
 
 
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

明治３５年宮城県立第２中学校登米分校と

して創立し，昭和２３年に定時制課程が設置

されました。 

 その後，昭和４７年に独立の厨房と食堂が

完成し，専任の栄養士が作成した献立による

完全給食が実施されています。 

昭和６３年にはコンピュータ室が整備され

ました。 

 また，平成１６年には定時制が主として使

用できる２階建ての第２体育館が完成し，平

成１８年からは全学年の専用教室ができ，学

習環境も整っています。冬季の暖房について

もＦＦ式暖房施設が備えられています。 

 例年，半数以上の生徒が仕事をしながら通

学していますが，本校の周辺にはアルバイト

ができる事業所が多く，通学にも便利で働き

ながら学びやすい環境にあります。 

これまでに本校で学んだ卒業生は,およそ

１，９００名に達し，各方面で活躍していま

す。 

 

（２）教育方針 

 自立した人間として地域社会に貢献できる

人間の育成に努めます。 

個人の学ぶ権利を大切にし，主体的に学ぶ

意欲の高揚と態度の育成に努め，学力の向上

を図ります。 

心身の健康保持増進を図り，礼節と勤労を

重んじて責任感と協調性を持ち，実践力のあ

る人間の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（３）教育課程の特色 

本校は普通科ですが，国語・数学・英語の

基礎科目の学習を重視する一方で，商業科目

も取り入れています。 

また，県内を中心として様々な業種の会社

や上級学校を見学する進路見学会などを通じ

てキャリア教育にも力を入れています。進路

見学会では，将来の職業選択について考えを

深める貴重な体験ができます。 

 修業年限は４年ですが，始業前に授業を受

けて単位を修得することで，３年で卒業でき

る「三修制」を導入しています。 

 また,「学び直し」の科目（学校設定科目「基

礎数学」）を始業前の時間に設定しています。 

 さらに,令和４年度より定通併修制度を導

入し,レポートのやり取り等で美田園高校の

科目の単位を取得できるようになり,生徒の

多様なニーズに応えられるようになりました。 

 

《日課表》 

１５：００～１５：４５ 始業前学習① 

１５：５５～１６：４０ 始業前学習② 

１６：５０～１６：５５ ＳＨＲ 

１７：００～１７：４５ １校時 

１７：４５～１８：１５ 給食 

１８：２０～１９：０５ ２校時 

１９：１０～１９：５５ ３校時 

２０：００～２０：４５ ４校時 

２０：４５～２０：５０ ＳＨＲ 

２０：５０～２１：００ 清掃  

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

生徒会を中心に行事を企画・運営していま

す。最大の行事は８月に行われる「佐高祭」

です。模擬店での食品販売や，子ども向けの

出店も行っています。各クラスで「かかし」

を製作して展示したこともあります。 

 「スポーツ大会」ではバレーボールや新し

いスポーツ・ユニカールなどを行い，ＰＴＡ

やＥＴＡ（雇用主と教師の会）の皆さんと一

緒になって熱戦を繰り広げるとともに，生徒

同士の親睦を深めています。 

 １１月には,進路見学会を行っており, 校
外の様々な施設の見学を通して，進路選択に

役立てています。昨年度は全校生徒で大崎市

の鳴子・岩出山方面を訪れました。宮城県を

代表する観光地を見学し,日本発のアーチ式

ダムの鳴子ダムや, あ・ら・伊達 な道の駅を

見学し，見聞を広げるよい機会となりました。 

２月には卒業生を送り出す「予餞会」が行

われ，教職員も参加して温かい雰囲気のもと,

全員で卒業を祝っています。 

部活動は，陸上部・バスケットボール部・

バドミントン部・卓球部・ハンドメイド部が

あり，限られた活動時間を有効に使って，そ

れぞれが目標を持って活動しています。 

特に陸上部は，これまで男女共に，全国大

会に出場しており，各種目で好成績を収めて

います。 

また，この大会は，定時制高校で学ぶ全国

の仲間との交流の機会にもなります。 

唯一の文化部であるハンドメイド部では,

ビーズアクセサリーやシュシュ，クッション，

イラストなどを制作しています。昨年度は定

通高校総体に向けた応援メッセージボードを

制作し,選手の士気を高めました。 

 

（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 

大 学 0 0 0 

短期大学 0 0 0 

専各学校 2 2 2 

就職（県内） 3 5 5 

就職（県外） 1 0 0 

その他 2 3 2 

卒業生計 6 10 9 

※ Ｒ３の専各学校進学者２名には就職 

（県内１，県外１）を含む。 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生） 

（ ）内は人数 (1)は省略 

 

＜専修各種学校＞ 

一関市医師会附属一関准看護高等専修 

学校（２） 

 

＜就職＞ 

紅忠コイルセンター東北株式会社 

有限会社さくら 

医療法人財団姉歯松風会 石越病院 

医療法人博愛会 一関病院 

佐沼高等学校 

定時制課程 

校訓 至誠・「献身・窮理・力行」 

 
 
 
 

自分らしく 

制服なし，求められるのは,社会的常識と

マナー，そして｢学びたい｣という意思。1

クラス10人程度の少人数授業で基礎学力

アップ。アットホームな雰囲気の中で自分

らしく高校生活を送ってみませんか。 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 創立：明治３５年（定時制課程設置は昭和２３年） 

課程・学科：定時制課程・普通科 

生徒数：２２名 

所在地：〒987-0511 

登米市迫町佐沼字末広１ 

ＴＥＬ：0220-22-2024 

ＦＡＸ：0220-22-2023 

ホームページアドレス： 

https://sanuma-teiji.myswan.ed.jp/  

電子メールアドレス： 

  sanuma-teiji＠od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

 東北本線瀬峰駅下車→登米市民バス南方線上り乗車（３４分） 

 →「佐沼高校前」下車 徒歩1分 

   

 

 

 

 



 

 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 40 10% 4 90% 36 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  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    

  

 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）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 
50点 
※個人面接， 

10分程度 
745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 

240点 
※社会・英語・

理科・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点満点 

面接 
50点 
※個人面接， 

10分程度 

490点 
 

（注）倍率1倍については，記載を省略しています。 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

（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 6月～12月 随時 全学年 国・数・面接 

令和5年 3月 15日 新 2･3･4年 国・数・面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【校舎風景】校舎正面          【校舎風景】夜の学び舎 

 

【給食】「伊達な献立コンクール」入賞  【授業風景】生物実験 

 

【定通高校総体全国大会】陸上部    【学校行事】スポーツ大会 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通

科 

出願者数 5 1 9 

合格者数 4 1 9 

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 


