石巻西高等学校
校訓 敬愛 探求 進取
創立：昭和６０年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：４７７名
所在地：〒981-0501
東松島市赤井字七反谷地 27 番地
ＴＥＬ：0225-83-3311
ＦＡＸ：0225-83-3312

２ 学校の特色

キャッチフレーズ

自由と創造
主体的かつ自律的な活動（自ら考え，判
断・行動する）を通して，社会でたくまし
く生きる市民へ成長するとともに，一人ひ
とりが自分の個性や能力を存分に発揮して
いくことのできる場所づくり，活動の質を
高めることができる環境づくりを目指して
います。
地域理解教育，国際理解教育，防災教育
などに力を入れ，自ら探究する姿勢を大切
に育てながら，多種多様な進路希望にも対
応し，最後まであきらめない指導を丁寧に
行っています。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は１９８５年全日制普通科の男女共学
校として東松島市に設立された高校です。伝
統に縛られない自由な校風のもと，「敬愛」
「探求」「進取」を校訓とし，「自由と創
造」をスローガンに，生徒一人ひとりが輝け
る学校づくりを進めています。開校当時，周
辺には田園風景が広がっていましたが，現在
ではショッピングモールや三陸自動車道のイ
ンターチェンジが作られ，またＪＲ石巻あゆ
み野駅の開業や新石巻合同庁舎が開庁するな
ど，発展を遂げる地区となっています。
本校では，高い知性と優れた徳性，そして強
靱な身体を持ち，国内はもとより，広く国際的
にも通用する豊かな識見を備え，未来を創造
するために必要な資質・能力「地域・社会貢献
意欲」「自己調整力・自己決定力」「学び続け
る力」「達成感・自尊感情」「対話力・共感力・
合意形成力」
「他者と関わる力」の育成に重点
を置いた教育活動を実践しています。
また令和３年度までの３年間，文部科学省
「地域との協働による高等学校教育改革推進」
事業の指定を受けて，地域課題の解決等の探
究的な学びを実践してきました。今後さらに，
地域・社会理解活動，地域交流活動，ＳＤＧｓ
地域課題研究活動等を推進していきます。
これまでも異文化理解や多様性の尊重，全
国各地の高校などとの防災交流事業をとおし

１ 基本データ
ホームページアドレス：
https://inisi.myswan.ed.jp/
電子メールアドレス：
inisi@od.myswan.ed.jp
主な交通機関：
ＪＲ仙石線 陸前赤井駅から徒歩 20 分
石巻あゆみ野駅から徒歩１０分
宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目東下車
て行ってきた防災体験学習なども継続して行
語研究班が英語弁論大会で文部大臣賞受賞，
徒歩７分
い，
「震災を乗り越え持続可能な未来を創造す
文芸部が全国大会出場などの実績がありま
る人材」の育成を目指します。
す。
これらの様々な活動をとおして，地域・社会
③ 海外交換留学生に関しても多くの実績が
貢献の意欲あふれる人物，将来の地域のリー
あります。
ダーとなる人物を育てていきます。
④ 主な学校行事では，文化祭（西翔祭），体
育大会，修学旅行，芸術鑑賞会，国際理解講
（２）教育方針
演会，防災体験学習などがあります。
（１）敬愛と協調心の育成
相互敬愛と相互信頼に基づいた人間関係
（６）卒業生の進路状況
を樹立し，協調の心と奉仕の精神を養う。
進路一覧(過去３年間,進学者・就職者数)
（２）学力の充実と探求心の育成
進
路
R3
R2
R1
自ら学ぶ喜びを体得させ，事物・事象を
国公立大学
1
1
0
積極的に探求する態度を育成し，学力の充
国公立短大
0
0
1
実を図る。
私立大学
71
69
82
（３）公正な判断力と進取の精神の育成
私立短大
11
21
25
自己を取り巻く生活環境の中で，常に
専各学校
57
56
59
公正な判断をし，何事にも責任を持って誠
就職
13
8
23
実に実践する進取の精神を養う。
その他
3
3
9
卒業生計
156
158
199
（３）教育課程の特色
主な進路先（令和４年３月卒業生）
① 基礎学力の定着を図るため，英語，数
（ ）内は人数 （1）は省略
学，国語には十分な時間を充てています。
＜国公立大学＞
② ２学年から，文系と理系の類型制をとっ
山形大学
ており，３学年では多くの選択科目を開設
し，多様な進路希望に対応しています。
③ 長期的な視野に立つ学力向上を目指し，全
校をあげて朝の読書に取り組んでいます。
④ＩＣＴ教育支援サービスを導入し，生徒一
人ひとりが主体的に学ぶきっかけ作りや，
授業の効果を高める取組を行っています。
（４）行事・生徒会活動・部活動
① １０の運動部があり，これまで全国大会・
東北大会規模の大会への出場は，弓道部，剣
道部，陸上部などがあります。
宮城県高校総体においては，平成２７年
度には弓道部が女子個人でインターハイに，
剣道部が女子個人で東北大会に出場してい
ます。また，平成２８年度・令和元年度・令
和３年度には陸上部が男子個人で東北大会
に出場しています。
宮城県高校新人大会においては，平成３
０年度には弓道部が女子個人・女子団体で
東北選抜大会および全国選抜大会に出場し，
女子団体は東北選抜大会ベスト８，全国選
抜大会ベスト８に輝いています。
② ４つの班（英語研究・放送・野外活動・自
然科学）に分かれる総合文化部１，３つの班
（茶道・美術・文芸）に分かれる総合文化部
２を含めた４つの文化部があります。吹奏
楽部が県大会及び東北大会で金賞受賞，英

＜私立大学＞
東北学院大学(17), 東北福祉大学(11), 東北
工業大学(6)，宮城学院女子大学(6)，尚絅学院
大学(6),石巻専修大学(5),東北文化学園大学
(5),仙台大学(4)，仙台白百合女子大学(3)，東
北生活文化大学,杏林大学，拓殖大学，東京工
芸大学(2)，仙台青葉学院短期大学(6),仙台赤
門短期大学(3),聖和学園短期大学(2)
＜専修各種学校＞
仙台徳洲看護専門学校(6)，葵会仙台看護専門
学校(4),石巻赤十字看護専門学校,気仙沼市
立病院付属看護専門学校
＜就職＞
登米消防，石巻市行政，宮城県警察官 B，自衛
官一般曹候補生，石巻信用金庫，(株)大沼製菓、
(株)平山建築，医療法人報徳会石巻デンタル
クリニック，社会福祉法人東松島福祉会，
(有)晴，(株)デュエット

（４）令和 4 年度転編入学試験について

３ 入試情報
本校の求める生徒像及び選抜方法などの詳細については，
「求める
生徒像・選抜方法一覧」をご覧ください。
（１）第一次募集について
イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数など
選抜人数等
募集
学科
共通選抜
特色選抜
定員
割合
人数
割合
人数
普通科
ロ 選抜順序
＜普通科＞

160

70%

112

30%

日 程
対象学年
令和 4 年 4 月～12 月
全学年
令和 5 年１月～３月
新 2･3 年
※ 編入学は３月のみ
※ 海外からの編入学は随時

試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接

４ 写真で見る学校生活

48

共通選抜 → 特色選抜

ハ 第２志望とすることができる学科・コース
なし
二 共通選抜及び特色選抜について
共通選抜

制 服

校 舎

学力検査点（５００点満点）と調査書点（１９５点満点）の満点
を原点とした相関図を用いて選抜する。
相関図での学力検査点と調査書点の比重
＜普通科＞ 学力検査点：調査書点＝６：４

特色選抜
学力検査点と調査書点を合計した点数を基に，調査書の記載事項
も用いて，求める生徒像に照らして総合的に審査し，選抜する。
配点
学
科

調査書

普
通

学力検査

240 点

250 点

※国語･数学･
英語･音楽･美
術･保体･技家
の全学年の評
定を２倍

※全教科の得
点を 0.5 倍

面接･実
技･作文
なし

総合的な探究の時間（成果発表会）

合計

490 点

防災体験学習
（２）第二次募集について
次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。
配点
学
面接･実
調査書
学力検査
合計
科
技･作文
225 点
300 点
面接
普 ※社会･理科･ ※国語･数学･ 50 点
音楽･美術･保
英語 各 100
※個人面接
575 点
通 体･技家の評定 点満点
１０分程度
を２倍

(注) 倍率 1 倍については，記載を省略しています。
（３）過去の入試実施状況について（参考）
過去３年間の学科コース別・出願者数・合格者数（第二次募集は除く）
学科

年度

普通

出願者数

科

合格者数

R4
170
160

R3
167
160

R2
192
160

体育大会

