
 
 
 
 

好文好武で 明日を拓き 

夢実現へ 
数学と英語の少人数制授業や，｢進学重

視型単位制｣ならではの選択授業により，

一人ひとりを大切にした，きめ細やかな

指導をします。君たちの明日を切り拓く

お手伝いをします。一生に一度の高校生

活だから，勉強に部活に頑張る君たちを

応援します。 
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 明治４４年（１９１１年）に石巻町立石巻

実科高等女学校として設立され，現在では創

立１００年を超える，県内有数の伝統校です。

昭和２３年に宮城県石巻女子高等学校とな

り，同年７月に定時制課程も設置されました。

平成１８年度入学生より男子生徒も募集し，

男女共学の宮城県石巻好文館高等学校と校

名を変更しました。現在全体の約３０％が男

子生徒になっています。 

生徒の大部分が大学進学をめざす進学校

ですが，運動部や文化部のクラブ活動も活発

で，インターハイをはじめとする全国大会に

も出場し，上位入賞を果たしています。生徒

会や委員会活動も活発で，生徒が自主的に取

り組み，各行事を盛り上げています。体育祭，

文化祭などでは，クラスが一丸となって取り

組むなど，生徒は明るく活発な学校生活を送

っています。 

令和３年８月に校舎を新築しました。グラ

ウンド等の整備も終了し，令和４年４月から

新しい環境での学校生活が始まりました。校

舎には，一つの学年全員が入れる階段教室で

ある白梅ホールや進路情報も充実した図書

室など，施設が充実しています。他にも，防

音・暖房設備の整った講堂兼体育館や二層構

造の第二体育館があります。 

校訓「自発能動，一事貫行，醇朴成徳」 

「自発能動」：道理をわきまえ，進んでもの

ごとに取り組み，他に働きかけて，自分と他

人及び社会の発展に尽くす。 

「一事貫行」：目標を立て，自分の生活を計

画的に習慣的に確立し，その目標達成のため

に一生懸命に努力する。 

「醇朴成徳」：率直に他の人の指導助言に耳

に傾け，知性と教養を高め，他から信頼され

る人間に成長する。 

校是「甲斐ある人と言はれなむ」 

「甲斐ある人」とは，真心をもって世のため

人のために尽くす人である。 

この校訓のもと，学習指導と生活指導を通

じて学習と部活動を高いレベルで両立させ，

校是の体現を目指します。また広い視野と豊

かな知性を養い，信頼と友愛で結ばれた人間

関係を育む中で，健康で気品高い校風を培い

新しい伝統を築きます。 

（３）教育課程の特色 

 本校の特色は，石巻地区唯一の「進学重視

型単位制」高等学校であることです。 

３年次には，単位制独特の選択科目が多く

あり，多様な選択科目の中から，自分の進路

希望に沿った科目を選択して，学習していく

ことになります。自分自身の進路希望達成に

必要な科目を，少人数で学習する機会も多く

なり，わかりやすい授業が展開されます。さ

らに，英語と数学については，１年次から習

熟度別による授業が展開され，個に応じたき

め細かな指導が行われます。 

１日７時間を基本として，４５分授業を実

施しています。これは，授業の単位数を増加

して，基礎科目としての英語・数学の充実，

地理歴史・公民・理科の科目の大学入試に向

けた効果的な学習への対応のためです。 

 また県総体終了後から，３年次では「実践

科目」という，選択制の授業が開始されます。

さらに，長期休業中の課外授業，小論文対策

など個々の進路に応じて様々な取り組みが

あり，進路達成に向けて取り組んでいます。 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

本校の生徒は「好文好武」を合い言葉とし

て，勉学と部活動，さらには行事など様々な

活動に積極的に取り組んでいます。本校の文

化祭（好文祭）は，１年の中でも大いに盛り

上がる行事の一つです。文化部を中心に，

日々の活動の成果を発表し，趣向を凝らした

模擬店や展示もあります。また，全年次が一

体となる体育祭は，球技大会と運動会で行わ

れます。どちらの行事も各委員会の生徒達が

主体的に活動し，企画・実行しています。ま

た，その他学校生活の様々な場面で，生徒会

役員中心に一人ひとりが好文館の生徒とし

て役割を果たしています。 

 部活動も活発で，現在は運動部１２部， 

文化部８部，同好会６団体があり，生徒一人

ひとりが目標を持ち，自分の興味や関心のあ

ることを探究しています。令和３年度の主な

成績として，陸上部が県総体で、走幅跳で３

位に入賞し東北大会に出場，弓道部では女子

個人でインターハイ出場を果たしました。ま

た，県新人大会において，空手道部が団体形

で全国大会への出場権獲得，弓道部が男子個

人で東北大会への出場を果たしました。その

ほかにも，書道部が書道パフォーマンスグラ

ンプリ大会の東北北海道大会に出場するな

ど，日々の部活動に熱心に取り組んでいる成

果が表れました。 

 また，定期演奏会の開催で日頃の活動成果

を発表している部や，各種コンクールや展覧

会に出展して入賞，入選をしている部，地域

の催しなどで演技を披露している部もあり，

多種多彩な活動が展開されます。 

 このように本校生徒は行事にも部活動に

も真摯に取り組み，高校生活を実りあるもの

にしています。 

（６）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 20 15 11 

国公立短大 1 0 0 

私立大学 108 109 100 

私立短大 8 10 18 

専各学校 42 44 49 

就職 13 9 10 

その他 5 8 10 

卒業生計 197 195 198 

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＞ 

宮城教育大(4)，弘前大，秋田大，岩手大，

山形大，宇都宮大，千葉大，宮城大(6)， 

岩手県立大(3)，会津大，福島県立医科大 

＜私立大学＞ 

 東北学院大(25)， 東北福祉大(23)，宮城

学院女子大(13)，東北医科薬科大，東北工業

大(7)，仙台大学(4)，尚絅学院大(6)，石巻

専修大(2)，中央大(2)，神奈川大，東京農業

大，國學院大 他 

＜公立短期大学＞ 

岩手県立宮古短大(2) 

＜私立短期大学＞ 

聖和学園短大(5)， 仙台青葉学院短大(2)，

北海道武蔵女子短大 

＜専修各種学校＞ 

 石巻赤十字高等看護専門学校(14)，仙台医

療センター附属看護助産学校(2)，医療創生

大葵会仙台看護専門学校(2)，気仙沼市立病

院付属看護専門学校， 仙台総合ビジネス公

務員専門学校(2)，仙台リハビリテーション

専門学校(2) 他 

＜就職＞ 

厚生労働省(2)，防衛省，仙台市職員，石

巻市職員，(株)ヤマサコウショウ(2) 他 

石巻好文館高等学校 

校訓 自発能動 一事貫行 醇朴成徳 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

（２）教育方針 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 
ホームページアドレス： 

https://koubunkan.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

koubunkan@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関 

ＪＲ仙石線「陸前山下駅」下車徒歩１０分 

創立：明治４４年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：５７３名 

所在地：〒98６-0851 

石巻市貞山3丁目4番1号 

ＴＥＬ：0225-22-9161 

ＦＡＸ：0225-22-9163 

 



  

 

 

  

本校の求める生徒像及び選抜方法については「求める生徒像・選抜

方法一覧」をご覧ください。 

 

 

 

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 200 80% 160 20% 40 

 

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 

 ＜普通科＞ 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 ＝７：３ 

 

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 

普

通

科 

390点 
※国語・数

学・社会・英

語・理科の評

定を2倍，音

楽・美術・保

体・技家の評

定を4倍 

375点 
※国語・数

学・社会・英

語・理科の点

数を0.75倍 

なし 

765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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１）第一次募集について 

(４）令和４年度転編入学試験について 

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和 4年 4月 6日 新 2・3年 国・数・英・面接 

令和 4年 8月 19日 全年次 国・数・英・面接 

令和 4年 12月 6日 全年次 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 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通

科 

出願者数 216 203 185 

合格者数 200 200 181 

 


