名取高等学校
校訓 真善美への感動と実践

１ 基本データ
校章

創立：大正 13 年
課程・学科：全日制課程・普通科，家政科
生徒数：827 名
所在地：〒989-2474
岩沼市字朝日 50
ＴＥＬ：0223-22-3151
ＦＡＸ：0223-22-3152

・公徳心を涵養し，規律を重んずる習慣を養
います。
・情操豊かで心身ともに健康な生徒の育成に
努力します。

２ 学校の特色

（４）教育課程の特色

「名取高校 一致団結」
「名高・飛躍！！」
昭和３９年に建てられ約５０年の長き
に亘り多くの卒業生が学んだ現校舎の改
築が終了し，平成３０年度より供用が開始
されました。生徒・校舎共に学力向上・部
活動の活性化・地域貢献に取り組み「新
生・名取高校」に生まれ変わり，飛躍の年
を迎えます。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
名取高校は大正１３年，岩沼実科高等女学
校として創立しました。
その後，
校名を変え，
昭和２３年新制度実施に伴い，女子校から男
女共学の名取高校となり，平成２５年に創立
９０周年を迎えた伝統校です。
本校は，全日制課程普通科１８学級，家政
科３学級，定時制課程普通科４学級を併設し
ている学校です。
（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＞
出願者数
合格者数
家政科

出願者数
合格者数

H30
110
72
18
16

H29
108
72
33
16

H28
101
72
50
16

H30
225
168
32
24

H29
257
168
41
24

H28
264
168
36
24

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

家政科

出願者数
合格者数

入賞し好成績を上げています。
（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

キャッチフレーズ

普通科

ホームページアドレス：
http://www.natori-h.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
natori-h@od.myswan.ed.jp
主な交通機関：
ＪＲ：東北本線，常磐線岩沼駅下車 西口より徒歩 15 分

（３）教育方針
・自主自律の精神のもとに“真善美への感動
と実践”を校訓とし，人格の完成をめざし，
次の目標を設定して教育に当たり，国家の有
為な人材を育成します。
・生徒の自己理解と社会認識を深め，積極的
な学習を奨揚します。

【普通科１・２年】
１年次に芸術（音楽・美術・書道）の選択，
２年次から興味関心及び希望進路に応じて
様々な科目が選択できる教育課程となってい
ます。
【普通科３年】
３年次には２年次よりきめ細かく希望進路を
考慮した科目が選択できる教育課程となって
います。
【家政科１～３年】
専門科目の子ども文化，生活と福祉，ファッ
ション造形，調理，食品などに加え，コンピ
ュータを利用した生活産業情報，個々の希望
により小グループに分かれて授業を行う課題
研究などを取り入れ，家庭生活に関する幅広
い知識と技術を身につけることを目指してい
ます。普通科目についても希望進路に応じて
３年次に選択科目を設けています。
（５）行事・生徒会活動・部活動
定期考査は年に４回（６月，９月，１１月，
２月）実施しています。
５月には陸上大会，１０月には球技大会が
行われ，クラス対抗競技等でクラスが一致団
結します。９月には名高祭（文化祭）が行わ
れます。
名高祭実行委員を中心に計画，
準備，
運営されており，学芸部やクラス企画の発表
展示は大変好評となっています。
毎月，学校から岩沼駅周辺までの道路を清
掃する「名取高校クリーン岩沼」は生徒が協
力して，
清掃活動に取り組んでいます。
また，
生徒会活動も活発で，毎月行われる「マナー
アップ運動」や「朝の挨拶運動」
，
「遅刻ゼロ
デー」等を企画・実施するほか，月１回のペ
ースで生徒会新聞を発行しています。対面式
や壮行式は生徒会執行部が中心となり行事を
運営しています。
部活動は，１３の運動部，１３の学芸部，
１つの同好会があり，全員参加で活動をして
います。平成２９年度の主な成績は，新体操
部（男子）が東北大会団体準優勝，インター
ハイでは団体１２位・個人総合１７位入賞し
たほか，ボクシング個人が東北大会・インタ
ーハイに出場，書道部が全国高等学校総合文
化祭出展，家庭クラブが東北ブロック研究発
表大会入賞をはじめ，多くの運動部・学芸部
が県大会・仙南地区大会及びコンクール等で

路

大学
短期大学
専各学校
就職（県内）
就職（県外）
その他
卒業生計

H29

H28

H27

76
29
62
92
2
10
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28
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16
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25
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7
2
269

主な進路先（平成３０年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 （1）は省略。
＜私立大学＞
東北学院大（11）
，東北福祉大（4）
，宮城学院
女子大（15）
，東北工業大（12）
，東北文化学
園大（3）
，仙台大（9）
，尚絅学院大（11）
，仙
台白百合女子大（6）
，東北生活文化大，青森
大，東北芸術工科大(2)，國學院大
＜短期大学・高等技術専門校＞
聖和学園短大（10）
，仙台青葉学院短大（10）
，
東北生活文化短大(4)，福島学院短大(3)，仙
台高等技術専門校
＜専修各種学校＞
相馬看護(2)，葵会仙台看護(5)，たかさきナ
イチンゲール学院，仙台医師会看護(2)，仙台
医療秘書福祉(7)，仙台医健(4)，ファッショ
ン文化ＤＯＲＥＭＥ(4)，
宮城高等歯科衛生士
学院(3)，仙台工科(3)，仙台幼児保育(3)，仙
台医療福祉(3) 仙台コミュニケーションア
ート(3) 等
＜就職＞
名取市消防本部，アイリスオーヤマ（2）
，仙
台銀行，名取岩沼農業協同組合，東洋ゴム工
業(3)，日本製紙(2)，藤崎(2)，ジェイエスエ
ス（3）
，カメイ，お茶の井ヶ田（4）
，菓匠三
全（2）
，白松がモナカ本舗(3)，山崎製パン，
松月産業(3)，デンコードー，東北センコー運
輸，藤田金属，弘進ゴム，上野，全国酪農業
協同組合連合会，いたがき，やまや，ツルハ，
薬王堂 大崎八幡宮 等

３ 入試情報
（１）募集定員
普通科
家政科

男女２４０名
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（７２名以内）
家政科 定員の４０％以内（１６名以内）
ロ 出願できる条件
≪普通科≫
学業，人物ともに優れ，生徒会活動・部活動・ボランティア活動等に
積極的に取り組む者
自分の将来について明確な目標を持ち，その実現のために，大学等の
上級学校への進学や公務員・民間企業等への就職を強く希望し，入学後
も積極的に学習に取り組む意志があること。
次の１，２のいずれかの条件を１つ以上満たしていること。
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上の者【調査
書】
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．２以上の者【調査
書】で，校内活動又は校外活動で次の(１)～(３)のいずれかの条件を
１つ以上満たしていること。
(１)運動部の活動において，個人種目もしくは団体種目のメンバー
として県大会以上の大会に出場した者【添付書類又は調査書】
(２)文化部の活動において，個人もしくは団体として県大会以上の
大会で入賞した者【添付書類又は調査書】
(３)英検，漢検，数学検定のいずれか１つ以上において３級以上の
資格を取得した者【添付書類又は調査書】
◆１，２の学習成績，２の(１)～(３)は「資格確認の対象とする条件」
である
≪家政科≫
学業，人物ともに優れ，生徒会活動・部活動・ボランティア活動等に
積極的に取り組む者
「技術・家庭」の教科に強い興味・関心を持ち，食物，被服，保育，
福祉の仕事に就くための明確な意思を持ち，大学等の上級学校への進学
や公務員・民間企業等への就職を強く希望し，入学後も積極的に学習に
取り組む意志があること。
次の１，２のいずれかの条件を１つ以上満たしていること。
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．５以上の者【調査
書】
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．２以上の者【調査
書】で，校内活動又は校外活動で次の(１)～(３)のいずれかの条件を
１つ以上満たしていること。
(１) 運動部の活動において，
個人種目もしくは団体種目のメンバー
として県大会以上の大会に出場した者【添付書類又は調査書】
(２)文化部の活動において，個人もしくは団体として県大会以上の
大会で入賞した者【添付書類又は調査書】
(３)英検，漢検，数学検定のいずれか１つ以上において３級以上の
資格を取得した者【添付書類又は調査書】
◆１，２の学習成績，２の(１)～(３)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
個人面接（配点７５点）１５分
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 １６８名（予定）
家政科
２４名（予定）
ロ 面接・実技の有無
各学科とも なし
ハ 傾斜配点の有無
各学科とも なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重 ５：５（各学科とも）
ホ 学科の第２志望
該当あり
普通科・・・なし
家政科・・・普通科を第２志望とすることができる

（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 24 日
平成 30 年 9 月 25 日
平成 30 年 12 月 21 日
平成 31 年 3 月 19 日

対象学年
全学年
全学年
全学年
新 2・3 年

試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接

４ 写真で見る学校生活

完成した新校舎

新制服

文化祭(名高祭)の様子

新体操部演舞

我が校のＰＲポイント
本校は大正１３年に岩沼実科高等女学校として設立され，平成
３０年度創立９５周年を迎えた１学年全日制課程普通科６クラ
ス・家政科１クラス，定時制課程普通科１クラスを有する伝統校
です。生徒は「真善美への感動と実践」の校訓のもと，学習や部
活動，各種委員会，学校行事に積極的に取り組んでいます。特に
本校では心と体を鍛えるために部活動を推奨しており，例年運動
部，学芸部とも東北大会，全国大会に出場し好成績を収めていま
す。
また「生徒の進路の保証［進学率・就職率の向上］と地域に根
ざした学校づくり」のテーマのもと，上級学校訪問・校内大学説
明会や職場体験，学校周辺の環境美化活動である「名取高校クリ
ーン岩沼」等を通して学校の活性化に取り組んでいます。
本校は様々な活動を通し，社会人になるための準備期間として
充実した高校生活を送れるように，生徒と教職員が一体となって
取り組んでいる学校です。学習に部活動に積極的な高校生活を送
り，自分の夢を実現させたいと考えている皆さんの入学を期待し
ています。

