南郷高校        （16）東松島高校 

（２）白石工業高校  （７）仙台二華高校     （12）登米高校        （17）美田園高校 

（３）柴田高校     （８）泉高校          （13）登米総合産業高校  

（４）角田高校    （９）利府高校       （14）岩ヶ崎高校      

（５）名取高校    （10）鹿島台商業高校  （15）石巻工業高校 

 



１ 特色ある取組 

（１）白石高校七ヶ宿校 ＜七ヶ宿の豊かな自然とともに＞ 

昼間定時制で現在全校生徒３７名の本校は，大自然の中にある小さな学校で

す。七ヶ宿町の自然を生かした学習・行事を多く設定しています。探究学習の

１つ「水と森クラブ」では，地元の NPO 法人「水守の郷」海藤節生氏の御協

力を得て学んでいます。刈り払い機やチェーンソー講習に始まる林業体験，七

ヶ宿ダム湖畔の整備，杉の苗の植樹，地元の食材を生かしたピザ作りなど，自

然の恵みや厳しさを実体験しながら，自然との共生や地域で自分たちができる

ことを探究しています。 

その他ダム一周ウォーキングやスキー教室など自然に親しむ行事が満載で

す。また，8 月から 10 月にかけて 「七ヶ宿町の豊かな自然の恵みと親しもう！」

のテーマで，みやぎ県民大学学校開放講座を開講予定です。七ヶ宿町のブランド

「源流米」を育てる水田，地元の土を使った陶芸体験，そして七ヶ宿ダム・水の

大切さ等を学ぶ全３回です。七校生とともに七ヶ宿町の魅力を体験しません

か？ 

興味がある方は学校 HP を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

（２）蔵王高校 ＜蔵王の空に夢かける＞ 

 本校は，多岐にわたる進路の実現のために「分かる授業」について

様々な工夫を行っています。例えば，１つの授業に２人の先生がつくテ

ィーム・ティーチング（TT）を実践することで，生徒一人一人に対し

て，きめ細やかな指導ができるようにしています。また，全ての普通教

室に電子黒板やプロジェクターが設置されており，ICT の利活用を積

極的に行うことで，視覚的にも分かりやすい授業を展開しています。 

 蔵王町ならではの活動も行っており，体育の授業等でゲートボール

を学び，チームを作って大会にも出場しています。指導者に地域の方を

招き，教えていただく機会を設けながら，熱心に取り組んでいることも

特色の一つです。 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://sitika.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉

https://zao-h.myswan.ed.jp/ 

 

https://sitika.myswan.ed.jp/
https://zao-h.myswan.ed.jp/


（３）村田高校 〈村高でつかむ未来の自分〉 

村田高校は単位制・総合学科の高校です。普通教科科目，専門教科科目の中から自分の能力や適性，興味・

関心や進路希望に合わせた科目を選択し，充実した施設の中で学びます。１年次では基礎学力の充実を図りな

がら，総合学科の必修科目である『産業社会と人間』の授業を通して自分のライフプランを考え，２・３年次

の学習計画を立てていきます。２年次になると言語･自然科学系列，介護福祉系列，商業実践系列，機械・自動

車系列の４つの系列に分かれ，自分の進路に合わせた学習や資格の取得など，高校卒業後を見据えた学校生活

が始まります。３年次では進路実現のために系列ごとに学びを深め，進路実現を目指します。 

村田高校は，総合学科での学びでキャリア教育を深化させ，社会生活実践力を育成しています。卒業生は厳

しい社会状況の中でも自らの進学，就職(公務員を含む)の進路希望を達成しています。 

『村高生は，しっかりした生活態度と強い意志で進路希望を達成しようとする生徒です。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業実践系列 機械・自動車系列 

介護福祉系列 

〈 学校のホームページはこちらです 〉

https://murata-h.myswan.ed.jp/ 

言語・自然科学系列 

https://murata-h.myswan.ed.jp/


（４）岩出山高校  

＜「岩高短歌～ワタシタチノウタ～」に気持ちを乗せて＞ 
  岩出山高等学校では，毎月，全生徒がお題に沿って短歌を詠む，「岩高短歌」

という取り組みを行っています。毎月，国語の時間に短歌を詠みます。年度末

には全校生徒と教職員の歌を集めて，短歌集をつくります。優れた作品は各種

コンクールにも積極的に応募していて，先輩の中には，東北大会や全国大会に

参加した人もいます。 

昨年度の生徒の短歌からいくつか紹介します。どの短歌も，高校生活のかけ

がえのない一瞬を鋭い感性で捉えたものを，豊かな言葉で表現しています。 

 

梅雨来たる雨がガラスに反射して沈んだ心照らすプリズム 

                            佐々木陽菜（岩出山中学校出身） 

リボン取り靡くスカートスーツへ変わる歩き出すのだ自分の道を 

                            佐藤愛結（岩出山中学校出身） 

万華鏡のぞけば光る輝きが筒の中にみえた小さな宇宙 

工藤瑚々（中新田中学校出身） 

道端に色鮮やかに咲く曼珠沙華情熱の炎胸にとどめて 

                            安倍みらい（岩出山中学校出身） 

夜の深さ体感させぬ月明かり身も心も透かされていく 

木村記来（岩出山中学校出身） 

「岩高短歌～ワタシタチノウタ～」をもっと知りたいという方は，本校ＨＰまで。 

 

 

 

（５）加美農業高校 ＜心ひとつに全校田植え＞ 

 本校は１２ｈａの広大な田んぼがあります。本校の農地の１６％を占めています。例年，５月上旬から下旬にか

けて田植えが行われ，その締めくくりに，全校田植え大会を実施

しています。全校田植えでは，各クラスの手植えの仕上がりの美

しさ，クラスの団結力などを総合的に審査するクラス対抗の大会

です。今年は新型コロナウイルス感染症予防対策を施し，３年ぶ

りに５月２０日 （金）に開催しました。各クラスお揃いの T シャ

ツを作成し，マスクを着用して互いに声を掛けあい，心一つに手

植えしました。 

本校は農業高校ならではの行事として他にも 「収穫祭」， 「研

究発表会」などがあります。みなさんも一緒に農業高校ライフに

参加してみませんか。 

学校のウェブサイトでは学校行事や学習の様子を公開してい

ます。ぜひ御覧下さい。 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://kamino-h.myswan.ed.jp 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://iwadeyama-h.myswan.ed.jp/ 

https://kamino-h.myswan.ed.jp/
https://iwadeyama-h.myswan.ed.jp/


（６）古川工業高校 ＜化学技術科の紹介＞  

   

【電子顕微鏡による表面観察】 

スマート専門高校事業によって電子顕微鏡が導入されました。世

界的な半導体不足で納入が遅れましたが，５月から利用が始まりま

した。３年生マテリアル実習におけるセラミクスの表面研磨観察等

で利用されています。 

新しい電子顕微鏡は課題研究でも利用されています。様々な物質

の表面を観察し，ミクロの世界を探っています。 

学校等開放講座での公開も予定されており，一般市民の皆様にも 

ミクロの世界を体験いただく予定です。 

  

【微生物のＤＮＡを探る】 

先のハイスクール通信で３年生実習において米のＤＮＡから品種

を判別する実習を行っていることを紹介いたしました。更に３年生

課題研究では乳酸菌を試料としてそのＤＮＡの違いを調べる課題に

取り組んでいます。 

乳酸菌を含んでいるヨーグルト等の食品から乳酸菌を液体培地で

培養し，さらに寒天培地で培養・単離します。その一部を取り出し

ＰＣＲでＤＮＡを調べます。 

これまで取り組んだことの無かった微生物の顕微鏡試料作成や観

察を経て，乳酸菌の形状を観察し，そのＤＮＡを調べることでその

違いに迫ろうとしています。現時点では乳酸菌の種類が分かる程度

ですが，乳酸菌の株の違いを見出す方法を探っています。 

今後は乳酸菌以外の微生物も試料として研究を進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://furukk-h.myswan.ed.jp/ 

https://furukk-h.myswan.ed.jp/


２ 学校紹介 

（１）名取北高校  

＜生徒が通いたい 保護者が通わせたい 地域住民が参加したい 名取北高校＞ 
創立４４周年を迎える名取北高校は，生活にＡＩが欠かせない時代を生き抜くために，生徒一人一人が主体的

に考え抜く知性を持って，多様な生き方を互いに尊重し合える寛容さを兼ね備えた，地域社会に貢献できる人材

を育てる「人づくり」を目指した教育活動を展開しています。 

多様な進路希望にきめ細かく対応するため，わかりやすく生き生きとした授業の研究を推進し，各種講習等を

行っています。また，部活動や学校行事，ボランティア活動等での体験を大切にすることで，自分の人生を切り

拓いていく力を育てます。部活動については，令和３年度は，弓道部，剣道部 （女子），女子テニス部，女子バ

スケットボール部など多くの部活動が県大会で上位に入賞しました。文化部においても，吹奏楽部が東北吹奏楽

コンクール高等学校小編成の部金賞，東日本学校吹奏楽大会銅賞を受賞，美術部が全国高等学校総合文化祭美術

工芸部門に参加するなどの実績を残したほか，書道部が県書道展覧会で推薦，他にも演劇部，文芸部，写真部，

奉仕活動部などが輝かしい実績をつくっています。 

また，家庭クラブの実践として，令和３年度宮城県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会家庭クラブ活動の部

において優秀賞に輝きました。 

生徒会行事には生徒総会，総体壮行式，体育祭，北高祭 （文化祭）などがあり，生徒会が実行委員会と連携を

とりながら企画・運営しています。 

アクセス本数の多いＪＲ名取駅から徒歩１５分の場

所にあり，約半数がＪＲを利用，約半数が自転車で通学

しています。名取北高は，互いを尊重し，認め合い，支

え合う人間関係を大切にする学校です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://natorikita.myswan.ed.jp/ 

https://natorikita.myswan.ed.jp/


（２）仙台三桜高校 ＜4 月２８日(金) 春季体育大会開催＞ 

天候に恵まれ，青空の下，春季体育大会が行われました。午前の学年別種目では，１年生はドッジボール，

２年生はバレーボール，３年生と男子はティーボールを行いました。午後は全学年共通種目のリレー，大縄８

の字跳びを行いました。１年生はクラスごとに揃えた鉢巻き，２・３年生はカラフルな T シャツを身につけて

競技に臨みました。競技も応援も全力で取り組み，クラスの団結が高まった一日になりました。 

 

【春季体育大会を終えた生徒の感想】 

3 年生実行委員長（男子） 

今年の春季体育大会は，コロナ禍以前の状態にできるだけ戻せる

よう，学年種目を取り入れました。そのため，各競技の細則決め

や，物品の準備などに多くの時間を割きました。そんな中，レク委

員はもちろん，各部活の方々にも多くの協力をいただき，無事に体

育大会を運営し終えることができました。 

 僕は委員長として，様々な経験を積むことができました。全校生

徒を動かすという大きな責任がある中，「仲間と協力すること」や

「知恵を出し合う」ことにより，委員会内での団結力が次第に深ま

っていったと思います。体育大会の間際は下校時刻ギリギリまで仕

事をしていましたが，いろんな人の努力の積み重ねにより体育大会

を成功に導けたと思います。 

 来年度運営する後輩も今回の体育大会の経験を活かし，自分たち

が全体を動かすという強い意志の元，頑張ってほしいなと思いま

す。 

・１年生実行委員（女子） 

仙台三桜高校に入学して初めての学校行事となった春季体育大会

に私は実行委員として臨みました。学校に慣れていない入学後すぐ

に委員会の活動が始まってしまったので不安な気持ちもありました

が，クラスメイトや先輩方に支えられながら最後まで仕事をやり遂

げることができました。この行事でクラスの絆が深まってとても楽

しい思い出にすることができて良かったと思います。 

・１年生実行委員（女子） 

 高校最初の行事であった春季体育大会の委員としてこの行事に係わって今思うことは，とても大変だったけ

どやりがいを感じることができたということです。昼休みや放課後にも集まりがあり途中で辞めたいと思った

ことも度々ありました。でも，大会本番になってみんなが楽しんでいる様子を見るとやって良かったと心から

思えてきました。 

 

 

 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://sen3o-h.myswan.ed.jp/ 

https://sen3o-h.myswan.ed.jp/


（３）仙台第三高校 ＜1 年間の研究成果を発表！ 「三高探究の日」＞ 

本校は 2 年次に理数科では課題研究を，普通科では探究活

動を行っています。これは，生徒が自ら設定した課題につい

て１年間かけて調査・研究を行うもので，研究内容は班によ

って実に様々です。「三高探究の日」において，３年生は

１，2 年生や来賓（大学教授など）の方々に研究の成果を発

表します。１，２年生にとっては，これからの自分たちの課

題研究や探究活動をイメージする機会となります。 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策として，会場とな

る教室数を増やし聴衆を分散させることと，オンライン参加

も含めたハイブリッド形式を採用することで，無事開催する

ことができました。 

自然科学部の国際大会出場レベルの口頭発表を皮切りに，

理数科の発表に加え，普通科の探究活動の成果発表も行われ

ました。残念ながら，2 年連続で実施できませんでしたが，

一昨年までは姉妹校である台湾師範大学附属高級中学校の生

徒も来校し，英語で研究発表や交流会が行われ，台湾修学旅

行（理数科）に向けて親睦を深める場でもあります。 

このような社会状況ではありますが，様々な取組の可能性を模索し，今後も SSH（スーパーサイエンスハイ

スクール）指定校として，探究活動等を通して生徒の知的好奇心の育成に力を入れていきます。 

 

 

 
 

（４）宮城野高校 ＜生徒が企画・運営する文化的行事「体育祭」＞  

本校では，学校生活全般が生徒の自治を基本としています。その理念の元に

行事等は生徒が主体となって企画 ・運営されています。その中でも，生徒企画

体育的行事として実施されている体育祭は，１・２年次の有志約 200 名で結

成された校内ボランティア （以下体ボラ）が運営する本校の一大行事となって

います。 

 今年５月に行われた体育祭は，バレーボール，バスケットボール，卓球，運

動会競技プラス学級旗部門で実施しました。各競技において，感染症対策や男

女混合による特別ルールについて考え，既存のルールにとらわれない宮城野生

らしい取組がされていました。応援についても 「大声を出さない」「互いの距

離を取る」などの感染症対策を取りつつ，学級旗を振ったり，手拍子で盛り上

げたりする姿が見られました。 

  「宮城野…ここでは一人ひとりが輝きます」という本校のキャッチフレーズ

を体現する生徒企画行事。体育祭の他には文化祭や遠足，年次毎の行事など

様々あります。みなさんも本校の行事で企画を考え，他者をしあわせにする創

造的な活動をしてみませんか。 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://sensan.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://miyagino.myswan.ed.jp/ 

https://sensan.myswan.ed.jp/
https://miyagino.myswan.ed.jp/


（５）黒川高校 ＜工業科と普通科のハイブリッドスクール＞  

 黒川高校は，明治３４(1901)年に黒川農学校として開校し今

年で創立１２２年目を迎える歴史と伝統のある高校です。雄大

な船形山と四季折々に美しい姿を見せる七ツ森に見守られなが

ら，「公正」「友愛」「開拓」を校訓に掲げ，卒業生は開校以来

２０３０１名を数えます。 

学科構成は，普通科および機械科 ・電子工学科 ・環境技術科の

４学科からなる，全国的にも例の少ない“普通科と工業系学科

のハイブリット・スクール”となっています。工業系３学科は，

充実した施設・設備のもと実習や課題研究を中心とした，より

実践的な学習をすることができ，「ものづくり」をキーワードに

専門的な知識 ・技能を身に付けた，社会に貢献できる人材を育成しています。技能検定 ・資格取得に挑戦する意

欲的な生徒も多く，様々なコンテストにも出場しています。普通科は一人ひとりの個性を伸ばし，基礎的な学力

と表現力，豊かな想像力を身に付けることで，大学進学から就職まで多様な進路に対応できる学習に力を入れて

います。「総合的な探究の時間」では地域（大和町）課題を主なテーマとした探究活動を行っています。 

本校の近隣の地域には世界的にも有名な多くの企業が続々と進出しており，多数の卒業生が活躍しています。

歴史と伝統，豊かな自然に支えられ，地域の皆様からさらに愛される学校として，黒川高校は地域とともに歩ん

でいきます。中学生のみなさんも，様々な学びと体験ができる黒川高校で自分の夢をみつけ，その実現に向けて

ともに成長していきましょう！  

 

 

 

 

（６）富谷高校  

＜ユネスコスクール ～ＥＳＤ「持続可能な開発のための教育」～＞  

富谷高校は SDGs に取り組むユネスコスクールです。SDGs は

Sustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」と

訳されています。富谷高校では授業や行事を通して SDGs に代表され

るような世界が協働で解決するべき問題に触れ，これらの問題が私たち

のライフスタイルと深く結びついていることや日本でも同様な問題が

存在していることに目を向ける機会を多く持つようにしています。 

本校では３年間をかけて 「総合的な探究の時間」（本校ではＴ－time

と呼びます）で SDGs に関わる様々なことを学び探究していきます。

特に２年次からは，「持続可能な地域づくり」というテーマで課題研究

を行います。研究のスタートにあたり地域の成り立ち，自治体や各種団体の地域貢献の実態，町おこしの実情な

どを学ぶための研修ツアーを計画しています。これらをもとにテーマを設定し，２度の中間発表を経て３年次の

５月に「収穫祭」（代表グループによる最終発表会）が行われます。 

 富谷高校は，今後もこのような活動を通してグローバルシチズンシップ （地球市民意識）を生徒に身に付けさ

せ，持続可能な社会の創り手を育てていきます。  

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://kurokawa.myswan.ed.jp 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://tomiya-h.myswan.ed.jp/ 

https://kurokawa.myswan.ed.jp/
https://tomiya-h.myswan.ed.jp/


（７）古川高校 ＜第６３回 臙紫定期戦＞  

コロナ禍で応援なしでの実施となった第６２回大会。令和４年度もまた，開催が危ぶまれる状況ではありま

したが，４月２６日 （火）に開会式をリモートで行い，４月２７日 （水） （ソフトテニス男女のみ２４日 （日）），

全１３種目による競技を行いました。昨年度と異なり，今年度は一般応援生徒が会場に入って応援を繰り広げ

るという一歩前進した定期戦となりました。応援練習も本格的に行って…という予定でしたが，感染状況から

十分に行うことができませんでした。それでも全校生徒による壮行式を経て，当日を迎えることができました。   

昨年度は古川高校の６勝７敗と僅差で敗れており，今年度は応援生徒が見ている前で絶対に雪辱を果たす，

という強い気持ちで試合に臨みました。絶対的安定感のある野球部が

残念ながら中止となり，新たに剣道女子が加わって激しく戦った結

果，築館高校に総合成績で９勝４敗と大勝することができました。昨

年のリベンジを果たすことができた我々古川高校は，これから始まる

県の高校総体に向けて，各部勢いをつけて挑みます。 

今年度の応援練習は，２日間しか行えませんでした。現在の１年生，

２年生はすべての応援歌やエールを習得できていません。コロナの状

況が落ち着き次第，再び応援練習の日々が始まるでしょう。令和とい

う新たな時代ではありますが，伝統を継承しながら，校訓である質実

剛健を体現し，自主自律の精神のもと，輝く古高生であり続けてくれ

ると信じています。  

 

 

（８）佐沼高校 ＜校是 「文武両道」のもと，一人ひとりの目標に向かって＞  

佐沼高校では，「文武両道」の校是のもと，一人ひとりの生徒がそれぞれの目標に向かってひたむきに学習

や部活動等に励んでいます。     

昨年度の国公立大学合格者は３９名で，地元の難関大学である東北大学

に総合型選抜で３名の生徒が合格しました。わからないことを積極的に先

生に質問したり，授業以外の時間を有効に活用したりと，日々地道に努力

する姿勢が先輩たちから後輩たちへ脈々と引き継がれています。 

部活動も盛んであり，昨年度は，陸上競技部男子棒高跳の２選手，ボー

ト部女子シングルスカル，ダブルスカルの３選手がインターハイに，美術

部が全国総合文化祭にそれぞれ出場しました。また，水泳部女子，陸上競

技部男女，ボート部男女でも東北大会出場を果たしています。さらに県総

体では，ラグビー部が第２位，剣道部女子団体，ソフトテニス部男子団体

が第３位となるなど，団体競技においても目覚ましい活躍を見せています。 

佐高３大行事として，陸上大会，球技大会，佐高祭があり，学年の垣根を越え毎年大いに盛り上がるのが特

徴です。昨年度もコロナ禍で規模縮小を余儀なくされましたが，生徒会役員や実行委員を中心として自分たち

でできることを考えて実施し，それぞれ大成功を収めることができました。 

佐高生は，学習 ・部活動 ・学校行事への取り組みを通して，成績や結果だけではなく，その過程で多くの学

びを得ています。 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://furuko.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://sanuma.myswan.ed.jp/ 

https://furuko.myswan.ed.jp/
https://sanuma.myswan.ed.jp/


（９）迫桜高校 ＜自分で科目を選べる学校＞  

県北の田園地帯に位置する迫桜高校は，若柳高校と栗原農業

高校の２校を再編統合して，２００１年４月に開校した，単位

制総合学科の高校です。 

迫桜高校は生徒の皆さんの興味や関心，進路に対応できるよ

うに，人文国際 ・自然科学 ・情報ビジネス・福祉教養 ・アグリ

ビジネス・エンジニアリングの６系列の学習選択モデルを用意

しています。 

そして，迫桜高校は総合学科でも珍しい総合選択制をとって

います。１３０以上の開設科目の中から，学級や学年の枠を超

えて自分で学習したい科目を選択し，「自分オリジナルの時間

割」を作って，主体的に学習に取り組むことができます。 

さらに，地域に開かれた学校づくりを目指し，開放講座の開催，図書館の一般開放を実施しています。それ

らの活動を，毎月発行している「迫桜通信」を通じて地域に向けて情報発信しています。 

 

 

 

 

（１０）一迫商業高校  

＜県北唯一の商業高校 目指す進路目標を１００％サポート＞  
＜創立５０年目の商業高校＞ 

一迫商業高校は昭和４８年開校で，今年で創立５０年目を迎える流通経

済科４０名，情報処理科４０名，１学年定員８０名の県北唯一の商業高校で

す。令和５年１１月に創立５０周年記念式典を開催します。これからも生徒

一人ひとりの興味関心を大切にし，生徒の目標達成に向けて丁寧な指導を

心掛けていきます。 

＜上級検定にチャレンジ＞ 

将来，社会で活用できる商業に関する資格取得に力を入れて指導してお

ります。 最上級の１級に全員チャレンジし，３種目以上を取得して卒業時

に全国表彰を受ける生徒が毎年，何人もおります。 

商業の検定以外にも，ＩＴパスポート国家資格合格者やファイナンシャ

ルプランナー技能検定３級合格者も出ています。 

＜学校と企業のスキルを同時に学べる栗原版デュアルシステムを導入＞ 

平成１７年度から文部科学省の３年間指定 （その後学校で継続）を受け，

学校の勉強と企業へ長期の実習等 （起業家研究と販売実習を含む）を通して

専門的な知識と技能を習得するデュアルシステムを県内で唯一導入してお

ります。この取組が評価され，平成２０年度に富県宮城グランプリ特別賞に

輝き，平成２４年度に本校のキャリア教育に対し文部科学大臣より表彰状

が授与されました。 

皆さんも一迫商業高校でいっしょに学びませんか？  

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://hakuou.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://ichisho.myswan.ed.jp/ 

https://hakuou.myswan.ed.jp/
https://ichisho.myswan.ed.jp/


３ お知らせ 

（１）石巻北高校 ＜オープンキャンパスのお知らせ＞  

石巻北高等学校では，例年中学生及びその保護者に対して本校

の教育活動を紹介する 「オープンキャンパス」を実施してきまし

た。今年度は，教育活動の紹介以外にも，系列体験授業の実施を

予定しております。各系列の特性を踏まえた体験授業を展開する

ことで，中学生の進路選択の一助となるような取り組みができれ

ばと考えています。日程は下記の通りで，詳しい内容は６月８日

に学校ＨＰに掲載しますので，そちらを確認してください。 
 

オープンキャンパス日程：７月２６日（火） 
 

９：００～ ９：３０ 受付 

９：３０～１０：１５ 学校説明，系列説明，進路実績など 

１０：３０～１１：２０ 系列体験授業（希望者のみ） 

１１：２０～１１：３０ アンケート記入 

 

 

 

 

（２）白石工業高校  

＜来て，見て，体験！ 白石工業高校ってどんなところ！？＞ 
富士山を知っていますか？高さは３７７６ｍで日本最高峰の山です。このことを，聞いたり調べたりするこ

とと，富士山を下から見上げること，そして，実際に登ってみることどれがその高さを実感することができる

でしょうか？聞くこと，調べることももちろん大切ですが，実際に見た方が，そして登ってみた方が高さを実

感でき，それ以上にわかることがあるかもしれませんよね。 

工業高校について知りたいとき，お家の人や先生など周りの人に聞いてみてもいいかもしれません。インタ

ーネットやポスターを見ることも 1 つの方法です。でも，工業高校のことも，たくさんのことを聞くより，実

際の実習の様子や，学校生活の様子などを見てみることでわかることが多くあるでしょう。そして，見る以上

に工業高校の学びを体験することは，より多くのことを知るチャンスになるはずです。「ものづくりに興味が

ある」，「普通高校とはひと味違った雰囲気を感じてみたい」そんな皆さんは是非オープンキャンパスに参加

して，写真や文章だけではわからない工業高校の魅力を発見してください。 

 

【オープンキャンパス】 

７月２８日（木） 

【白工祭】 

１０月２９日（土） 

 

 

 

ＨＰアクセス用ＱＲコード 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://ishikita.myswan.ed.jp 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://shiroishi-kougyou.myswan.ed.jp/ 

https://ishikita.myswan.ed.jp/
https://shiroishi-kougyou.myswan.ed.jp/


（３）柴田高校 ＜第１回オープンキャンパス ７月３０日（土）開催＞  

●オープンキャンパス 

７月３０日 （土），第１回オープンキャンパスを開催します。当日は

学校説明を始め，生徒会による学校紹介，部活動体験等を実施する予

定です。百聞は一見に如かず，実際に見なければ分からないことは多

くあるでしょう。学校の雰囲気や部活動の様子など，柴田高校の実際

を，自身の目で耳で，そして肌で確かめに来てください。皆さんにと

って実り豊かな１日になるよう，精一杯準備をしてお待ちしています。 

 

 

 

体験可能部活動 

陸上競技 （男女），野球 （男），剣道 （男女），水球 （男女），体操 （男女），柔道 （男女），ウエイトリフ

ティング （男女），卓球 （男女），バレーボール （男女），サッカー （男），バスケットボール （男女），ソ

フトテニス （男女），ソフトボール （女） 吹奏楽，軽音楽，家庭，サイエンス，茶華道，美術，囲碁 ・将棋，

書道  （大会日程・天候等により変更の可能性があります） 

申し込みは Fax 又は Web で受け付け予定です。 

詳しくはホームページを御覧ください。 
 

 

 

（４）角田高校 ＜３年ぶりに角白定期戦を実施しました＞ 

旧男子校時代から通算して 56 回行われてきた白石高校との伝統の

一戦が３年ぶりに実施されました。新型コロナウイルス感染症の感染予

防の観点から以前とは異なる形とはなりましたが，卓球 （男子），サッ

カー，バスケットボール （男 ・女），ソフトテニス （女子）がそれぞれ

の会場で行われました。結果は以下の通りになりました。一部の競技で

は応援団や生徒会の生徒らによる応援も行われ，３年ぶりの定期戦を盛

り上げていました。 

 

結果は，以下の通りになりました。 

・卓球（男子）       ０－３   負       

・サッカー         １－２   負   

・バスケットボール（男子） 56－54   勝       

・バスケットボール（女子） 38－48  負           

・ソフトテニス（女子）   ３－１   勝 

 

 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://sibata.myswan.ed.jp/ 

本校の合言葉「夢実現」 

第 93 回選抜高校野球大会出場記念に生徒が折り鶴で表現 

しました。 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://kakuko.myswan.ed.jp 

https://sibata.myswan.ed.jp/
https://kakuko.myswan.ed.jp/


（５）名取高校 ＜オープンキャンパスについて＞  

毎年多くの中学生が参加するオープンキャンパスを７月２

６日（火）に開催します。オープンキャンパスは，中学３年

生とその保護者を対象にした学校説明会です。 

今年度の内容は，教室にて全体説明会を行い，その後，家

政科の説明会や施設見学 ・部活動の見学を実施する予定です。

開催要項等詳しくは本校のホームページをご覧ください。 

申込期間は６月２０日（月）から７月５日（火）となって

います。参加申込は「はがき」か「Ｗｅｂ申請」でおこない

ます。 

なお，参加者用の駐車場はございませんので，公共交通機

関を利用して御来校いただきますようお願いいたします。（自

転車利用は可能です） 

皆さんの御参加を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

（６）工業高校  

＜令和４年度 中学生対象学校説明会（オープンキャンパス）の御案内＞ 
宮城県工業高校の中学生対象学校説明会 （オープンキャン

パス）について，お知らせします。  

今年度は，７月２８日 （木）実施します （予定）。午前は

仙台市内の中学３年生，午後は仙台市以外の中学３年生を対

象に行います。全６学科のうち２学科まで受講できます （１

学科のみの受講も可です）。内容は学科での学習内容の説明，

施設や機材の見学等を計画しています。また，当日活動して

いる部活動を見学することもできます。  

実施要項は，本校ホームページに掲載しますので，内容を

確認の上，「Ｗｅｂ（電子申請システム）」か 「はがき」の

いずれかで申し込んでください。その際に，氏名，中学校，

連絡先，希望学科等を記入してください（６月 23 日（木）

より申込開始です）。  

現在，感染予防の観点から，保護者の方の御参加はお控え

いただくよう考えておりますが，状況に応じて変更すること

もあります。案内は７月１４日 （木）までに本校ホームペー

ジより連絡いたします。本校でも感染予防策を講じますが，中学生の皆さんも十分に留意の上参加してくださ

い。その他の注意事項については実施要項を御確認ください。中学生の皆さんの参加を心よりお待ちしており

ます。 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://natori-h.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://miyagi-th.myswan.ed.jp/ 

過去のオープンキャンパス

の様子 

校舎外観 

https://natori-h.myswan.ed.jp/
https://miyagi-th.myswan.ed.jp/


（７）仙台二華高校 ＜今年のオープンスクールは７月３１日！＞ 

仙台二華高の三大行事を紹介します。 

【体育大会（４・１０月）】 

4 月は綱引きやリレー，長縄跳びなどの陸上競技，10 月はバレ

ー，バスケ，サッカーなどの球技をクラス対抗で競います。高校３

年次生が色とりどりのクラスＴシャツに身を包み，一致団結して臨

む姿には他年次も一目置きます。 

 

【合唱コンクール（６月）】 

場所を校外のホールに移して開催する，真剣勝負のコンクー

ルです。本番までは短期間ながら，歌声が校舎中に響き渡りま

す。体育大会同様，高校３年次生の衣装パフォーマンスは必見で

す。が，合唱も本気で歌い上げます。 

 

 

 

【文化祭（９月）】※昨年度は校内発表１日のみ 

通常ならば文化部，有志団体が２日間に渡りイベントや展

示，パフォーマンス，物品販売などを行います。今年の内容に

ついては現在実行委員を中心に検討中です。 

 

これらの行事に共通していることは 「生徒主体の行事」だと

いうことです。運営はもちろん，準備や後片付けまで，すべて

生徒たちで行うことが仙台二華の伝統になっています。このような主体的に行動する二華高生に出会える機会

が 「オープンスクール」です。感染症対策のため，例年どおりの内容で実施することはできませんが，生徒が

運営する二華スタイルは変わりません。是非オープンスクールに参加して，生徒が主体的に活動し，輝ける学

校である仙台二華高校の魅力に触れてみてください。 

※今年度の上記各行事は内容を変更して実施します。 

 

＜宮城県仙台二華高等学校オープンスクール＞ 

実施日：７月３１日（日） 

場 所：宮城県仙台二華高等学校（宮城県仙台市若林区連坊１－４－１） 

内 容：（予定）全体説明，校舎見学，部活動見学会，IB のみ体験授業・説明会 

その他 ：オープンスクール関連の情報は本校ホームページに今後掲載します。なお，オープンスクールへの

お問い合わせは現在受け付けておりません。御了承ください。 

 

 

 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://nika.myswan.ed.jp/ 

https://nika.myswan.ed.jp/


（８）泉高校 ＜令和４年度学校説明会のおしらせ＞ 

泉高校では，令和４年７月２６日 （火），中学校３年生を対象にした学校説明会を開催します。例年は校外

での開催でしたが，今年度は，学校での実施となります。当日は，学校の説明や校舎見学等を行います。 

本校は英語科を設置している県立高校なので，普通科だけでなく，英語科での勉強や活動についても知るこ

とができます。たくさんの中学生の参加をお待ちしています。 

  

○ 対  象 中学校３年生 

 ○ 日  時 ７月２６日（火） 

        Ａグループ  ９：００ ～ １０：００ （受付 ８：４０） 

Ｂグループ １０：４０ ～ １１：４０ （受付１０：２０） 

※全体説明の後，校舎内を見学します。 

○ 内  容 学校紹介，校舎内見学 

○ 参加申込 令和４年６月２７日（月）から７月２１日（木）まで 

        本校ホームページの専用申込フォームから申し込み願います。 

○ その他  ・Ａ，Ｂ両グループともに定員を５００人とします。 

        ・詳しくは高校教育課及び本校のホームページを御覧ください。  

 

 

 

 

（９）利府高校  

〈利府高等学校体験入学のご案内 みなさんの参加をお待ちしています！！＞ 

中学生の皆さんこんにちは！この度，利府高校では７月と１０月に体験入学を開催

します。当日は，学校紹介や入試制度の説明，部活動の体験，校舎 ・施設見学などを

実施する予定です。多くの中学生と保護者のみなさんの来校をお待ちしています。 

 

 

 

【開催日と主な実施内容】 

○参加対象 中学３年生  

 

○実施日  7 月 28 日（木）9：30～13：10（受付 9：00～） 

     １０月  1 日（土）9：30～13：10（受付 9：00～） 

 

○実施内容 A コース：学校紹介＋部活動体験 

       B コース：学校紹介＋校舎・施設見学 

    

＊今後，実施日や内容等に変更が生じることもあります。 

詳しくは，本校のホームページを御覧下さい。  

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://izumihigh.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://rifu-h.myswan.ed.jp/ 

https://izumihigh.myswan.ed.jp/
https://rifu-h.myswan.ed.jp/


（１０）鹿島台商業高校 ＜オープンキャンパスのお知らせ＞ 

7 月 30 日(土)にオープンキャンパスを開催いたします。 

鹿島台商業高校のオープンキャンパスは，商業科目の授業を体験し

て，商業高校ではどのような学習をするのかを知ってもらいたいと考

えています。 

当日は，本校生徒が皆さんを御案内しますので，生徒の様子も知る

ことができます。 

毎年，オープンキャンパスに参加した方から，進路選択の参考にな

ったと好評を得ています。 

中学生の皆さん，保護者の方と一緒にふるって御参加ください。 

 

 

 

 

（１１）南郷高校 ＜中学生対象オープンキャンパスに参加しよう＞ 

南郷高校では，夏季休業中に「中学生対象オープンキャンパス」を行います。学校紹介や部活動紹介があ

り，さらに英語の模擬授業や農業の体験学習が受けられます。ぜひ参加してください。 

〈日時〉7 月２８日（木）9：00～12：００ 

〈会場〉本校 視聴覚教室ほか 

〈対象〉中学３年生とその保護者 

〈内容〉学校紹介・体験学習・部活動見学または体験 

 

  

 

 

 

 

〈申込方法〉①FAX，②QR コードのいずれかで申込み        

〈申込期間〉７月４日(月)～7 月２１日(木)まで 

詳細は本校ホームページを御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度の様子 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://kasimadai-ch.myswan.ed.jp/ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://nango-h.myswan.ed.jp/ 

https://kasimadai-ch.myswan.ed.jp/
https://nango-h.myswan.ed.jp/


（１２）登米高校 ＜オープンキャンパス＞ 

７月１０日（日）に，登米高校オープンキャンパスを行います。 

学校からの概要説明の他，動画での学校紹介や，体験授業があり，希望者は部活動見学も行えます。 

登米高校での高校生活を間近で体験できるプログラムとなっておりますので，ぜひ参加して，進路決定の参

考として役立ててください。 

 

日 時：７月１０日（日） 

場 所：宮城県登米高等学校（体育館及び各教室） 

対 象：中学３年生 

日 程  ８：５０～ ９：１０  受付  

９：１０～ ９：５０  学校説明会（学校概要，進路指導等） 

１０：０５～１０：４５  体験授業（各教科の講座から一つ選択） 

１１：００～１１：５０ 部活動体験・見学（希望者）  

申 込：中学校単位でのとりまとめ 

 

 

 

 

 

 

（１３）登米総合産業高校 ＜１日体験入学の御案内＞ 

登米総合産業高校の１日体験入学は，７月３０日(土)に開催します。（新

型コロナウイルス感染拡大の状況があれば，日程および内容を変更すること

があります。） 

当日は，本校で行っている様々な取組についての説明と，農業・機械・電

気・情報技術・商業・福祉の６学科から皆さんが希望する１つの学科の授業

体験を予定しています。総合産業高校ならではの学習や取組をぜひ体験して

いってください。専門的な内容も楽しく体験できることと思います。他に

も，体験した学科以外の説明や相談，部活動の様子なども見ることができま

すので，ぜひ御参加ください。 

なお，１日体験入学の参加申込は６月１３日（月）～７月４日（月）まで

です。詳しい日時や申込方法につきましては，本校または高校教育課のホー

ムページより御確認ください。 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://tome-h.myswan.ed.jp 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://tomesou.myswan.ed.jp/ 

https://tome-h.myswan.ed.jp/
https://tomesou.myswan.ed.jp/


（１４）岩ヶ崎高校 ＜オープンキャンパスのお知らせ＞ 

中学３年生及び保護者の皆さんを対象に，岩ヶ崎高校オープンキャンパスを本校会場として７月２９日(金)

９：００～１２：００に開催予定です。 

今年度のオープンキャンパスは，本校の学校紹介をした後，３年ぶりに授業・課外見学を予定しています。

さらに，毎年好評の岩高生との懇談会を企画しています。頼もしい先輩が，在校生にしか分からない岩ヶ崎高

校の魅力の数々を語ってくれます。話しやすい雰囲気で行いますので，どんどん質問してください。最後に，

希望者を対象に部活動見学も企画しています。 

参加御希望の方はＦＡＸまたはメールで申し込んでください。詳しくは高校教育課又は本校のホームページ

を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

（１５）石巻工業高校 ＜オープンキャンパス＞ 

中学３年生を対象にオープンキャンパスを開催いたします。本校の５つの学科である，機械科・電気情報

科・土木システム科・化学技術科・建築科の施設見学及び体験学習を行います。学校生活のことで相談したい

ことがあれば，個別相談も準備していますので御活用ください。 

 ぜひオープンキャンパスに参加し，充実した学校生活，進路決定の参考にしていただければと思います。 

期 日：７月２９日（金） 

日 程：[午前の部] 

    ８：４５～ ９：２０ 受付 

    ９：３０～１１：４０  施設見学及び体験学習 

   １１：５０～１２：２０ 個別相談（希望者） 

    [午後の部] 

   １２：３５～１３：１０ 受付 

   １３：２０～１５：３０ 施設見学及び体験学習 

１５：４０～１６：１０ 個別相談（希望者） 

     -----------------------------------  

５学科のうち希望した２学科での見学及び体験となります。 
 

対象者：中学３年生及びその保護者（1 名のみ）                      
申 込：中学校ごとにとりまとめて email にて申し込み 

＜昨年度の懇談会の様子＞ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://iwagasakikou.myswan.ed.jp 

午前の部・午後の部は在籍中学校

により決まります 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://ishiko.myswan.ed.jp/ 

詳細は本校ホームページを御覧下さい。 

https://iwagasakikou.myswan.ed.jp/
https://ishiko.myswan.ed.jp/


（１６）東松島高校 ＜オープンキャンパスを開催します！＞ 

〈日程〉７月２６日（火） 
 

１３：４０～ 受付 
 

１４：００～ 校舎見学 
 

１４：３０～ 全体会（学校説明） 
 

１５：００～ 時間割作成体験，個別相 

 
 
 

オープンキャンパスでは，まず校舎見学を行います。校舎をグループで一周し，生徒が個別に情報を得るこ

とができるパーソナルボックスや情報テレビ等，本校独自の取組を知っていただきます。 

 加えて，本校の目玉授業の一つである「演劇特別授業」を，見学いただきます。希望する生徒がプロの劇団

の方に指導いただき，４日間で劇を作り上げます。これを見学いただくことで，本校の雰囲気を感じとってい

ただければと思います。 

さらに，単位制・三部制の特徴を実感するために，個人時間割の作成体験も行います。東松島高校の学習ス

タイルを知っていただける機会となるでしょう。 

（新型コロナウイルス感染症の影響により，やむを得ず予定が変更になることがあります。あらかじめ御了承

願います）。 

オープンキャンパスは，文化祭一般公開日の１０月２２日（土），平日の授業の様子が見学できる１２月 

１９日（月）にも開催予定です。ぜひ東松島高校に足をお運びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページで 

♬ひがまつライフ♬を

更新中♪ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://higashi-matsushima.myswan.ed.jp/ 

https://higashi-matsushima.myswan.ed.jp/


（１７）美田園高校  

＜令和４年度二期入学説明会・オープンキャンパス開催のご案内＞ 

美田園高校は，県内公立高校で唯一の通信制課程の単独校です。 

美田園高校の「通信制の学び」は，「自学自習」を基本とした学習スタイルで，添削指導，面接指導，試験

などにより学習をすすめていきます。 

美田園高校では，「通信制の学び」で高校卒業を目指す皆さんを，「個別学習支援」や本校独自の学習支援

システム「Mｙスタ」の活用など，様々な取組により支援・応援しています。 

「通信制の学び」に興味がある方は，ぜひこの機会に参加してみてください。 
 

○日時 

 ８月７日(日)   

二期入学説明会；10：００ 受付 

10：３０ 開会 
 

オープンキャンパス；1３：３０  受付 

１４：００  開会 

〇対象 

・二期入学を希望している方，保護者 

・本校への入学を希望している中学生，保護者 

・県内の中学校，高等学校の教職員 

＊付添いの方は 1 名のみに限らせていただきます。 

○会場 

  まなウェルみやぎ ３階 大研修室  

※仙台空港アクセス鉄道「美田園駅」下車 徒歩５分 

○その他 

・詳しい日時や申込方法については，後日各中学校，高校に送付する文書（７月上旬頃），または本校

のホームページを御覧ください。 

・まなウェルみやぎ駐車場（北側）のスペースには限りがありますので，できるだけ公共交通機関を御

利用願います。 

    ・教員対象学校説明会（１１月），令和５年度入試に向けた学校説明会（１月）も予定しています。 

 

 

＜令和３年８月二期入学説明会＞ 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

http://mitazono.myswan.ed.jp 

http://mitazono.myswan.ed.jp/

