岩出山高等学校
こころざし

わ

校訓 「 志

みち

和

道 」

創立：昭和４年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：２８４名
所在地：〒989-6437
大崎市岩出山字城山 2 番地
ＴＥＬ：0229-72-1110
ＦＡＸ：0229-72-1353

１ 基本データ
ホームページアドレス：
http://iwadeyama-h.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@iwadeyama-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
JR［陸羽東線］有備館駅から徒歩１２分
岩出山駅から徒歩１５分

（３）教育方針

２ 学校の特色

◆教育目標
１ 創造力に富み，情操豊かにして，道義
感の強い人間の育成
２ 自主的・積極的な精神の涵養と，健康
で明るい人格の育成
３ 国家社会の発展に寄与し得る国民の育
成
◆本年度重点目標

キャッチフレーズ

『悠備館ＳＨＩＰ』
～ 地域に学び！地域に育ち！

１ 授業改善の実践と学習習慣の確立
３ 規律ある生活態度の育成と自主性・自律性

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
旧伊達藩の学問所「有備館」があり，町
をあげて「歴史と学問の町」づくりを行っ
ている大崎市岩出山に建つ本校は，昭和４
年の創立以来，今年度創立８６年目を迎え
た伝統ある高等学校です。本校は町のシン
ボルである旧岩出山城址に位置し，緑に囲
まれ，背後にすばらしい眺望の城山公園が
隣接しています。
施設面では，武道館，弓道場，２つのグ
ランド，生徒会館「フロンティア」
，トレー
ニング機器を完備したトレーニング室など
も有し，充実した陣容を誇っています。
学習面では，少人数指導や選択授業に力
を入れ，
きめ細かい指導を展開しています。
また，進路指導においても，早い段階から
の効果的な指導を心がけ，進学・就職とも
にほぼ１００％の達成率を実現しています。
校章の竹の四葉は，強く根を張り，すっ
くと立つ竹のイメージから，
力強さ，
節度，
成長力，そして，伊達政宗以来の伝統を象
徴しています。

の伸長
４ 安全・安心できる場所としての学校
５ 開かれた学校づくりの推進
◆悠備館ＳＨＩＰ
悠備館タイム（総合的な学習の時間）を
核として，地域から出発する調べ学習等を
取り入れながら，学習指導・生徒指導・進
路指導を統合したキャリア教育の視点から，
生徒個々の自己実現を図る力を系統的に伸
ばしていこうとする取り組み。呼称は，現
存する日本最古の郷学「有備館」になぞら
えています。
（４）教育課程の特色
１・２学年では各教科の基礎的，基本的
事項を確実に身につけ，自ら学ぶ意欲や学
力の向上を図るようにしています。
そして，
３学年では各自の進路希望に合わせた科目
を選択できるよう，教養系，進学文系，進
学理系の３系列に分けたクラス編制となり
ます。また，各教科では少人数編成授業，
習熟度別学習，そしてティームティーチン
グ授業を導入し，
『わかる授業』の実践に努
めています。
（５）行事・生徒会活動・部活動

（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

H28
42
36

H27
42
36

H26
36
24

H28
65
60

H27
46
44

H26
73
69

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

進

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

H27

H26

H25

4
5
15
52
3
0
79

6
8
19
51
2
0
86

6
2
14
53
0
6
81

２ 進路意識の高揚と進路指導の充実

地域を担う岩高生！～

普通科

（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)

学校行事として，新入生オリエンテーシ
ョン，体育祭，集中学習会，芸術鑑賞会，
岩高祭（文化祭）
，マラソン大会，修学旅行
（２学年）などを実施しています。
部活動は全員登録制となっており，運動
部・文化部ともに，少人数ながらも各部が
活発に活動しています。
また，生徒会が中心となって地域と一体
となった活動を展開し，
「おおさき食楽まつ
り」や「岩出山内川まつり」をはじめ，地
域の行事などにボランティアとして多くの
生徒が参加しています。毎年秋に行われる
『政宗公まつり』には，全校生徒が一人一
役体制で参加し，勇壮な「牛鬼かつぎ」で
祭りを盛り上げます。

主な進路先（平成２８年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略
＜大 学＞
東北学院大学，石巻専修大(2)，東北文化学
園大学
＜短期大学＞
仙台青葉短期大学，宮城誠真短期大学(3)，
修紅短期大学
＜専修・各種学校＞
晃陽看護栄養専門学校，
花壇自動車整備大学
校(2)，東北動物看護学院，仙台こども専門
学校，仙台ヘアメイク専門学校，SKB 仙台国
際美容専門学校，
仙台コミュニケーションア
ート，デジタルアーツ仙台，東北電子専門学
校(2)，大崎市医師会附属准看護学校(6)，宮
城県立仙台高等技術専門校，宮城県立大崎高
等技術専門校
＜就 職＞
トヨタ紡織東北(4)，
アルプス電気(2)，
YKKAP
東北，東亜レジン古川，アイシン高丘東北，
古川ガス，仙台グリコ，アスカカンパニー，
ワイドテクノ，みちのくミルク(2)，マルカ
メ，菅原精米工業，ロジックスサービス，古
川星陵病院(2)，わんや産婦人科医院(2)，三
浦病院，佐藤病院，岩出山農協，みどりの農
協，ウィンズライフ，エイジェック，テクノ
ヒューマンパワー，白石食品工業，東北セイ
コー運輸，ヨネキ十字堂，ベルシステム２４
(2)，ホテル瑞鳳，ういろう，レッドバロン

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１２０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（３６名以内）
ロ 出願できる条件
次の１～４のすべての条件に該当していることを自己アピー
ルできること。
１ 本校を志望する意志が強く，入学後も目的意識を持って学
校生活を送り，進路実現にむけて努力できる生徒
２ 基礎学力が身に付いている生徒
３ 基本的生活習慣が身に付いている生徒
４ 部活動などの文化的・体育的活動等の取り組みが積極的で
あり，高校入学後も部活動等に積極的に取り組む意欲のある
生徒
ハ 学力検査 国語，数学，英語

各７５点

ニ 学校独自検査
個人面接（配点７５点） １０分
志願理由書の記載をもとに，
「出願できる条件」にかかわる
内容を中心に実施します。
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 ８４名（予定）
ロ 面接・実技試験の有無
ハ 傾斜配点の有無

個人面接

なし

ニ 調査書点と学力検査点の比重 ６：４
（４）平成２８年度転編入学試験について （７月以降分）
日 程
平成 28 年 8 月 2 日
平成 28 年 12 月 26 日
平成 29 年 3 月 17 日

対象学年
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

我が校のＰＲポイント
創立８７周年を迎えた伝統ある高校です。
「志・和・道」の校訓のもと，
恵まれた自然環境の中で，学習や部活動に打ち込んでいます。進路実現に
向けたバックアップ体制も万全で，安心して学校生活を送ることが出来ま
す。卒業時に，
「岩出山高校に入学して良かった」と心から思える学校で
す。積極的に高校生活に取り組もうと考えている皆さんの入学を期待して
います。具体的に次のような実践を行っています。
◎社会で幅広く活躍できる人材の育成を目指します！
◎地域に根ざした学校づくりをすすめます！
◎わかりやすい授業と，進路に応じたきめ細かな指導を実践します。
◎生徒会活動，クラブ活動に打ち込める環境をつくっています。
◎いろいろなボランティア活動が体験できます。
◎多くの資格を取得することができます。
◎進学・就職ともに進路実現に向けて全面的にバックアップします。

