
 
 
創   立  明治４４年４月１日  
開校記念日  ５月１０日  

 

住 所：〒０２５－００５３ 岩手県花巻市中北万丁目２８８番１  
電話番号：０１９８－２３－４２３６（代表）  
Ｆ Ａ Ｘ：０１９８－２３－４３６５  
アクセス：ＪＲ花巻駅西口より１．９ｋｍ 徒歩２５分 スクールバス運行  
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www2.iwate-ed.jp/hks-h/ 
校 長 名：菅原 一成  
 
１ 設置学科等  

課程  学科  学系  設置年度  
令和元年度生徒数  

1 年  2 年  3 年  小計  合計  

全日制  普通科  

人文科学・自然科学学系  平成 14 年度  122 123 121 366 

601 スポーツ健康科学学系  平成 14 年度   39  40  37 116 

国際科学学系  平成 14 年度   40  39  40  119 

 
 
２ 本校のめざす生徒像  
 
 校 訓   明知 中庸 無限 
 
 確かな学力〈明知〉とバランスのとれた豊かな人間性〈中庸〉を持ち、限りない可能性

に挑戦して未来を切り拓く〈無限〉生徒を育てる。  

花巻南高等学校  



３ 令和２年度の入学者選抜方法について  
（１）推薦入学者選抜（令和２年１月２８日実施）  
 ア 人文科学・自然科学学系  
  定  員 １２人  
  推薦基準 次の１～４の条件を満たした上で、５の条件のいずれかに該当する者  

１ 本校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者  
２ 基礎学力と基本的生活習慣が身に付いている者  
３ 心身共に調和がとれており、入学後も実績や能力を生かして積極的に

部活動に取り組み、学習と両立して本校の部活動での活躍が期待され

る者  
４ 中学校３年間の欠席が原則として１０日以内の者  
５ スポーツ、文化・芸術活動で次のいずれかに該当する者  

なお、（１）～（３）は応募資格Ａに該当する。  
（１）以下の運動部において主力として活躍し、中学校体育連盟等が主

催する体育活動において、県大会出場以上の実績を収めた者  
硬式野球（男）、ソフトボール（女）、サッカー（男）、ハンドボー

ル（男女）、卓球（男女）、ソフトテニス（男女）、バスケットボー

ル（男女）、体操（女）、バレーボール（女）、陸上競技（男女）、

剣道（男女）、水泳（男女）、弓道（男女）  
（２）以下の文化部において主力として活躍し、中学校文化連盟等が主

催する文化・芸術活動において、県大会以上の大会や発表会・コ

ンクールで入賞以上の実績を収めた者  
吹奏楽  

（３）「いわてスーパーキッズ」に認定されている者  
  検査内容 ○ 面接 個人面接（１５分程度）  
  選抜方法 １ 調査書（９０点）  

「各教科の学習の記録」（１・２・３年の９教科の評定合計１３５点を

９０点に圧縮）  
  ２ 実績（９０点）  
    調査書及び志願理由書に記載されている実績  
  ３ 面接（６０点）  
  ＜合計２４０点＞  
  ※合計点をもとに、総合的に判断して選抜する  
 

一次選考の有無 無  
 
 
 



 イ スポーツ健康科学学系  
  定  員 ２０人  
  推薦基準 次の１～４の条件を満たした上で、５の条件のいずれかに該当する者  

１ 本校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者  
２ 基礎学力と基本的生活習慣が身に付いている者  
３ 心身共に調和がとれており、入学後も実績や能力を生かして積極的に

部活動に取り組み、学習と両立して本校の運動部での活躍が期待され

る者  
４ 中学校３年間の欠席が原則として１０日以内の者  
５ スポーツ活動で次のいずれかに該当する者  

なお、（１）～（３）は応募資格Ａに該当する。  
（１）以下の運動部において主力として活躍し、中学校体育連盟等が主

催する体育活動において県大会出場以上の実績を収めた者  
硬式野球（男）、ソフトボール（女）、サッカー（男）、ハンドボー

ル（男女）、卓球（男女）、ソフトテニス（男女）、バスケットボー

ル（男女）、体操（女）、バレーボール（女）、陸上競技（男女）、

剣道（男女）、水泳（男女）、弓道（男女）  
（２）（１）と同等の能力があると認められる者で新体力テスト総合評

価がＡ段階の者  
（３）「いわてスーパーキッズ」に認定されている者  

  検査内容 １ 面接 個人面接（１５分程度）  
  ２ 適性検査  
    （１）メディシン･ボール投げ（２）立ち三段跳び（３）ジグザグ走  
  選抜方法 １ 調査書（９０点）  

「各教科の学習の記録」（１・２・３年の９教科の評定合計１３５点を

９０点に圧縮）  
  ２ 実績（９０点）  
    調査書及び志願理由書に記載されている実績  
  ３ 面接（６０点）  
  ４ 適性検査（３０点）  
  ＜合計２７０点＞  
  ※合計点をもとに、総合的に判断して選抜する  
 

一次選考の有無 無  



ウ 国際科学学系  
  定  員 ４人  
  推薦基準 次の１～５の条件を満たした上で、６の条件のいずれかに該当する者  

１ 本校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者  
２ 基礎学力と基本的生活習慣が身に付いている者  
３ 外国語や国際関係に興味・関心を持ち、将来の進路に向けて主体的に

取り組むことができる者  
４ 入学後も本校での国際交流・言語学習に積極的に参加する意志が明確

である者  
５ 中学校３年間の欠席が原則として１０日以内の者  
６ 学習・言語・文化活動で、次のいずれかに該当する者  

なお、（１）～（４）は応募資格Ａに該当する。  
（１）「実用英語技能検定」３級以上を有する者  
（２）英語スピーチコンテスト等への出場実績を有する者  
（３）市町村等主催の海外留学や海外派遣事業への参加実績を有する者  
（４）上記（１）～（３）と同等の資格または実績を有する者  

  検査内容 １ 面接 個人面接（１５分程度）  
  ２ 適性検査  
    口頭試問（１０分） 英語と日本語による質疑応答を行う  
  選抜方法 １ 調査書（９０点）  

「各教科の学習の記録」（１・２・３年の９教科の評定合計１３５点を

９０点に圧縮）  
  ２ 実績（２０点）  
    調査書及び志願理由書に記載されている実績  
  ３ 面接（６０点）  
  ４ 適性検査（７０点）  
  ＜合計２４０点＞  
  ※合計点をもとに、総合的に判断して選抜する  
 

一次選考の有無 無  
 



（２）一般入学者選抜（令和２年３月６日実施）  
①人文・自然科学学系（定員：１２０名から推薦合格者数を除いた人数）  

 Ａ選考  Ｂ選考  Ｃ選考  
各選考方法の割合  ７割  なし  ３割  
学力検査の調査書面接等の割合  ５：５   ７：３  
面接、小論文・作文、適性検査  面接  

②スポーツ健康科学学系（定員：４０名から推薦合格者数を除いた人数）  
 Ａ選考  Ｂ選考  Ｃ選考  
各選考方法の割合  ７割  ３割  なし  
学力検査の調査書面接等の割合  ５：５  ３：７   
面接、小論文・作文、適性検査  面接・適性検査  

③国際科学学系（定員：４０名から推薦合格者数を除いた人数）  
  ※学力検査の「英語」の得点を２倍して選抜します  

 Ａ選考  Ｂ選考  Ｃ選考  
各選考方法の割合  ７割  なし  ３割  
学力検査の調査書面接等の割合  ５：５   ７：３  
面接、小論文・作文、適性検査  面接  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４ 特色ある教育活動  
 
 本校は、「確かな学力とバランスのとれた豊かな人間性を持ち、限りない可能性に挑戦し

て未来を切り拓く生徒を育てる」ことを目的として、次のような活動をしています。  
（１）学習活動  

平成１４年度、総合選択制高校として生まれ変わった本校は、生徒と教職員が一

丸となって進路希望の実現に向けて取り組んでいます。１学年では基礎学力の充実

に重点を置き、２・３学年では多様な選択科目によって、生徒一人ひとりの進路希

望に応じた教科・科目を学習できます。また、実力をつけるための各種テストや課

外授業も充実しています。  
◎人文科学学系  

国語、地理・歴史、公民などの人文科目に特に重点を置き、理数科目や外国語科

目を含めてバランスよく学習します。文学、教育、法律、政治、経済など、人文系

の様々な分野への幅広い進路選択に対応しています。  
◎自然科学学系  

数学、理科の理系科目に重点を置き、文系科目や外国語科目を含めてバランスよ

く学習します。理学、工学、薬学、農学、医学などの理数系の様々な分野への進路

希望に対応しています。  
※１年次は共通のカリキュラムです。２年次から進路希望に合わせて人文科学学系

と自然科学学系に分かれ、それぞれ学習を深めます。人文科学学系は３年次には、

さらに人Ⅰコース（国公立大学進学型）と人Ⅱコース（私立大学進学型）に分かれ

ます。  
◎スポーツ健康科学学系  

体育、健康に関わる専門科目に特に重点を置いて学習します。競技スポーツや生

涯スポーツに携わる人材の育成とスポーツ指導者の育成を目指し、スポーツや健康

に関する大学進学・就職に対応しています。キャンプ実習、スキー実習やスポーツ

概論など特色ある実習・科目もあり、さらに救急救命講習・テーピング講習・高大

連携事業など外部からの専門家を招いての講習も実施しています。  
【主な実習】  
 ○キャンプ実習（１年）  
 ○スキー実習（１・２年、ＳＡＪ２・３級バッジテスト実施）  

スノーボード実習（１・２年、ＪＳＢＡ３級バッジテスト実施）  
◎国際科学学系  

国際交流などの諸活動を通してグローバルな視野を持つ人材の育成を目指し、語

学・国際系の大学進学・就職に対応しています。英語の他に第２外国語としてフラ

ンス語、ドイツ語、ハングルから１科目を選択して学びます。  
【主な行事】  

○海外修学旅行（２年）  
○グローバルクロス（１、２年）  
 



（２）特別活動  
生徒は、「部活動に力を発揮したい」という意欲が強く、部活動が非常に活発で

す。また、県内屈指の広さを誇るグランドなど施設も充実しています。  
平成３０年度の主な実績  

運動部  

全国大会  
インターハイ ソフトテニス（女子）個人出場  

体操（女子）個人出場  
国民体育大会 体操（女子）団体出場  

東北大会  
陸上競技部（男女）出場、体操（女子）団体・個人出場、  
バレーボール出場、ソフトテニス（女子）個人出場  

県大会  

高総体 体操（女子）団体準優勝、個人２位、３位  
ソフトテニス（女子）団体３位、ソフトボール３位、 
弓道部（女子）団体３位、バレーボール３位  
ハンドボール（女子）３位  

新人大会 体操（女子）団体優勝、個人優勝  
     ソフトテニス（女子）団体３位  
     ハンドボール（女子）準優勝  
春高バレー岩手県予選３位  

 

文化部  
全国大会  高総文祭長野大会書道部門奨励賞  
県大会  囲碁新人大会２位、３位、５位（東北大会出場）  



（３）卒業生の進路  
 

卒業  
年度  H27 H28 H29 H30 平成３０年度の主な進路先  

国公立  
大学  8 12 12 8 

北海道教育大、岩手大、秋田大、山形大、  
釧路公立大、岩手県立大、都留文科大 (2) 

私立  
大学  40 44 77 67 

盛岡大 (11)、富士大 (5)、岩手医大 (3)、  
東北学院大 (6)、東北福祉大 (3)、仙台大 (2)、
尚絅学院大学 (5)、東海大 (2)等  

短期  
大学  21 14 10 22 

岩手県立大学盛岡短期大学部、  
岩手県立大学宮古短期大学部  
山形県立米沢女子短期大学  
盛岡大学短期大学部 (6)等  

専門  
学校  79 77 62 77 

県立一関高看 (2)、県立宮古高看、  
県立二戸高看、岩手看護 (4)、花巻高看 (3)、  
岩手リハビリテーション学院 (7)、  
専大北上福祉教育 (5)等  

就職  27 36 19 18 
自衛官、花巻農業協同組合、  
北上信用金庫 (2)、東芝メモリ (4)等  

大学校  
他  4 3 12 5 岩手県立産業技術短期大学校 (5) 

 
 
５ 校長から一言  
 

花巻南高等学校は、明治４４年に開校した県下有数の伝統校であり、今年創立１０８周

年を迎えます。ＪＲ花巻駅西口より西にまっすぐ進むと広々とした田園地帯の中に県下有

数の敷地と設備を持つ校舎が見えてきます。本校は人文科学、自然科学、スポーツ健康科

学、国際科学の４学系を持つ総合選択制普通科高校であり、幅広く学ぶ普通科であると同

時に、学系制・総合選択制により興味のある分野を学ぶことができます。 

 また、国際理解教育・海外交流が盛んであり、海外に交流校（アメリカ・ハワイ州、ド

イツ）を持ち、毎年生徒の海外派遣を実施するほか、ホームステイの受け入れや、国際科

学学系の海外修学旅行も実施しています。なかでも充実した部活動は本校の大きな特色で、

生徒達は優れた指導者のもと県下でも常に上位の成績を誇る運動部はもちろん、文化部も

皆、目的意識を持って活発に活動しています。活気溢れる高校生活の中で、豊かな人間性

と確かな学力を育むことを目指している学校です。  

 皆さん一人ひとりが、本校で夢を見つけ、希望を育み、実現させることを心から願って

います。



６ 公立高等学校就学支援金制度に関する県教育委員会からのお知らせ  
（１）平成 26 年度から県立高校の授業料に高等学校等就学支援金制度が導入されまし

た。  
（２）この制度により、一定の所得未満の家庭の高校生は授業料の納付が不要となり

ました。  
（３）一定の所得未満とは、保護者等の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算

額が 50 万 7,000 円未満です。  
（４）手続き等については、入学手続き関係書類の送付と併せてお知らせする予定で

すが、制度について詳しくお知りになりたい方は、下記の文部科学省ホームペ

ージ「高等学校等就学支援金制度（新制度）について」をご覧下さい。  
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 
【参考】県立高校授業料・通信制受講料  
 全日制（月額）9,900 円  定時制（月額）2,700 円 

  通信制（１単位）190 円 

 
 
７ その他必要経費等  

 
平成３１年度入学生の諸経費概要  
（１）入学料 ５，６５０円  
（２）入学時一括諸納金   人文科学自然科学学系・・・６１，９５０円  

     スポーツ健康科学学系・・１０１，３５０円  
     国際科学学系・・・・・・・６３，３５０円  

（３）教科書・副教材   人文科学自然科学学系・・・３１，９６５円 (注 1) 
スポーツ健康科学学系・・・３１，８６５円  

     国際科学学系・・・・・・・３１，８６５円  
  (注 1) さらに芸術の選択科目の教科書代が加算されます。  
  (注 2) これ以外に、国語科・英語科の推薦辞書の購入があります。  
（４）制服・運動着・運動靴  男子・・・約８４，０００円  

     女子・・・約９７，０００円  
（５）毎月の諸経費   諸会費 ５，２２０円（年１０回）  


