
 

 
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

宮城県白石高等学校七ヶ宿校は，昭和２３

年，白石高等学校定時制課程「関・湯原分校」

として誕生しました。昭和２５年に湯原分校

が廃止になりましたが，昭和３１年に関分校

は独立校舎になり，翌３２年に「七ヶ宿分校」

と改称，昭和３９年に校舎を増築しました。

平成７年より「七ヶ宿校」と改称して現在に

至っています。 

 平成９年には普通教室と理科実験室を増築

し，平成１１年にコンピュータ室の工事完了，

１４年度に保健室の改修，１５年度に家庭科

室の改修，１９年度には器具庫の新築などを

行い，施設面が改善されました。 

 七ヶ宿校は，県内でも珍しい昼間の定時制

課程の学校で，平成６年から定時制課程であ

りながら３年間で卒業できるようになりまし

た（４年間で卒業することもできます）。 

 七ヶ宿校は雄大な自然に囲まれています。

南蔵王の不忘山の麓にあり，近くには七ヶ宿

ダム，傾城森，滑津大滝，七ヶ宿スキー場な

どがあります。こうした恵まれた自然環境の

中で，生徒は授業や部活動に励んでいます。 

 

（２）教育方針 

 「志操凛風」「進取創造」「自彊不息」の校

訓に基づき，次の方針を定めています。 

 

「地域社会に貢献できる有為な人材の育成」 

 

 少人数学校の特性を生かし，きめ細かな学

習・生活・進路指導を徹底するとともに，学

校行事や地域社会との交流をとおして豊かな

人間性を養い，地域社会に貢献できる人材を

育成します。 

 

 

 

（３）教育課程の特色 

七ヶ宿校は３年間で卒業することのできる

昼間の定時制です。在学している生徒全員が

３年間で卒業できるコースを選択しています。

月曜日から金曜日までの週５日間，１日６時

間の授業（木曜日は５時間＋クラブ）を実施

しています。 

 教育課程の特徴としては，国語，数学，英

語の授業において４～１０名前後の少人数グ

ループごとに指導するなど，基礎基本の定着

を図るために丁寧な指導を行っています。 

また，新しい教育課程においては，「学び直

し」の内容を国語・数学・英語を中心として

盛り込み，今まで以上に基礎学力の定着の徹

底を目指しています。 

「総合的な探究の時間」においては，「水と

森」「音楽」「家庭」「園芸」「総合美術」「歴史

探究」などの中から興味のあるものを選び，

調べ学習や体験学習を週１回２時間行ってい

ます。「水と森」「歴史探究」「園芸」は自然環

境を生かした七ヶ宿ならではの活動で，とて

も人気があります。令和4年度は1月に成果

発表会を実施する予定です。 

平成１５年度から始まったインターンシッ

プ（職場体験学習）は，２学年で実施してい

ます。今年も１１月中旬に，七ヶ宿町や仙南

の企業で３日間体験を行います。１年生は働

くことの意義を学ぶために企業見学を行い，

２年生は自分の将来を考えるために，様々な

企業で実習を行います。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

生徒会行事として文化祭（白七祭），レクリ

エーション大会（球技＆運動会）を行ってい

ます。生徒の数こそ少ないですが，規模はな

かなかのもの。生徒は一人何役もこなし，行

事を終えるたびに成長していきます。さらに，

七ヶ宿の自然に親しむ行事としてスキー教室

を実施するほか，町主催の「ダム一周ウォー

キング」「わらじで歩こう七ヶ宿」「町民体育

大会」「学校音楽祭」への参加など，どの行事

にも生徒たちは楽しくに取り組んでいます。 

部活動は，生徒全員で前期は運動部，後期

は文化部として活動することになっています。 

 運動部は，６月に行われる定時制通信制県

大会に向け活動を行っています。令和４年度

は「バドミントン部」「卓球部」「陸上部」を

実施します。平成３０年度まで陸上部は１１

年連続の全国大会出場を果たし，好成績を残

しています（H２４全国大会砲丸投げ優勝，H

２５全国大会砲丸投げ第２位，円盤投げ第５

位，４００Ｍリレー第４位）。平成３０年度に

は，県大会４００M リレーで優勝しました。

卓球部も平成２９，３０年度に県大会を連覇

し，令和元年度まで３年連続で全国大会に出

場，サッカー部は令和元年度に全国大会に初

出場。そして令和３年度は，卓球個人と陸上

の走り幅跳びで全国大会出場を果たしました。 

 文化部は，「音楽」，「美術（折り紙・切り絵）」

などを実施します。各クラブが文化祭で発

表・展示します。音楽クラブは主にバンド演

奏を披露し，美術クラブは折り紙・切り絵等

の作品展示をします。 

 定時制通信制高校の行事として，平成２３

年度は「生徒の集い」を七ヶ宿校が運営しま

した。県内の定時制通信制高校の生徒が一堂

に会し，運動会やそば打ち体験で盛り上がり

ました。同じく定時制通信制高校の行事であ

る「生徒生活体験発表会」を平成３０年度に

七ヶ宿校が担当し，県内の生徒をおもてなし

の精神で運営し，気持ち良く発表を行うこと

ができました。この行事で，七ヶ宿校の代表

生徒も毎年堂々と発表しています。 

 

（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 

大 学 0 0 0 

短期大学 0 0 0 

専各学校 3 1 3 

就職（県内） 7 5 16 

就職（県外） 0 0 0 

その他 2 2 1 

卒業生計 12 8 20 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

( )内は人数  (1)は省略。 

就職率は，希望者に対し１００％を達成して

います。 

 

＜専修各種学校＞ 

・仙台高等技術専門校 

・仙台総合ペット専門学校 

・仙台理容美容専門学校 

＜就職＞ 

・古川工業(株) 

・小松ばね工業（株） 

・（株）カキヤ 

・（株）畑山電気工業所 

・（株）東北スヤマ 

・高橋建築 

・日本オイルポンプ（株） 

白石高等学校七ヶ宿校 

校訓 志操凛風 進取創造 自彊不息 

 
 
 
 

大自然の中の小さな学校 

チーム七ヶ宿！ 

大自然の恵まれた環境の中で，豊かな人

間性が養われます。また，少人数の授業で

基礎学力が高まります。さらに，楽しい行

事や部活動を通して，良い人間関係が作ら

れます。 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：昭和２３年 

課程・学科：定時制課程・普通科 
生徒数：３７名 
所在地：〒989-0528 

    刈田郡七ヶ宿町字沢上山４－２  

ＴＥＬ：0224-37-2310 

ＦＡＸ：0224-37-2310 

ホームページアドレス： 

https://sitika.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

  sitika@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

JR 白石駅より七ヶ宿町営バス「ファミリーマート七ヶ宿店行」

に乗車，「七ヶ宿町役場」で下車，徒歩５分。 

 

１ 基本データ 
 



   

 
 本校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 40 20% 8 80% 32 

 
 ロ 選抜順序 
  ＜普通科＞  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 
   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 
  ＜普通科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 
 

特色選抜 

  学力検査点，調査書点及び面接の得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 

195 点 

※音楽，美術，保

体，技家の全学年

の評定を2倍 

500 点 面接 

100 点 

※個人面接,15

分程度 
795 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 

195 点 

※音楽，美術，保

体，技家の全学年

の評定を2倍 

200 点 

※国語・数学 

各100 満点 

面接 

100 点 

※個人面接,15

分程度 

495 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 13 8 13 

合格者数 11 8 13 
 

 

（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4月～12月 随時 全学年 国・数・作文・面接 

令和5年3月17日 新2・3年 国・数・作文・面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 


