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 県立高校の旬な情報を毎月お届けします。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

路選択にぜひご活用ください。 
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１ マナーアップ通信 

（１）登米高校 ＜生徒会活動【朝のあいさつ運動】＞ 

登米高校生徒会では，毎週月・水・金曜日の朝に，あいさつ運動を行っています。新型コロナウイルス感染

防止の点から大きな声は出しづらいですが，みんなに伝わるように笑顔で頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

また，生徒会だけではなく，各部活動や先生方も参加した朝のあいさつ運動にも取り組んでいます。今年度

は各部３名ずつに制限しましたが，例年では３０名を超える生徒が大きな声であいさつをしています。 

     

学校行事の縮小や大会の中止が重なっている今だからこそ，朝から元気にあいさつをして学校を盛り上げて

いきたいです。 

 

 

 

  

〈 学校のホームページはこちらです 〉

https://tome-h.myswan.ed.jp/ 
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2 特色ある取組 

（１）白石高校七ヶ宿校 ＜傾城森遠足を実施しました＞ 

七ヶ宿校では，春の爽やかな涼しい天候に恵まれ，恒例の「傾城森

遠足」を実施しました。この行事は，長年にわたる恒例の行事となっ

ており，一昨年までは野外炊飯も行っていました。遠足ではあります

が，傾城森は「山登り」もあります。山の頂上を目指し，そして下山

しながら，七ヶ宿校までの道を歩きます。１年生は，はじめての遠足

でしたが，急な登りの斜面に戸惑いながらも必死で山頂を目指し，み

んな嬉しそうに達成感を味わいました。２年生は，慣れた山道をそれ

ぞれのペースで歩み，自信を持って遠足を楽しんでいました。３年生

は，最後の遠足ということもあり，コースに沿った周辺の自然にも足

を伸ばし，豊かな森林の様子を体感しながら遠足に参加していまし

た。山頂から，七ヶ宿町の風景を望みました。豊かな自然に囲まれ

た，懐の深い七ヶ宿の美しさをたくさん感じることができました。 

   

    

 

 

 

 

（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」の

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/ 
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（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。」 

 

 

 

 

（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」という取組を行っています。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，豊かな言葉で表現しています。 

 

父の手はさなぎのようにつつんでるうちの家族の大切な糸       

最終回終わってしまうラストプレー白球飛び込むレフトスタンド    

話し方足取り目配せ愛想良く四十五度礼しっかりと          

  気づいてる？十五夜の夜の空満月に「月が綺麗ね」ぽつりと言うの   

  けんかしてぷつん切れた絆の糸手を握ってまた結い直す        

 

「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，本校ホームページまで。 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉

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

商業実践系列 言語・自然科学系列 

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://iwadeyama-h.myswan.ed.jp/ 
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（５）加美農業高校 ＜高校生は学ぶだけ？ 立派な先生です＞  

１ 「ブラザーシステム」って何？ 

本校農業科の授業の一部では，先輩と後輩が一緒に学ぶ機会があります。例えば，３年生が先生になり，

１年生に農業について教える実習の時間や，２年生と３年生が一緒に同じ研究グループを作って，農業や地

域の課題解決に向けて取り組んでいます。これが「加美農式ブラザーシステム」です。農業が初めての生徒

も，３年生になると頼もしい先生です。 

 

２ 中学生にも教えます！ 

５月１３日，名取市立第二中学校の生徒がグリーンツーリズムで本校に来ました。本校３年生が先生とな

り，農業科，農業機械科，生活技術科全８講座の体験を行いました。農業について幅広く学べることも本校

の特徴です。遠くて通学できない人には「寮」もあります。 

 

加美農スクールライフは，学校のホームページにて。 

 

 

 

 

（６）古川工業高校 ＜コロナウイルス感染予防対策のために！＞ 

 建築科３年生課題研究建築工房班では，解体予定の木造建築物の木材を

再利用する活動に取り組んでいます。今回は学校内でのコロナウイルス

感染予防対策の一助となるように，アクリルパネルと足踏み式アルコー

ル台を製作しました。 

木工機械の使用に苦労しながら，木材の加工に取り組みましたが，専門

職である講師の先生の御指導によりアドバイスをいただきながら納得の

いく製品に仕上がりました。設計から加工までものづくりの一連の流れ

を経験し，木材加工の精度へのこだわりはもちろんですが，利用する人へ

の思いやりを学ぶことができました。 

足踏み式アルコール台は本校昇降口や職員室前など，校内各所で活用

されているので，本校にお越しの際は，是非御利用ください。 

  

〈 学校のホームページはこちらです 〉

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

〈 学校のホームページはこちらです 〉
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３ 学校紹介 

（１）名取北高校 ＜入ってよかった あってよかった 名取北高校＞  

創立４３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２年度は陸上競技部，弓道部，女子テニス部，女子バスケットボール部などが県

大会で上位入賞しました。文化部においても，演劇部が県高等学校演劇コンクール中央大会で優秀賞一席に

輝き東北地区演劇発表会出場，吹奏楽部がＮコンでテレビ出演，管打楽器ソロコンテストでも東北大会に進

出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に輝くなど多くの部活動が活躍しています。

また，家庭クラブの実践として，第６８回東北ブロック高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会において優秀

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/ 
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（２）仙台三桜高校 ＜三桜４大行事・・・春季体育大会＞  

本校は，平成２２年４月に宮城県第三女子高等学校から宮城県仙台三桜

高等学校と校名を改称しました。男女共学となり，今年で１２年目を迎え

ます。１学年７クラスで定員は２８０名です。全校生徒８２８名中，男子

生徒は１００名 （３学年合計）を超える人数になり，徐々に増えてきてい

ます。 

仙台三桜高校は，全校生徒が日々の学習に真剣に取り組んでいます。将

来の目標を決めることによって，学習への取組も一段と意欲的になりま

す。日々の授業を大切にして学習に励み，大多数の生徒が進路の目標を達

成しています。 

勉強だけでなく，部活動にも活発に取り組んでいます。多くの部活動が

県大会で活躍し，上位入賞を果たし，東北大会や全国大会などに出場して

いる部もあります。 

また，学校行事も仙台三桜高校の魅力の一つです。本校の４大行事とし

て春季体育大会，合唱コンクール，三桜祭，秋季体育大会があります。こ

れらの行事にはクラスが一致団結し，優勝を目指し，熱い戦いを繰り広げ

ます。 

今年の春季体育大会では，各クラスの個性を表現したＴシャツを身にま

とい，ドッジボールでは白熱した攻防となり，大縄８の字跳びでは見事な

団結力で回数を増やし，最後のクラス対抗１８人リレーでは，全生徒がグ

ラウンドに集結し，抜きつ抜かれつのドラマがあり，大興奮の体育大会と

なりました。これらの行事によって，クラスの団結や友情も深まります。 

皆さんも 「感じる誇り開く未来」という本校のキャッチフレーズを合言

葉に仙台三桜高校で，仲間たちとともに充実した高校生活を送りましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://sen3o-h.myswan.ed.jp/ 
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（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）宮城第一高校 ＜県立高校初 全面人工芝の第２グラウンド＞ 

宮城第一高校では令和５年度の新校舎完成へ向け，昨年建設さ

れたプレハブ校舎（冷暖房に無線ＬＡＮ，プロジェクター完備）

で学習に取り組んでいます。しかし，そのプレハブ校舎が校庭に

設置されてしまったため，運動部が活動するグラウンドが無くな

ってしまいました。そこで学校近接の広瀬川沿いに，県立高校初

となる全面人工芝の第２グラウンドを作っていただきました。完

成したグラウンドでは，男女サッカー部やハンドボール部，陸上

部にソフトボール部などが使用しています。人工芝のため雨が降

っても泥に汚れることもなく，キレイなトイレと便利な倉庫もあ

り，毎日気持ち良く練習に取り組むことができています。 

宮城第一高校に入学を希望される中学生の皆さんも，このグラ

ウンドでいっしょに気持ちよい汗を流してみませんか？ 
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（５）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付けることや日本でも

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。 

 

 

 

 

 

（６）古川高校 ＜第６２回 紫臙定期戦＞ 

コロナ禍で中止（代替大会として練習試合のみ実施）となった昨年度の第６１回大会。令和３年度もまた，

開催が危ぶまれる状況ではありましたが，５月１４日に開会式をリモートで行い，５月１５日・１６日，及び

５月２２日・２３日に分散する形式で，全１３種目による競技を行いました。一般応援生徒も会場には入れな

い，という特殊な状況ではありましたが，１週間の応援練習，壮行式を経て，当日を迎えることができまし 

た。中止を挟んだ一昨年度が古川高校の１１勝４敗と圧勝に終わっており，連覇を目指しておりましたが，綱

引きを除く１３種目での激戦の結果，古川高校の６勝７敗と総合成績で築館高校を上回ることができませんで

した。令和最初の大決戦を勝利で飾ることができなかった我々古川高校は，臥薪嘗胆を胸に刻み，次回定期戦

に向けて，さらにはこれから始まる県総体に向けて，各

部精進を重ねることと思われます。 

 今年度の応援練習は，例年の半分の日程で実施されま

した。現在の１年生，２年生はすべての応援歌やエール

を修得できていません。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。 
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期 日 ： 月 1回（４月～2月） 

時 間 ： １５：５０～１６：３０ 

会 場 ： 図書室 

メニュー： 季節のお菓子 

飲み物 

＊ 誰でも参加できます 

   （出入り自由） 

＊ ゲーム・読書・おしゃべり等 

放課後のひととき 

ほっこりしてみませんか 

（７）松山高校 ＜松高生の日日是好日＞  

   

 

  

≪ 令和３年度入学式 ≫ 

４月８日（木）第４２回入学式が，新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大防止に十分に気を付け，

厳粛な中にも温かい雰囲気で行われました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 生徒会執行部が，始業式前日の４月７日 

（水）に地域貢献活動として，学校と松山町駅

間の通学路と駅周辺のゴミ拾いを行いました。 

思っていたより大量のゴミが落ちていたこと 

に執行部一同はびっくりです!! 

 

  

 ≪ 生徒会活動の紹介 ≫ 

◎ 生徒会運営方針 

今ここある出会いを 

～ 松高でしかできないことをＥｎｊｏｙしよう！～ 

● 具体的な取り組み 

    スマホ回収ＢＯＸはＲ３も継続 等 

  

                         

    

  

          （令和3年度 生徒大会） 

高校生活をより良いものにするため，生徒同士が共 

有し，できることを考え，やってみましょう！ 

                  ｂｙ生徒会執行部 
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（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３７名で，地元の難関大学である東北大学に一般入試で２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して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。 

部活動においては，インターハイは中止されたものの，前年度インターハイ出場

の実績などにより陸上競技部男子棒高跳の選手が全国大会に出場し，美術部も全国

総合文化祭に出場しました。また，ラグビー部が花園予選の県 ・東北大会での活躍

が認められ年度末の全国大会に出場し，女子ボート部も県と東北新人大会で優勝

し，全国大会に駒を進めました。その他，どの部も県総体や各種大会 ・発表会等に

向けて熱心に活動しています。 

行事については，昨年度はコロナ禍の中で中止や縮小を余儀なくされた行事もあ

りましたが，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

施しました。 

佐高生は，学習 ・部活動 ・行事への取組を通して，成績や結果だけでなく，その

過程で多くの学びを得ています。 

 

 

 

 

 

（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。 

 本校は，総合選択制をとっています。１３０以上の開設科

目の中から，学級や年次（学年）の枠をこえて自分で科目を

選択し，「自分独自の時間割」を作って，主体的に学習に取

り組むことができます。生徒の興味や関心，進路に対応でき

るように，人文国際・自然科学・情報科学・福祉教養・アグ

リビジネス・エンジニアリングの６系列の選択モデルがあり

ます。 

開かれた学校づくりを目指して，地域の小中学生との交流事業や，図書館の一般開放を実施しています。ま

た，「迫桜通信」を毎月発行して，地域に向けた情報発信を行っています。 

 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 
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（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４９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４９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。生

徒一人ひとりの興味関心を大切にし，将来の目標が達成できるよう丁寧な指導

を心掛けています。 

＜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。 

令和２年度は本校初のＩＴパスポート国家資格合格者，ＦＰ技能検定３級合

格者が出ています。 

＜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？ 

 

 

 

 

（１１）石巻北高校 ＜学校説明会のお知らせ＞ 

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，体験の機会を設けていました。今年度はコロナウイルス感染拡大防止の観点から，「オープン

キャンパス」を中止し代替措置として「学校説明会」を開催します。中学生の進路選択の一助となるような取

組を考えています。日程は下記の通りで，人数を制限して午前・午後の２部展開を予定しています。詳しい内

容は後日，学校ＨＰにアップするので，そちらを確認してください。 

 

学校説明会日程：令和３年７月２７日（火） 

【午前の部】上限人数３００名 

９：３０       受付開始 

１０：００～１０：５０ 学校説明，系列説明，入試説明 等 

【午後の部】上限人数３００名 

１３：３０       受付開始 

１４：００～１４：５０ 学校説明，系列説明，入試説明 等 

 

〈 学校のホームページはこちらです 〉 
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４ お知らせ 

（１）白石工業高校  

＜白石工業高校（白工）に入学すると 

充実した高校生活が待っているよ！＞  
その１ 安心と信頼の進路実績！ 

 白工生の多くは卒業後すぐに就職します。宮城県内はもちろん，全国各地で活躍している先輩たちが沢山い

ます。社会では現在，工業高校生が注目されています。高校生活で勉強や部活をがんばり，思い描く夢を現実

にしてみませんか？就職だけに限らず進学指導も手厚く，毎年進路決定率は１００％です。 

その２ 全部が魅力的な部活動！ 

 全国大会常連の男子ソフトボール部，世界１位に輝いた経験を持つ写真部をはじめとして，各運動部 ・文化

部が活躍しています。そして，白工ならではの各科工業部も充実しており，ものづくりコンテストなどで実績

を残しています。どの部活動を選んでも充実した高校生活があなたを待っています。白工であなただけの青春

を存分に満喫しませんか？ 

その３ 新しい仲間と新しい授業！ 

 白工には，４０を超える中学校から生徒が集まってきます。工業実習や

課題研究など，  ものづくり』に関わる授業が沢山あります。新しい友人

と新しい授業！白工で最高の高校生活を送ってみませんか？ 

 

「ワクワクが止まらない！」というあなた…７月２９日 （木）オープンキ

ャンパスへＧＯ！ 

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 〉 
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（２）大河原商業高校 ＜最後のオープンキャンパス＞  

今年度のオープンキャンパスは，新型コロナウイルス感染症対策を

十分に行いながら，以下のとおり実施します。（感染状況によっては

変更等の可能性もあります。） 

大河原商業高校は柴田農林高校との統合を控え，令和４年度入学生

（現中学３年生）が大河原商業高校としての最後の入学生です。よっ

て，本校のオープンキャンパスも今年度で最後となります。 

創立１００周年を迎えた県南唯一の商業の専門高校。伝統ある本校

で商業について学んでみませんか。 

 

～日程～ 

 ８月７日（土）８：４０～１２：２０ 

～実施内容～ 

〇学校紹介 

〇体験授業（３講座） 

 「商品の包装を体験してみよう！」 

「プログラミングを体験しよう」 

「お金と仕事のことがわかる簿記」 

〇部活動見学（希望者） 

 

これが大商を見る最後のチャンス！是非，大商へ！！ 

皆さんも一迫商業高校でいっしょに学びませんか？ 

 

 

 

 

（３）柴田高校 ＜オープンキャンパス 7月 31日（土）開催＞ 

●オープンキャンパス 

7月 31日（土）に，第１回目のオープンキャンパスを開催します。当

日は学校説明だけでなく，部活動を体験することができます。本校の部活

動はこれまでに，世界一，日本一と多くの選手を輩出してきた伝統があり

ます。中学生の皆さん，体験してみましょう。制服も新しくなり，学校全

体が活気付いている柴田高校の雰囲気を知るチャンスです。是非，直接足

を運んでみてください。 

【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，

演劇，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） 

 

みなさんも柴田高校であなたの夢を実現してみませんか。 
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（４）角田高校 ＜全校応援練習（盛り上げ会）を実施しました＞  

 クラスを２つずつに分けて，応援団と練習を重ねてきました。そ

の成果としてグラウンドで全校生徒が集まって，応援の総仕上げを

行いました。１年生は７種類の応援歌やファンファーレを一生懸命

に覚えることができました。 

 コロナ対策のため，生徒全員で声を出すことはできませんでした

が，仙南総体や県総体での勝利を目指して，気持ちを一つに一生懸

命に拳を掲げ続けました。５月行われた仙南総体の結果は次の通り

です。 

男子バトミントン部：シングルス（優勝，２位，３位），ダブルス（優勝，２位），団体優勝 

女子ソフトテニス部：個人戦優勝 

陸上競技部(女子）：100m，1500m，3000m，100ｍH，400mH優勝 

その他の部活動でも，県総体出場の資格や上位入賞を勝ち取り，大会を終えることができました。 

 

 

 

 

（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２７

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。 

今年度はⅠ部・Ⅱ部に分けて開催します。全体説明会の後

は，家政科の説明会への参加，施設見学や部活動の見学ができ

ます。開催要項は本校ホームページを御覧ください。 

申込期間は６月２１日（月）から７月６日（火）となってい

ます。参加申込は「はがき」か「本校のホームページ」からお

願いします。 

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） 

皆さんの御来校を心よりお待ちしております。 
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（６）仙台二華高校 ＜今年のオープンスクールは８月１日！＞  

仙台二華高校の三大行事を紹介します。 

【体育大会（4・10月）】※昨年度は10月のみ実施 

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

して臨む姿には他学年も一目置きます。 

 

 

【合唱コンクール（６月）】※昨年度は中止(T-T) 

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響き渡り，当日の朝の練習

も風物詩になっています。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。一般の方にも開放され，

多くの方が来校します。一昨年度は延べ 4，500人ほどの来場者

が訪れ，大盛況のうちに終えることができました。残念ながら，今

年度も校内発表１日のみを予定しています。 

 

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高校の伝統になってい

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。コロナ禍のため，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。 

 

＜仙台二華高等学校オープンスクール＞ 

実施日：令和３年８月１日（日） 

場 所：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・体験授業，部活動見学会 

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。 
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（７）仙台南高校 ＜オープンキャンパスのお知らせ＞  

本校オープンキャンパスを夏休み中の８月３日（火）に開催します。受付（３０分間）に続いて説明を１時

間程度行う予定です。受付開始時間は９時３０分から（仙台市太白区・青葉区の中学生向け），１１時３０分

から（仙台市宮城野区・若林区の中学生向け），１４時から（仙台市泉区・仙台市外の中学生向け）の３回制

で学校説明会を行います。なお，校舎見学，部活動見学は実施

いたしません。コロナ禍での開催ということで短い時間ではあ

りますが，仙台南高校に来ることができる数少ない機会となり

ますので，仙台南高校進学を考えている中学生の皆様はぜひ御

参加ください。詳しくは，県高校教育課ホームページか本校ホ

ームページを御覧ください。 

また，8月下旬には本校学園祭「南高祭」がありますが，今

年度は一般公開をいたしません。 

 

 

 

 

（８）工業高校  

＜令和３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，コロナウイルス感染拡大の影響等を踏まえ

て，学科別に７月２９日（木）と３０日（金）の２回に

分けて実施します（予定）。各回とも，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。７月２９日（木）は機械科・電子機械科・情

報技術科の３学科，３０日（金）は電気科・インテリア

科・化学工業科の３学科の説明・施設見学を行います。

第２志望の学科がある場合は，２学科まで受講できま

す。また，各回とも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されますので，

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。その場合 

は，参加日と希望学科等を記入してください。  

なお，今年度も感染予防の観点から，保護者の方の御

参加はお控えください。また，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，申込みの受付期間や当日の日程，第２ 

志望受講の注意点などの詳細は，実施要項を御確認くだ 

さい。 
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（９）利府高校 ＜利府高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９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 令和３年７月２７日（火）９：３０～１３：１０（受付 ９：００～） 

      令和３年９月２５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。 

 

 

 

 

 

 

（１０）鹿島台商業高校 ＜オープンキャンパスのお知らせ＞ 

令和3年７月３０日（金）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では，普通教科（国語，数

学，英語）と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。 

また，本校生徒が皆さんを御案内しますので，先輩の様子を知る

ことができます。 

毎年，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ご参加ください。 
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（１１）南郷高校 ＜中学生一日体験入学に参加しよう＞  

南郷高校では，夏季休業中に「中学生一日体験入学」を行います。学校紹介や

部活動紹介があり，さらに興味・関心に応じて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（水）９：００～１２：４５ 

〈会  場〉本校 視聴覚教室ほか 

〈対  象〉中学３年生と保護者 

〈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，②メール，③ハガキのいずれかで申込み 

〈申込期間〉７月５日（月）～７月１６日（金）まで 

 

詳細は本校ホームページを御覧ください。 

 

 

 

 

（１２）登米総合産業高校 ＜１日体験入学のご案内＞ 

登米総合産業高校の［１日体験入学］は，７月３１日（土）に開催しま

す。（新型コロナウイルス感染症拡大の状況があれば，日程及び内容を変更

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。登米総合産業高校ならではの学習や取組をぜひ

体験してください。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，ぜひご参加ください。 

なお，［１日体験入学］の参加申込は６月１４日（月）～７月５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

ホームページよりご確認ください。 

 

 

 

  

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

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

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://tomesou.myswan.ed.jp/ 
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（１３）岩ヶ崎高校 ＜オープンキャンパスのお知らせ＞  

中学生および保護者の皆さんを対象に，岩高オープンキャンパスを本校会場として７月３０日（金）９時～

１２時に開催予定です。今年度のオープンキャンパスは，岩ヶ崎高校の概要を説明した後，毎年好評の岩高生

との懇談会等を予定しています。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存分に

語ってくれる予定です。参加の際はどんどん質問してください。新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止の

観点から例年より内容縮小の形になるかと思いますが，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。 

 

 

 

 

 

 

 

（１４）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ご活用ください。 

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３０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～      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～      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年生及び保護者（１名のみ） 詳細は本校ホームページを御覧下さい。 

申 込：中学校ごとにとりまとめて電子メールにて申し込み 

 

 

  

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

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

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

https://ishiko.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 
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（１５）東松島高校 ＜オープンキャンパスを開催します！＞  

〈日程〉７月２７日（火） 

１３：４０～ 受付 

１４：００～ 校舎見学 

１４：３０～ 学校説明会 

１５：００～ 時間割作成演習，個別相談 

 

今回のオープンキャンパスでは，本校の目玉授業でもある「演劇

特別授業」を見学していただく予定です。 

演劇特別授業では，希望する生徒がプロの劇団の方に指導していただき，演劇を通して自己表現力を磨いて

います。演劇に心を奪われ，毎年受講する生徒が多数いる魅力ある授業です。その姿を実際に見学し，本校の

雰囲気を感じていただければと思います（新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては，やむを得ず演劇

特別授業の開講ができない場合もあります。あらかじめ御了承願います）。 

また，単位制・三部制の特徴といえる個人時間割の作成を実際に体験してもらいます。これによって学校の

生活リズムを知ってもらおうというものです。 

オープンキャンパスは，文化祭一般公開日の 

１０月２３日（土），平日の授業の様子が見学

できる１２月１３日（月）にも開催するので，

ぜひ東松島高校に足をお運びください。 

 

 

 

 

 

 

  

〈 学校のホームページはこちらです 〉 

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

ホームページでブログ

“ひがまつライフ”を

日々更新中♪ 
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（１６）美田園高校 ＜１日体験入学のご案内＞ 

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「Mｙスタ」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 

   令和３年８月１日(日)  

二期入学説明会  ：午前１０時受付 

午前１０時３０分  開会 

オープンキャンパス：午後１時３０分   受付 

午後２時      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４年度入試に向けた学校説明会（１月）も予定しています。 

 

 〈 学校のホームページはこちらです 〉 

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

＜令和２年８月二期入学説明会＞ 
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