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校 長／山 崎 雅 弘
教職員数＝五〇
生徒数＝四五八（男子 、女子 ）
普通科 一年 一六〇 二年 一五四 三年 一四四
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作詞／多 田 利 男
作曲／古 関 裕 而

曲部＝県日本音楽部門コンクール最優秀賞・次年度
全国高総文出場
■進学・就職状況（令和三年三月卒業）
●主な進学先（人数）
国公立大（ ）＝東北大、宮城教
育大、山形大４、福島大４、茨城
大３、愛知教育大、福島県立医科
大７、会津大２、長岡造形大
私立大（ ）＝岩手医科大、
盛岡大、
石巻専修大２、尚絅学院大５、東北医科薬科大２、東
北学院大 、東北工業大６、東北福祉大 、東北文化
学園大４、宮城学院女子大４、東北芸術工科大２、奥
羽大、つくば国際大２、常盤大、国際医療福祉大、白
鷗大、埼玉医科大、駿河台大、文教大、城西国際大、
聖徳大３、流通経済大、青山学院大、工学院大、国士
舘大、駒沢大、大東文化大、東京家政大２、東京工科
大２、日本女子大、日本体育大、日本大２、武蔵野大、
立教大、立正大２、早稲田大、神奈川大２、関東学院
大、昭和音楽大２、新潟食料農業大、龍谷大
短大（９）＝仙台青葉学院短４、
、郡山女子大短、聖
徳大短、淑徳大短、東京交通短、福島県農業短
各種専門学校（ ）＝相馬看護４、仙台医療福祉、他
■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
二、原町二中学校 名
一、原町一中学校 名
三、石神中学校 名
四、鹿島中学校 名
五、原町三中学校 名
六、小高中学校 名
七、向陽中学校 名
七、尚英中学校 名
九、中村一中学校９名
十、中村二中学校４名
■学校をとりまく環境
国の重要無形民俗文化財に指定されている「相馬野
馬追」で有名な南相馬市原町区にある。卒業生は、県
内外で、政治・経済・教育・科学・芸術などの様々な
分野で活躍しており、地域から大きな期待を寄せられ
ている歴史のある普通高校である。
■エポック
令和元年に創立 周年を迎えた本校は、
「未来を開く
豊かな心を持ち逞しく生きる人間の形成をめざし、一
人ひとりが自主的・主体的に学習する力を育てる」こ
とを教育目標に、学習と部活動の両立を図っている。
文型・理型のコース制をとるとともに、少人数講座編
成や組織的な個別指導をとおして、生徒の進路実現を
支援している。平成 年度からは特別進学クラスを編
成し、国公立大学や難関私立大学一般入試突破のため
の実力養成を強化している。クラス対抗形式をとる校
内合唱コンクールは長い歴史を持ち、３年に一度の公
開文化祭とあわせて名物行事となっている。
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校章由来 昭和 年に制定。ペンは学問への精励、柏の葉は進
歩発展の象徴をあらわす。

■校歌

平成 年 創立七十周年記念式典挙行
平成 年 東日本大震災によりサテライト設置
平成 年 サテライト集約・小高商業高校仮設校舎が
本校に移転
平成 年 特進クラス設置
令和元年 創立八十周年記念式典挙行
■学校概要
地域の基幹校として発展している。高校生としての
調和のとれた発達をめざし、知識を深め、情操を豊か
にするとともに実践力を養い、社会の変化に主体的に
対応できる能力を育成し、国際社会に生きる日本人と
しての資質を養うことを教育方針としている。
■施設 校地面積
八〇、
三一六裃
建物面積
一三、
六五〇．〇六六裃
■行事
６月合唱コンクール、７月球技大会、９月体育祭・
柏曜祭（三年に一度 次回は令和４年度）
、 月芸術
鑑賞・修学旅行、 月原高芸術祭
■校風 校訓『規律・協同・責任』
智・徳・体のバランスがとれ、高い志を持ち、文武
両道を貫きながら、自分の夢の実現に向けて努力する
生徒の育成を目指している。生徒会活動が盛んで、先
輩後輩の枠を超え、学校全体で協同する校風が伝統で
ある。
■部活動の状況
●運動部＝野球、ソフトテニス、バスケットボール、
陸上競技、バドミントン、バレーボール、卓球、剣
道、サッカー、弓道
●文化部＝吹奏楽、放送、美術、新聞、数科学、伝統
文化（箏曲、茶道、華道）
、福祉活動
●活動状況（県高校総体優勝回数）
ソフトテニス女子６回、テニス男子 回・女子 回、
体操男子２回、バレーボール女子１回
【全
    国大会出場】
陸上、テニス、女子バレーボール、放送、数学、吹
奏楽、美術、伝統文化（筝曲）
、体操男子・鉄棒３
位（昭 ）
、陸上やり投げ女子６位（昭 ・ ）
、円
盤投げ男子７位（平９）
、円盤投げ女子１位（平８）
、
テニス男子３位（平８）
○令和３年度の部活動の活躍
陸上競技部＝全国総体女子やり投げ出場、東北高等
校陸上競技会男子 ｍ・男子円盤投げ・女子やり投
げ出場、弓道部＝全国高校総体男子個人出場、女子
バレーボール部＝県総体ビーチバレーボールの部優
勝、美術部＝全国高総文絵画出品、放送部＝全国高
校放送コンテストテレビドキュメント部門出品、箏
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一、ひんがしのあけゆく海に
おおいなる
力みなぎる
渋佐浜
波白くして
磯つとう
うまし国はら
いざともに我ら興さん
■沿革
昭和 年 福島県相馬商業学校として創立
昭和 年 県に移管され県立相馬商業学校となる
昭和 年 学制改革により県立原町高等学校となる町
立原町高等女学校と合併
校章・校歌制定、普通科・商業科設置
昭和 年 定時制夜間部普通科設置（昭和 年廃止）
昭和 年 全学年普通科編成となる
新校舎への移転完了
平成元年 創立五十周年記念式典挙行、同窓会館落成
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