気仙沼高等学校 定時制課程
１ 基本データ

校訓 究理創造 和親協同 至誠励業
創立：平成３０年
課程・学科：定時制課程・普通科
生徒数：２３名
所在地：〒988-0051
気仙沼市常楽１３０
ＴＥＬ：0226-22-7134
ＦＡＸ：0226-22-7134

ホームページアドレス：
http:// www.kesennuma-teiji.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@kesennuma-teiji.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ気仙沼線代替ＢＲＴ 「不動の沢駅」下車 徒歩１０分

（３）教育方針

２ 学校の特色

（１）新しい時代に対応できる学力の形成を
図り，創造的な能力の啓発に努め，国家
及び社会の形成者として資質を養う。
（２）心身を鍛え，豊かな情操と協同の精神
を培い，個性の伸長を図る。
（３）地域の自然や文化を尊び，国際的視野
に立ち，志の実現を自ら目指し学び続け
る人材を育成する。

キャッチフレーズ

勤労以進学
勤労以進学

（４）教育課程の特色

（働きながら学びに進む）
生徒一人ひとりの素質と能力を育み個性
を伸ばすため，全校での体育大会・芸術観
賞・キャリア教育や様々な講演・講話を実
施しています。少人数でアットホームな雰
囲気を大切に，生徒が主役の学校づくりを
目指しています。定時制専用の独立校舎で
落ちついた学校生活を送っています。完全
給食・各種資格の取得・部活動・進路指導
などの充実を図っています。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
平成１７年４月に気仙沼高等学校と鼎が浦
高等学校が統合、さらに平成３０年４月には
気仙沼高等学校と気仙沼西高等学校が統合し、
新たな気仙沼高等学校となりました。定時制
では，定時制教育の充実と振興を図るととも
に，職場や家庭との連携の強化を推進してい
ます。
校舎は独立しており，
４つの教室に加えて，
パソコン室，多目的室，生徒会室，保健室，
図書室，集会室，給食室を備え，明るく落ち
着いて学習できる環境を実現しています。
（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
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＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

本校では，基礎基本を重視した教育課程を
組んでいます。また，ほとんどの生徒が就職
することから，
社会へ出てすぐ役立つように，
簿記，情報処理などの商業科目を取り入れて
います。
平成２２年度から三年修業制を実施してい
ます。これは本校規程に定められた科目であ
れば，文部科学省の高等学校卒業程度認定試
験（高認）に合格した場合に卒業単位として
認定し，または技能審査等に合格した場合に
増加単位に加えることによって，３年間で卒
業が可能になる制度です。また，平成２７年
度入学生から０校時の授業を設定，原則とし
て１年間で各２単位の３年間で計６単位，５
校時は３年の選択体育
（必須）
を履修します。
さらに，平成２８年度から校外で様々な職
場での就業体験やボランティア活動をするこ
とによって，望ましい職業観・勤労観を身に
付け働くことの意義，社会貢献や社会参加の
意義を考え理解を深める学校設定科目「校外
学修」を設けました。学校の授業だけではな
く、校外での活動など、様々な形での学びの
場を生徒の皆さんに提供します。
総合的な学習の時間では，進路学習に力を
入れ，進学，就職に向けた様々なガイダンス
を行っています。
（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会を中心に文化祭や春季体育大会・秋
季体育大会等各種行事を企画・運営していま
す。体育大会では運動祭やボウリング大会を
行い，熱い戦いが繰り広げられます。気高祭
は気仙沼高校全日制と合同で開催されます。
特に定時制の生徒会執行部が行う食品販売は
毎年好評を博しています。
また，
予餞会では，
会場を華やかに飾り，学校生活を懐かしみ，
ゲーム等をして全校生徒が大いに盛り上がり
ます。

＜学校行事＞
平成３０年度の主な行事予定
４月 １年オリエンテーション・対面式
春季生徒総会
５月 春季体育大会・交通安全教室
６月 宮城県高体連定通部総合体育大会
８月 気高祭（文化祭）
１０月 生活体験発表宮城県大会
秋季体育大会・秋季生徒総会
立会演説会・生徒会選挙
１１月 芸術鑑賞会
１２月 ネット被害未然防止対策講演会
２月 予餞会
＜部活動＞
部活動は運動部のみで，陸上競技部，卓球
部，バドミントン部，の３つです。いずれの
部も初心者がほとんどですが，懇切丁寧な指
導を受けて，定体連県大会や全国大会を目指
して熱心に活動しています。活動時間は２１
時から２２時までと短いですが，定体連が近
づくとクラブ集中期間を設けて練習に励んで
います。
平成２９年度の部活動は定体連県大会で卓
球部（1 名）と陸上競技部（2 名）が全国大会
に出場するなど，素晴らしい活躍がありまし
た。陸上競技部や卓球部は震災で活動出来な
かった年度を除いてほとんど毎年全国大会に
出場しています。
（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)
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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

主な進路先（平成３０年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 ，
（1）は省略。
＜専修各種学校＞
気仙沼高等技術専門校，
東京アニメーションカレッジ専門学校，
仙台ヘアメイク専門学校
＜就職＞
株式会社木戸浦造船

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２０％以内（８名以内）
ロ 出願できる条件
次の１～３の全ての条件を満たし，さらに４または５のいずれか
の条件を満たしていること。
１ 働きながら学ぶことを強く望み，気仙沼高校定時制で学びたいと
思う者
２ 基本的な決まりやマナーを遵守し，礼儀や思いやりの心を大切に
する者
３ 将来の夢を持ち，忍耐強く努力できる者
４ 部活動や生徒会活動，ボランティア活動などに積極的に取り組む
意欲のある者
５ 高校卒業の資格取得を希望する社会人
ハ 学力検査
国語，数学，英語
各５０点
ニ 学校独自検査
作文（配点２０点）
４０分
本校が提示する「題」に関する６００字程度の自由作文を
行う。
「読み・書き」の基礎的能力と「思考・判断・表現力」を
確認する。
個人面接（配点６０点） １５分
志願理由や中学校生活等に関する質問により，学業に対す
る意欲やコミュニケーション能力等を確認する。
ホ 社会人特別選抜

あり

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
３２名（予定）
ロ 面接・実技の有無
個人面接
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
６：４
ホ 学科の第２志望
該当なし
（４）平成３０年度転編入学試験について
日程
平成 30 年 4 月～12 月随時
平成 31 年 3 月 19 日
※編入学は３月のみ

対象学年
全学年
新 2,3,4 学年

（7 月以降分）
試験科目等
国・数・個人面接

我が校のＰＲポイント
本校は生徒数こそ少ないものの一人ひとりが充実した学校生活
を送ろうという意識のもとに元気に通学し勉強に励んでいます。
アットホームな雰囲気を大切に，今後も生徒一人ひとりが主役で
ある，明るく元気な学校づくりを目指していきます。
平成１７年度からは気仙沼高等学校として統合され，校舎は同
校敷地内の新築独立棟へと移転しました。パソコン室，多目的室，
集会室，生徒会室，給食室，保健室，図書室なども備わっており，
県内でも有数の充実した設備となっています。働きながら学び，
新しいことに挑戦したい生徒諸君の入学を期待します。

