村田高等学校
校訓

誠意 勤労 識見 気魄 協和

１ 基本データ

創立：大正１３年
課程・学科：全日制課程・総合学科
生徒数：３２８名
所在地：〒989-1305
柴田郡村田町大字村田字金谷１
ＴＥＬ：0224-83-2275
ＦＡＸ：0224-83-2276

（３）教育方針

２ 学校の特色
キャッチフレーズ
「学力」
「体力」
「志」そして「心の教育」
部活動や学校行事を通し感動が体験で
きます。適性・能力を活かした進路指導を
行います。生徒の意欲を高める学習指導を
行います。規範を守ることや礼儀正しさを
重んじます。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
村田高校は，今年で創立９１年目を迎えま
した。平成７年度からは，全国８番目， 宮城
県では初めての「総合学科」設置高校として
新たな教育活動を展開しています。緑豊かな
自然環境のもと，生徒はそれぞれの進路目標
の達成を目指して学習や部活動に励んでいま
す。
施設設備の中心は，吹き抜けの中央階段や
コモンホール・トレーニング機器を備えた多
目的ホール等を含む開放感あふれる３階建て
校舎１棟，
柔剣道場を備えた２階建て体育館，
工業や商業を中心に福祉・理科・外国語等を
学ぶための施設を備えた実習棟４棟です。特
に，実習棟にはＣＡＤ室・エンジン性能試験
機・ＢＯＳＣＨ噴射ポンプテスタ・マシニン
グセンタ・簿記会計室・文書処理室・プログ
ラミング室・基礎看護室・介護室・保育室・
電子顕微鏡室・語学実習室等，充実した機器・
教室がそろっています。その他にも，第１運
動場，照明施設を備えた第２運動場，テニス
コート，食堂や宿泊設備を備えた２階建て生
徒会館等があります。

（２）設置学科等
(過去 3 年間の学科コース別・推薦一般・
前後期選抜別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
総合学科

出願者数
合格者数

H27
26
26

H26
30
30

H25
30
30

＜後期選抜＞
総合学科

出願者数
合格者数

H27
77
74

H26
91
88

ホームページアドレス：
http:// www.murata-h.myswan. ne.jp
電子メールアドレス：
murata-h@murata-h.myswan. ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ「大河原駅」から宮城交通バス「村田南町」下車 徒歩５分

H25
81
73

［学校教育目標］
知・徳・体の調和がとれた幅広い力量を備
え，夢と志をもって社会や地域の発展に貢献
できる生徒の育成を目指します。
(1) 主体的に考えて行動できる力を持ち，
自
らの夢や希望の実現を図れる生徒の育
成
(2) 歴史や文化および規範を尊重する心と
責任感や思いやりの心を持った生徒の
育成
(3) 健康な体を持ち，
基本的な生活習慣を身
につけた生徒の育成
［学校運営基本方針］
本校の学校教育目標の具現化を目指し，教
育基本法，並びに学習指導要領の趣旨に沿っ
た取り組みをしながらその達成に努める。
また，本校の実態を踏まえた特色ある教育
活動を展開するとともに，生徒一人一人が生
き生きと活動し，
夢と志を持って自らを律し，
各自の進路目標を確実に達成できるような学
校づくりを目指す。

１月：ライフプラン発表会を実施しています。
部活動は全員が加入し,活発に活動してい
ます。
（６）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間，実数)
進

路

H26

H25

H24

4
8
7
短期大学
1
4
5
専各学校
39
26
26
就職（県内）
59
61
63
就職（県外）
1
0
3
その他
9
9
1
卒業生計
113 108 105
主な進路先（平成２７年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 （1）は省略
大学

＜私立大学・短期大学＞
東北学院大学，仙台大学，東北文化学園大学，いわ
き明星大学 ，仙台青葉学院短期大学
＜専修各種学校＞
山形厚生看護学校，宮城県農業大学校，宮城県立白
石高等技術専門校(2)，仙台青葉服飾福祉専門学校，
仙台医健専門学校(2)，仙台保健福祉専門学校，仙台

（４）教育課程の特色
１． 将来の夢を見据えた自分だけの時間割
本校，総合学科の教育課程は，普通教科
の科目に，福祉・商業・工業の専門科目を
加えたものになっており，４年制大学から
公務員や製造系・事務系の就職まで，あら
ゆる進路に対応した教育課程となっていま
す。１年次に学習する「産業社会と人間」
で，将来の自分の進路について考えます。
２年次から進路達成に向け，自分の選択し
た科目を中心に勉強していきます。
２．基礎学力を確実に身につけられます。
国語・数学・英語の基礎科目の単位が充
実しているだけでなく，朝学習や週末課題
で基礎学力を身につけます。
３．様々な資格を取得でき，多くの検定に合
格することができます。
普通教科に関する検定だけでなく，
商業，
工業，介護，福祉に関する様々な資格を取
得でき，また，様々な検定に合格すること
ができます。

医療秘書福祉専門学校(2)，仙台大原簿記情報公務員
専門学校，仙台総合ﾍﾟｯﾄ専門学校(2)，仙台ﾃﾞｻﾞｲﾝ
専門学校，仙台ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校，専門学校ﾃﾞｻﾞ
ｲﾅｰ芸術学院，専門学校ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ仙台(2)，東北電子
専門学校(5)，東日本医療専門学校，花壇自動車大学
校，宮城調理製菓専門学校(3)，仙台ＹＭＣＡ国際ﾎ
ﾃﾙ専門学校，仙台ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校，仙台
こども専門学校(2)，仙台ｽｲｰﾂ&ｶﾌｪ専門学校，仙台ﾍ
ｱﾒｲｸ専門学校(2)，仙台幼児保育専門学校，仙台理美
容専門学校，ＳＥＮＤＡＩ中央理美容専門学校，ﾋｭ
ｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ仙台
＜就職＞
陸上自衛隊，ﾄﾖﾀ自動車東日本，東洋ｺﾞﾑ工業，東
京ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具製作所，ｹｰﾋﾝ，東北特殊鋼，ﾈｯﾂﾄﾖﾀ
仙台，いすゞ自動車東北，ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本，
山崎製ﾊﾟﾝ，菓匠三全，白石興産，一の坊，ｱｲﾘｽｵｰﾔ
ﾏ，春駒交通，ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ，表蔵王国際ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ，東蔵
王ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ，ﾜｰﾙﾄﾞｽﾄｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ，竹駒神社，(社福)
常盤福祉会(2)，(社福)柏松会，(医法)川崎こころ病
院(2)，(医法)清山会，ｱﾙﾌﾟｽ電気，花菱縫製，大安
工業所，ｱｽﾃﾑ，ｴﾘｵｽ，伊藤ﾁｫｰﾝ，一條，ﾃｨｰｾﾚｸｼｮﾝ，
光明社製作所，古川工業，みやぎ蔵王高原ﾎﾃﾙ，春駒

（５）行事・生徒会活動・部活動
学校行事としては，４月：１年次オリエン
テーション・志キャンプ，６月：芸術鑑賞会，
７月：体育祭，２年次インターンシップ，１
０月：村高祭(文化祭)，１２月：２年次修学
旅行(今年は広島・関西)，１年次職場見学，

交通，清原歯科医院，東北三和鋼器，角田自動車整
備工業所，ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ，ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱｻｰﾋﾞｽ，ﾆﾁｲ学館，
ﾗｲﾌﾌｰｽﾞ，ﾛｼﾞｽ･ﾜｰｸｽ，ｱﾐﾉ，ｶﾙﾗ(2)，ｻｶｲ引越ｾﾝﾀｰ，
清月記(2)，利久，仙台生花，扇屋商事(2)，東北ｾﾝ
ｺｰ，岩沼屋ﾎﾃﾙ，ｵﾌｨｽ 206，前平工業

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
総合学科

男女１２０名

（２）前期選抜について
イ 募集割合等
総合学科 定員の４０％以内（４８名以内）
ロ 出願できる条件
≪総合学科≫
次の１，２に加えて３，４のいずれか１つ以上の項目に該当する者

校舎全景

１ 自分の将来の職業について真剣に考え，その目的達成のために
本校のカリキュラムに沿ってしっかり努力でき，他をリードする
力のあることを自己アピールできる者
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】
３ 本校にある部活動に所属し，意欲的に活動する意志のあること
を自己アピールできる者
４ 次の(1)～(3)のうち，１つ以上満たしている者
【添付書類又は調査書】
(1) 漢検３級以上を取得した者
(2) 英検３級以上を取得した者
(3) 数学検定３級以上を取得した者

制服

福祉授業風景

◆２，４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 募集人数
総合学科

英語授業風景

商業授業風景

７２名（予定）

ロ 面接・実技の有無
集団面接
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重

４：６

工業授業風景

「産業社会と人間」
ライフプラン発表会

（４）平成２７年度転編入学試験について

我が校のＰＲポイント
日程
随 時

対象学年
全学年
(1～3 月のみ
新 2･3 学年)

試験科目等
国語・数学・英語・
個人面接

総合学科としての特色ある教育活動を推進し，本校の教育目標
を実現し，信頼される学校作りを目指します。
１．生徒の意欲を高めるきめ細かな学習指導を行う学校
２．適性・能力を活かした進路指導を行う学校
３．部活動や学校行事を通し感動を体験できる学校
４．規範を守ることや礼儀正しさを重んじる学校
５．家庭や地域との連携を深めた開かれた学校
６．落ち着いた潤いのある学習環境の整った学校

