仙台西高等学校
校訓

１ 基本データ

英知 敬愛 自律

ホームページアドレス：
http://snishi-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@snishi-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
仙台市営バス：八木山南西高校ゆき 西高校入口下車 徒歩５分
宮城交通バス：八木山南団地ゆき 仙台西高前下車 徒歩８分

創立：昭和５８年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：827 名
所在地：〒982-0806
仙台市太白区御堂平 5-1
ＴＥＬ：022-244-6151
ＦＡＸ：022-244-6152

（３）教育方針

２ 学校の特色
国際社会の進展のなかで，真に将来を担
う人間を育てるために，知・徳・体の調和
ある錬磨を目指し，社会に貢献し得る強靱
な心身と豊かな個性を育成します。

キャッチフレーズ

志を立て 耐えて
励んで 夢実現

（４）教育課程の特色

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は南に太平洋を望み，西に太白山を
仰ぐ旧宮城県農業短大御堂平農場跡地に昭
和５８年に普通科男女共学校として開校し
た学校です。
学校周辺は昔からの植生が良く保存され，
「仙台自然休養林鈎取地区」
「野鳥の森」と
して市民に親しまれています。また，付近
の三神峯・上の台遺跡からは，縄文期から
平安期に至る各時代の土器や石器が出土し
ています。
そんな自然と歴史の宝庫に恵まれた環境
の中で，学習と部活動の両面で生徒一人一
人が生き生きと活動できる「活力と感動」
の場面づくりに努力している学校です。
施設規模は，４階建ての校舎２棟，昇降
口図書館棟，体育館，二階建ての武道館で
す。
そのほかに西陵会館には食堂，
合宿所，
種々の機器をそろえたトレーニング室を完
備しています。グラウンドには屋外照明や
雨天練習場をそろえるなど，充実した設備
を誇っています。
（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
出願者数
合格者数

H29
128
84

H28
116
84

H27
117
84

H29
290
196

H28
280
196

H27
291
196

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

（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

国公立大学

一人一人の生徒が真剣に将来を考え，
学習・部活動・学校行事等に生き生きと
取り組みながら社会に貢献する力を身に
つけ，進路希望を実現することができる
学校を目指しています。

普通科

取り組んでいます。

国公立短大
私立大学

生徒の多様な興味・関心・適性・進路希
望等に対応するため，また，生徒一人一人
が生き生きと学習に取り組めるように教育
課程を編成しています。全体としては，選
択制を取り入れた教育課程になっています。
１年生では，生徒が自分を的確に理解し
ていくためにあらゆる教科を学習できるよ
うに，共通履修としています（芸術科は音
楽か美術の選択制）
。
２・３年生においては，自分の適性・進
路希望に応じた科目を選択できるように，
文系と理系の二つを設定しています。
総単位数は３２単位（教科学習３０，総
合的な学習の時間１，特別活動１）で，総
合的な学習の時間は，自己理解と進路目標
設定を支援する志教育プログラム「西陵タ
イム」を中心に，地域学習や小論文指導等
も行っています。
（５）行事・生徒会活動・部活動
仙台西高校では，西陵祭（文化祭）
，運動
会，球技大会，合唱コンクール，芸術鑑賞
会，修学旅行（２年次１２月）などといっ
た数多くの学校行事を盛んに実施していま
す。
各学校行事では，その企画や運営に生徒
が主体的に携わっており，まさに一人一人
が生き生きと活動する姿が見られます。
学校の近くには西多賀病院，萩の郷等の
施設があり，ボランティアの清掃活動を通
して貴重な体験をする機会もあります。
部活動は全員加入制になっており，全国
大会で活躍する部も複数あるなど，各部で
活発に活動しています。
平成２８年度・運動部では，陸上部がイ
ンターハイ，
男子ソフトテニス部，
陸上部，
スキー部が東北大会に出場。文化部では合
唱部，囲碁将棋部が東北大会に出場。地学
部が全国高校総合文化祭で文化連盟賞を獲
得。そのほかにも，サッカー部やハンドボ
ール部，柔道部，バドミントン部，ソフト
テニス部，吹奏楽部，美術部，写真部等，
県大会上位校となる部活動が多く，活発に

私立短大
専各学校
就職
その他
卒業生数計

H28

H27

H26

9
1
154
12
56
17
19
268

6
0
146
11
73
17
10
275

7
1
138
15
82
15
15
273

主な進路先（平成２９年３月卒業生）
（ ）内は人数 （1）は省略
＜国公立大学＞
埼玉大学，山形大学，福島大学(3)，宮城大
学(2)，都留文科大学，福井県立大学
＜私立大学＞
東北学院大学(25)，東北福祉大学(26)，東
北工業大学(15)，東北文化学園大学(6)，東
北医科歯科大学(2)，尚絅学院大学(11)，宮
城学院女子大学(19)，仙台白百合女子大学
(2)，仙台大学(7)，東北芸術工科大学(8)，
法政大学，神奈川大学(4)，専修大学，日本
体育大学 他
＜公立短期大学＞
米沢女子短期大学
＜私立短期大学＞
聖和学園短期大学(6)，仙台青葉短期大学
(6)
＜専修各種学校＞
東北労災看護専門学校，仙台徳洲看護専門
学校(3)，石巻赤十字看護学校，気仙沼看護
専門学校，東北保健医療専門学校，宮城歯
科衛生士学院，仙台こども専門学校，仙台
幼児保育専門学校，宮城調理製菓専門学校
(4)
他
＜就職＞
宮城県警察官，仙台市職員，海上自衛隊一
般曹候補生，航空自衛隊，
（株）アイリスオ
ーヤマ，
（株）仙台宮水，
（株）トヨタレン
タリース 他

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科

男女 ２８０名

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内 （８４人以内）
ロ 出願できる条件
本校を志望する意志が強く，大学等への進学を希望するなど，
明確な目的意識を持っており，学習活動や特別活動で牽引力を発
揮する意欲にあふれていることを自己アピールでき，次の１,２の
いずれかの条件を満たしている者
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上の者【調
査書】
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．５以上【調査書】
で，次の（１）～（４）の条件のうち１つ以上満たしている者
（１）体育的・文化的な部活動において，県大会以上の大会に出
場・参加した者【添付書類又は調査書】
（２）体育的・文化的な学校以外の活動において，県大会以上の
大会に出場・参加した者 【添付書類又は調査書】
（３）生徒会活動等の特別活動において中心となって活動したこ
とを自己アピールできる者
（４）漢検・英検のいずれかにおいて，準２級以上の資格を取得
した者【添付書類又は調査書】
◆１及び２の学習成績，２の（１）
，
（２）及び（４）については
「資格確認の対象とする条件」である。
ハ 学力検査
国語，数学，英語

制服

華やかな西陵祭

各１００点

ニ 学校独自検査
個人面接（配点７５点） １５分

白熱する球技大会

我が校のＰＲポイント

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 １９６人（予定）
ロ 面接・実技の有無
なし
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
４：６
ホ 学科の第２志望
該当なし
（４）平成２９年度転入学試験について
日 程
平成 29 年 7 月 12 日
平成 29 年 9 月 15 日
平成 29 年 12 月 8 日
平成 30 年 3 月 15 日

校舎とハクモクレン

対象学年
全学年
全学年
1･2 年
新 2･3 年

（７月以降分）
試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接

本校は創立３５年目を迎え，教職員・生徒が一体となってより良き伝統
づくりに努力しているところです。さらに，「英知・敬愛・自律」の校訓
をモットーに社会に貢献しうる強靱な心身と豊かな個性を持つ生徒を育
成することを目指しています。
生徒の半数以上が大学進学を，その他は専門各種学校や就職を希望して
おり，多様な進路希望を実現するための教育課程を編成しています。そし
て，自分の可能性をより広げられるように，学力の向上に向けてさまざま
なことに取り組んでいます。１・２学年では日常の授業や家庭学習によっ
て内容の理解と定着を目指し，進学希望者のために土曜講習や長期休業中
の講習を設けています。３学年では高校総体以降から，土曜日，長期休業
中の他に放課後の講習を設け，進路希望実現に向けてレベルアップを図っ
ています。
総合的な学習の時間では，志教育プログラムの「西陵タイム」を通して
自分の将来の目標探しを支援します。また，１学年では東北大学のオープ
ンキャンパスへの参加，２学年では，各大学のオープンキャンパス，専門
学校体験実習，企業のインターンシップへの参加など，より具体的に各自
の希望進路の理解と研究ができるような取り組みも行っています。
本校は，学習・部活動・学校行事・クラス活動などを通して，生徒が充
実感や達成感を味わえるような３年間を送り，その結果，自分の進路希望
を実現できるように，さまざまな取り組みに力を入れています。
本校の生徒諸君は，学習はもちろんのこと部活動や学校行事に主体的・
積極的に取り組み，学校生活を生き生きと送っています。
目標を持って積極的に高校３年間の学校生活を送る意欲にあふれる中
学生の皆さんの入学を期待します。

