
 

 

 

 

 
 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は昭和５４年に創立され，今年で４

４年目を迎える全日制課程（普通科）の高

校です。生徒数は７７０名（男子３４５名・

女子４２５名），１年６クラス，２・３年７

クラス，計２０学級です。 

  名取北高は，古代より歴史に名を残す由

緒ある「名取・増田」の地にあり，校舎よ

り泉ヶ岳から蔵王にかけてのたたずまいや

遠くは太平洋までも眺望することができる

恵まれた環境にあります。ＪＲ「名取駅」

から徒歩１５分，仙台空港アクセス鉄道「杜

せきのした駅」から徒歩１５分と，通学に

も便利です。 

  施設には，４階建て校舎・体育館・プー

ル・武道場・弓道場の他に，食堂・研修室・

和室を備えた「名北館」(冷暖房完備）があ

り，部活動，学習活動，ＰＴＡ活動など様々

な行事に利用されています。 

 

 

（２）教育方針 

「人間愛・創造・貢献」を校訓とし，以

下の教育目標を掲げています。 

① 人間を愛し，知性を養い，情操を陶冶

して豊かな人格を備えた逞しい人間を育

てる。 

② 創造の精神を尊び，積極的に自己開発

に努める人間を育てる。 

③ 新しい時代・社会における自己の役割

を認識し，郷土及び社会に貢献する人間

を育てる。 

 

（３）教育課程の特色 

 令和４年度入学生より新教育課程となり，

本校の教育課程はこれまで以上に，生徒ひと

りひとりが，自らの興味・関心・進路に応じ

て，主体的に選択履修し，学習を進めていく

ことを目指すものとなります。科目選択にあ

たっては，科目選択説明会を行い，進路希望

達成のために必要な科目を確認しながら，自

分に適した学習プランを設計していきます。 

  １年次では，基礎・基本を重視し，基礎学

力の伸長を図ります。２年次以降の科目選択

も視野に入れ，生徒自らが学習プランを設計

していくことを目指します。  

  ２年次では，将来の進路を見据えた科目選

択を行います。大きく「理系」と「文系」の

２つに分かれ，それぞれの科目の目標にそっ

て学習活動を展開していきます。 

 ３年次では，生徒の多様な進路希望にきめ

細かく対応するため，さらに多くの選択群を

設定し，生徒の主体的選択により，自己実現

を図るための学習活動をおこないます。 

 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

生徒会行事には，生徒総会，総体壮行式，

体育祭，北高祭（文化祭）などがあります。

特に体育祭は学年の枠をこえたクラス対抗で

競われ，総合優勝を目指して一致団結し，大

きな盛り上がりを見せています。 生徒会が

自主的，主体的に活動し，実行委員会と連携

をとりながら企画・運営しています。 

  部活動は，年度当初に必ず全員が登録しま

す。現在設置されている部は，運動部１８・

文化部１５です。どの部においても自主的，

意欲的な取り組みがなされています。 

昨年度は，弓道部，剣道部（女子），女子

テニス部，女子バスケットボール部など多く

の部活動が県大会で上位に入賞しました。文

化部においても，吹奏楽部が東北吹奏楽コン

クール高等学校小編成の部金賞，東日本学校

吹奏楽大会銅賞を受賞，美術部が全国高等学

校総合文化祭美術工芸部門に参加するなどの

実績を残したほか，書道部が県書道展覧会で

推薦，他にも演劇部，文芸部，写真部，奉仕

活動部などが，輝かしい実績をつくりまし

た。 

また，家庭クラブの実践として，令和３年

度宮城県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大

会家庭クラブ活動の部において優秀賞に輝き

ました。 

 

 

（５）卒業生の進路状況 

進路一覧(過去３年間，進学者･就職者数) 
進  路 R3 R2 R1 

国公立大学 15 7 6 

国公立短大 2 3 2 

私立大学 141 150 143 

私立短大 24 20 20 

専各学校 60 65 65 

就職 13 17 28 

その他 12 7 9 

卒業生計 267 269 273 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

( )内は人数（1）は省略。 

＜国公立大学＞ 

筑波大学(1)，宮城教育大学(2)，山形大学(5),

岩手大学(1),宮城大学(3)，福島県立医科大学

(1),都留文科大学(1),北九州市立大学(1) 

＜国公立短期大学＞ 

東北職業能力開発大学校,宮城県農業大学校 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(53),東北福祉大学(16),東北医

科薬科大学(6),宮城学院女子大学(11),東北

工業大学(15),仙台大学(5),尚絅学院大学

(13),東北文化学園大学(5),石巻専修大学(2),

東北芸術工科大学(4),東北生活文化大学,奥

羽大学，秋田看護福祉大学，江戸川大学，神

奈川大学，昭和音楽大学，東京電気大学，東

京農業大学，白鴎大学，流通経済大学,日本大

学通信教育部 

＜私立短期大学＞ 

仙台青葉学院短期大学(17)，聖和学園短期大

学(4),仙台赤門短期大学(2),金沢星稜大学女

子短期大学部 

＜専修各種学校等＞ 

仙台徳洲看護専門学校(3)，仙台医療センター

附属仙台看護助産学校，東北労災看護専門学

校，仙台医療秘書福祉専門学校(5)，仙台保健

福祉専門学校，東北保健医療専門学校，東日

本医療専門学校，宮城高等歯科衛生士学院(3)，

仙台こども専門学校(2)，仙台総合ビジネス公

務員専門学校(4)， 他 

＜就職＞ 

自衛官，宮城県職員(2)，仙台市（消防士），

名取市役所，亘理町役場，医療法人徳真会名

取デンタルクリニック，株式会社エフエスユ

ニマネジメント，株式会社カキヤ，株式会社

仙台にしむら，JR東日本東北総合サービス株

式会社，新日本信用保証会社，みやぎ亘理農

業協同組合 

  

名取北高等学校 
校訓 人間愛 創造 貢献 １ 基本データ 

 創立：昭和５４年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：770名 

所在地：〒981-1224 

名取市増田字柳田１０３ 

ＴＥＬ：022-382-1261 

ＦＡＸ：022-384-8976 

ホームページアドレス： 

https://natorikita.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

natorikita@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

◆ＪＲ名取駅より徒歩１５分。 

◆仙台空港アクセス鉄道杜せきのした駅より徒歩１５分。 

◆名取市民バス「なとりん号」名取市役所前下車徒歩３分。 

２ 学校の特色 

 
 
 
 
 

４つの「たい」があふれる学校 
○生徒が通いたい 
○保護者が通わせたい 

○教職員が働きたい 
○地域住民が参加したい 

 

「人間愛・創造・貢献」の校訓のもと，部
活動と勉学の両立を図り，文武両面におい
て「仙南に北高あり」といわれる学校づくり

を目指します。輝く未来に向けて，地域とと
もに新たな校風や伝統を創っていきます。 

キャッチフレーズ 

 



 

 

 

 各学科の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，「求める生徒

像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

（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等 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

普通科 240 90% 216 10% 24 

 

 ロ 選抜順序 

         特色選抜 → 共通選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

         該当なし 

 

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  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 

     学力検査点：調査書点 ＝ ６：４  

 

 

特色選抜 

  学力検査点，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 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

普

通

科 

180点 
※国語・数学・

英語の全学年

の評定を2倍 

500点 
 

なし 

680点 

(注) 倍率 1倍については，記載を省略しています。 

 

 

（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

科 
調査書 学力検査 

面接･実技･

作文 
合計 

普

通

科 

225点 
※社会・理科・

音楽・美術・保

体・技家の全学

年の評定を2倍 

300点 
※国語・数学・英語 

各100点満点 

なし 

525点 

(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の出願者数・合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通

科 

出願者数 270 271 313 

合格者数 244 260 280 

 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年 7月19日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 12月22日 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 3月20日 新 2･3年 国・数・英・面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 
 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

 

  

  

   


