
 

 
 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

  村田高校は，今年で創立９８年が経過しま 

した。平成７年度からは，全国で８番目， 

宮城県内では初めてとなる「総合学科」を 

設置し，単位制総合学科の高校として教育 

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，トレーニング機器を 

備えた多目的ホール・吹き抜けの中央階段・ 

コモン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）教育方針 

［学校教育目標］ 

  知・徳・体の調和のとれた幅広い力量を備 

え，夢と志を持ち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

身に付けた生徒の育成 

［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 

った取組をしながらその達成に努めます。 

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します。 

 

（３） 教育課程の特色 

１． 将来の夢を見据えた自分だけの時間

割をつくります。 

  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付けられます。 

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

で基礎学力を身に付けます。 

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。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

主な学校行事としては，４月：１年次オ 

リエンテーション，６月：芸術鑑賞会，７ 

月：体育祭，２年次インターンシップ，９ 

月：１年次志キャンプ，１０月：文化祭， 

１２月：２年次修学旅行(関西)，１年次学 

校・職場見学，２月：１年次ライフプラン 

発表会などを実施しています。（昨年度は新 

型コロナウイルス感染拡大防止のため，延 

期や中止，変更になったものもありました。） 

部活動は全員が加入し,活発に活動して 

おり，各種大会で活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

（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 10 12 9 

短期大学 0 2 3 

専各学校 16 26 28 

就職（県内） 32 50 54 

就職（県外） 1 4 6 

その他 2 2 2 

卒業生計 61 96 102 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

＜大学・短期大学＞ 

東北工業大学(3)，東北文化学園大学，東 

北福祉大学，東北学院大学，石巻専修大学， 

宮城学院女子大学，福島学院大学，城西国 

際大学 

＜専修各種学校＞ 

専門学校デジタルアーツ仙台(3)，仙台こど 

も専門学校(2)，仙台ビューティーアート専 

門学校，仙台スクールオブミュージック＆ 

ダンス専門学校，東京法律専門学校仙台校， 

仙台総合ペット専門学校，仙台リゾート＆ 

スポーツ専門学校，東京 ITプログラミング 

＆会計専門学校，仙台医療福祉専門学校， 

東北愛犬専門学校，ECO動物海洋専門学校， 

東北外語観光専門学校，仙台ウエディング 

＆ブライダル専門学校 

＜就職＞ 

トヨタ自動車東日本(3)，東北特殊鋼(3)， 

日立ASTEMO(3)，TOYO TIRE(2)，グリーン 

グリーン菅生パーキングエリア（上り線） 

(2)，光友会アルパイン川崎(2)，清山会医 

療福祉グループ(2)，エクセレントショップ 

サイト－(2)，アイリスオーヤマ，IJTT，大 

安工業所，東京ダイヤモンド工具製作所， 

みやぎ県南医療生活協同組合，松浦組，日 

幸電機，PALTAC，緑愛会オー・ド・エクラ， 

杏林会リハビリパークさくら，デイサービ 

スにこトピア角田，サカイ引越センター， 

モトキ，青森社会福祉振興団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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：１６２名 

所在地：〒989-1305 

柴田郡村田町大字村田字金谷１番地 

ＴＥＬ：0224-83-2275 

ＦＡＸ：0224-83-2276 

ホームページアドレス： 

https:// murata-h.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

murata-h@od.myswan.ed.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 

 

 

 

 
 
 
 

「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。 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 



 

 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 

総合学科 120 50% 60 50% 60 

 

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 

   なし 

 

ニ 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）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 

＜総合学科＞  学力検査点：調査書点 ＝ ５：５ 

 

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 学力検査 

面接・

実技・

作文 

合計 

総

合

学

科 

390点 

※国語，数学，社会，英語，

理科の全学年の評定を２倍 

※音楽，美術，保体，技家の

全学年の評定を４倍 

500点 なし 

890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 

総

合

学

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 

 

面接 

75点 

※個人面接，10

分程度 

600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 

総合 

学科 

出願者数 43 57 74 

合格者数 43 53 72 

 

 

 

 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

※編入学は３月のみ 

※海外からの編入学は随時 

 

 
         

校舎全景 
    

 

    制服    「産業社会と人間」ライフプラン発表会 

 

     

   英語授業風景      商業授業風景 

   

工業授業風景      福祉授業風景 

 

 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年 6月～12月 随時 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 1月～3月 随時 新 2･3学年 国・数・英・面接 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


