岩ケ崎高等学校
建学の精神

尚志育英

１ 基本データ

創立：昭和１６年
課程・学科：全日制課程・普通科（岩ケ崎校舎）
生徒数：２７０名
所在地：〒989-5351
栗原市栗駒中野愛宕下 1-3
ＴＥＬ：0228-45-2266
ＦＡＸ：0228-45-2267

２ 学校の特色

ホームページアドレス：
http://www.iwagasakikou.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@iwagasakikou.myswan.ne.jp
主な交通機関
ミヤコーバス：くりはら田園線 岩ヶ崎高校前下車 徒歩 1 分
東北自動車道若柳金成インターより西に 15 分
宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目東下車 徒歩７
分

（３）教育方針

建学の精神「尚志育英」
にのっとり，調和のある人
キャッチフレーズ
間形成をめざし，次の目標
達成に努力しています。
ハートフル・ピースフル・ドリームフル岩高
①心身の健康
愛情いっぱいの，平和な，夢のある岩ケ崎高校です。
進んで心身を鍛え，困難
学習する環境としては申し分ありません。是非岩高で
にあってもくじけない意志
夢をかなえましょう。
力と体力を身につける。
②知性の伸長
無限の可能性を引き出し，
伸ばしながら，広く調和のとれた教養を身
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
につける。
本校は昭和１６年に宮城県岩ケ崎実科女
③人格の尊重
学校として創立しました。その後，宮城県
正しく自己と他をも愛する豊かな愛情を
岩ケ崎高等女学校を経て，昭和２３年４月
持ち，互いに信頼しあえる誠実な人になる
に男女共学の宮城県岩ケ崎高等学校となり，
よう努める。
現在に至っています。平成２３年度に創立
７０周年を迎えた伝統ある学校で，卒業生
は１２,８７８名にのぼり，
各方面で活躍し
（４）教育課程の特色
ています。また，平成２１年４月から従来
普通科(岩ケ崎校舎)はコース制を導入し
の普通科に加え，新たに創造工学科が設置
ており，多様な進路目標を持つ生徒一人ひ
されました。ただし，授業をはじめとする
とりの目標達成に必要な科目を無駄なく履
教育活動は旧鶯沢工業高等学校の校舎を使
修することができます。ただし，１学年で
って行っています。
は，文系，理系の両コースとも芸術科目以
普通科（岩ケ崎校舎）は宮城県第二の標
外は，全員が共通に学習します。２学年か
高を誇る栗駒山(１，６２６ｍ)を間近に望
らは，文系教養コースと理系教養コースそ
む栗原市栗駒地区にあります。
校地内には，
れぞれの教育課程に基づいて学習します。
体育館，旧体育館，武道館の他，尚志館(合
進路希望が変更となった場合は，１学年
宿所)，育英館(音楽練習場)，等の施設が備
から２学年へ進級する際に，定員に余裕が
わっています。冷暖房の完備した視聴覚室
ある場合に限り，コース変更も可能です。
は，課外授業や模擬試験等でも活用されて
おり，快適な環境で学習ができます。
（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
(文系)
普通科
（理系）

出願者数
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合格者数
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＜後期選抜＞
普通科
(文系)
普通科
(理系)

出願者数
合格者数
出願者数
合格者数

（６）卒業生の進路状況
進路一覧【岩ケ崎校舎分】
(過去３年間，進学者・就職者数)
路
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国公立大学

進
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3
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1
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2
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7
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国公立短大
私立大学
私立短大
専各学校
就職
その他
卒業生計

主な進路先（平成２７年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略
＜国公立大学＞
福島大学， 宮城大学，都留文科大学(2)
群馬県立女子大学，長岡造形大学
＜国公立短期大学＞
東北職業能力開発大学校(2)，
岩手県立産業
技術短期大学校
＜私立大学＞
東北学院大学(7)，宮城学院女子大学(6)，
石巻専修大学(2)，
東北薬科大学，
仙台大学，
東北福祉大学，東北生活文化大学，盛岡大
学(2)，東北芸術工科大学，大東文化大学，
専修大学，日本大学，淑徳大学，獨協大学，
白鴎大学(2)，明星大学，城西大学，城西国
際大学，東京情報大学，つくば国際大学，
国際医療福祉大学，女子美術大学

（５）行事・生徒会活動・部活動
普通科(岩ケ崎校舎)は，生徒会活動や部
活動が大変活発で，企画や運営も生徒の自
主性や意見が尊重されており，一人ひとり
の個性が発揮できる自由で伸び伸びとした
校風を持っています。行事としては，岩高
祭とよばれる文化祭をはじめ，球技大会，
芸術鑑賞会，強歩大会などがあり，鶯沢校
舎と合同で行っています。特に強歩大会で
は，保護者による豚汁の支援があり，昼食
時に配られます。部活動は，運動部が９，
文化部が６あります。実績としては，今年
度，県高校総体で剣道部男子が団体ベスト
１６に入りました。文武両道を目指し，学
習面だけでなく，
部活動も頑張っています。
また，昨年度より一部を除き，他校舎の部
活動への登録も可能となりました。

＜専修各種学校＞
福島県立総合衛生学院，岩手県立一関高等
看護学院(3)，千葉県立野田看護専門学校，
栃木県医療センター付属看護学校，仙台徳
州会看護専門学校，東京法律専門学校仙台
校(8)，宮城調理製菓専門学校(2)，宮城高
等歯科衛生士学院(2)，
仙台医療福祉専門学
校，他
＜就職＞
宮城県警察官(3)，
栗原市消防，
栗原市行政，
税務職員(東北)，警視庁，自衛官(2)，他

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科（文系教養コース） 男女 ８０名
普通科（理系教養コース） 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（文系教養コース）定員の４０％以内（３２名以内）
普通科（理系教養コース）定員の４０％以内（１６名以内）
ロ 出願できる条件（各コースとも）
次の１の条件を満たしていることを自己アピールでき，かつ
２または３の条件を満たしている者
１ 基本的な生活習慣，学習習慣が身に付いており，４年制大学
(文科系学部・理科系学部）への進学等，将来の進路について
明確な目標を持ち，その実現に向けて努力する者
２ 基礎学力が身に付いており，中学校１～３年生の全教科の評
定平均値が４．０以上の者【調査書】
３ 基礎学力が身に付いており，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】で，次の(1)～(3)の条件
を 1 つ以上満たしている者
(1) 中総体または新人大会において，県大会に出場した者【調査書】
(2) 文化活動において県レベル以上の表彰を受けた者【調査書】

写真①

校舎風景等

(3) 漢検準２級以上，英検３級以上，数学検定３級以上のいずれかの
資格を有する者【添付書類又は調査書】
◆ ２及び３の評定平均値，３の(1)～(3)は「資格確認の対象とする条
件」である

ハ 学力検査

写真②
各コースとも 国語， 数学， 英語 各１００点

二 学校独自検査
各コースとも 個人面接（配点７５点）１５分程度

学校行事・
実習風景等

制服等

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科(文系教養コース)
普通科(理系教養コース)

４８名（予定）
２４名（予定）

ロ 面接・実技の有無
各コースとも なし

我が校のＰＲポイント

ハ 傾斜配点の有無
各コースとも なし
二 調査書点と学力検査点の比重
各コースとも ５：５
（４）平成２７年度転編入学試験について
日 程
平成 27 年 7 月～9 月随時
平成27 年10 月～12 月随時
平成 28 年 3 月随時
編入学は 3 月のみ随時

対象学年
全学年
1･2 学年
新 2･3 年
新 2･3 年

（７月以降分）
試験科目等
国･数･英･作文･面接
国･数･英･作文･面接
国･数･英･作文･面接
国･数･英･作文･面接

学校行事・

平成２３年度，創立７０周年を迎えた伝統のある高校です。建学
の精神「尚志育英」のもと，恵まれた自然環境の中で，学習や部活
実習風景等
動に打ち込んでいます。小規模校ではありますが，その分，生徒一
人ひとりにより多くの時間をかけ，丁寧な指導を行っています。特
色のある取り組みとしては，以下の４点があげられます。
①早朝学習塾の開設
平成７年度より視聴覚室を開放し，朝のＨＲが始まる前に自学
自習できる早朝学習塾を開設しています。学年を超えて切磋琢
磨する姿が見られます。
②各種コンクールを通じての学習意欲の向上
今年度は，９回の漢字コンクール，２回の数学コンクール，２
回の小論文コンクールを実施します。成績上位者は表彰され，
学習に対する大きな動機付けとなっています。
③計画的で緻密な小論文指導
学年毎に小論文ノートを作成し，計画的な小論文対策を行って
います。外部講師による小論文講習会なども予定しています。
④Ｃ-Plan によるキャリア教育の実践
平成１９年度よりＣ-Plan（小学校への高校生教育助手派遣プ
ログラム）を始めました。大学における教育実習のようなもの
で，生徒の健全な勤労観を養うために行っています。

