宮城第一高等学校
校風

自主・自律

創立：明治３０年
課程・学科：全日制課程・普通科，理数科
生徒数：８３５名
所在地：〒980-0871
仙台市青葉区八幡一丁目６番２号
ＴＥＬ：022-227-3211
ＦＡＸ：022-227-3213

キャッチフレーズ

The Most Brilliant
Senior High School
生徒一人ひとりが輝く高等学校をめざ
しています。地域，日本，世界で活躍で
きる幅広く豊かな教養があるジェネラリ
スト，将来様々な分野に貢献できるスペ
シャリストとして期待される人間づくり
に日々取り組んでいます。
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
明治３０年に仙台市高等女学校として開
校し，昭和２３年に宮城県第一女子高等学
校と改称しました。平成９年に理数科２学
級を設置し，平成１４年から平成１８年ま
で，文部科学省「スーパー・サイエンス・
ハイスクール」の教育研究開発校に指定さ
れました。平成２０年４月からは男女共
学・単位制の宮城第一高等学校と改称し新
たなスタートを切りました。今年度は創立
１２０周年を迎えます。
学校は仙台市街の西部，国宝大崎八幡神
社のある八幡町にあります。古くからの静
かな住宅街の一角で，近くには広瀬川が流
れ，学習活動や課外活動をはじめとした学
校生活を送るには非常に適したところです。
創立１００周年記念事業で建設された秋
桜館には，アリーナ，合宿施設，食堂など
が設置され，特別教室棟には，化学，生物
の第二実験室，理科講義室，コンピュータ
講義室が設置されました。
（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
理数科

出願者数
合格者数

H29
136
60
34
32

H28
159
60
30
30

H27
134
60
40
32

H29
183
140
70
48

H28
236
140
44
50

H27
210
140
100
48

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

理数科

出願者数
合格者数

ホームページアドレス：http:// www.miyaichi.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：chief@miyaichi.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ仙台駅または，仙台市営地下鉄「北四番丁」駅から，仙台市営
バスで「八幡一丁目」下車，徒歩２分，
「宮城一高前」下車すぐ
（全行程，仙台駅から約２５分，北四番丁駅から約１０分）
地下鉄「国際センター駅」から徒歩約１５分（自転車で約６分）
（３）教育方針

２ 学校の特色

普通科

１ 基本データ

個性の確立と社会性の陶冶を図り，豊か
な情操と心身の健康を保持し，明るい生活
の創造に向かう健全な人間の育成を期すた
め，次の目標の実現を目指します。
① 創意と活力に満ちた特色ある学校づく
りに向け，教育活動全体の計画的・組織
的研究の推進
② 授業を第一に据えた学習指導の充実，
生徒一人ひとりの可能性に共感し能力を
伸張させる教育課程の編成とその実践
③ 共通理解に基づいた生徒指導の展開と，
教育相談体制の充実
④ 早期の進路目標の確立と学力向上に向
けた生徒の自己理解と自己実現を図る指
導の推進
⑤ 生徒の探究する姿勢や高度な能力を育
成するための大学などの高等教育機関や
関係諸団体との連携
⑥ １２０年の歴史と伝統を踏まえつつ，
新たな学校を創生する意気を持ち，諸課
題を検証しながら，進学重視型単位制高
校としての実務的・具体的な取組の推進
⑦ 校舎内外の施設・設備の環境整備
（４）教育課程の特色
【単位制のメリットを活かした教育課程】
共学化しても県内トップクラスの進学校
という学校像は変わりません。進学重視型
単位制高校として，皆さんの進路目標の実
現を今まで以上にサポートしていきます。
単位制の良い点は学年制に比べ，より幅の
広い選択科目の中から一人ひとりの興味関
心・適性・進路希望により，自分に最適の
時間割を作れることです。また，少人数授
業や習熟度別授業が多くなり，個々に応じ
たきめ細やかでより緊張感のある授業が受
けられるとともに，皆さんの学習意欲もさ
らに高まります。また本校には，東北大学・
宮城教育大学等の講義を受講し，それを本
校の単位として認定する制度もあります。
単位制は，自分の個性を大切にし，自らの
判断と責任で希望進路を切り開くために，
意欲的な高校生活を送ろうという生徒に向
いています。
【普通科・理数科の設置】
普通科では，基礎学力の充実を図りなが
ら各自の進路を見極めることができるよう
に２年次，３年次で選択科目が増えます。
理数科では，数学と理科を普通科より多く
の時間をかけて学習します。
【５５分授業】
２１年度からは５５分授業を実施してお
り，２８年度は火曜日以外６時限の時間割
になっています（火曜７校時は総合的な学

習の時間）
。
これは授業時間を十分確保して
質の高い充実した指導を目指すものです。
また特別活動等の時間も十分確保できます。
（５）行事・生徒会活動・部活動
本校には，クラス毎に絢爛たる衣装や背
景、創意工夫に溢れた迫力ある歌やダンス
を競い合う最大行事『歌合戦』をはじめ，
『秋桜祭』
『体育大会』など特色ある行事が
数多くあります。多くの行事が学友会（生
徒会）や委員会など生徒自らによる主体的
な活動によって計画・運営されていること
が，本校の大きな特色です。
部活動も活発で，現在は運動部１５部，
文化部２１部，さらに同好会３部・愛好会
４部があり，
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。平成２８年度は水泳部がインターハ
イに出場し，文化部も放送部・ジャズダン
ス部・理化部・囲碁部・文学部などが全国
高校総文祭に出場するなど，全国レベルで
活動している部も少なくありません。
“行事も部活動も一生懸命”
，
それが生き
生きと学校生活を送っている宮一生の姿で
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)
路

H28

H27

H26

国公立大学

進

83
102

98
108

86
107

私立大学

2
2
1
6
4
6
就職
1
1
1
その他
83
70
69
卒業生計
277
283
270
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
（ ）内は人数 １名は省略
＜国公立大学＞
東北大学(9), 宮城教育大学(9),宮城大学
(12)，岩手大学(16)，山形大学(13),秋田大
学(2),福島大学(2),千葉大学(2),お茶の水
女子大学(2),東京外語大学(2)，
首都大学東
京(2)，北海道大学，大阪大学，筑波大学,
国際教養大学,東京学芸大学,東京農工大学,
金沢大学,奈良女子大学,弘前大学,茨城大
学，宇都宮大学，岡山大学 など
＜私立大学＞
慶應義塾大学(4), 早稲田大学(5),上智大
学，東京理科大学(3)，明治大学(2), 立教
大学(7), 中央大学(5), 法政大学(6),青山
学院大学，
津田塾大学(5), 国際基督教大学，
同志社大学，
立命館大学(2), 北里大学(3),
東京女子大学(2),東北学院大学(72)，東北
福祉大学(23)，東北薬科大学(9)など
短期大学
専各学校

３ 入試情報

（４）平成２９年度転編入学試験について

（１）募集定員

日

普通科 男女 ２００名
理数科 男女
８０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（６０名以内）
理数科 定員の４０％以内（３２名以内）

程

対象学年

試験科目等

平成 29 年 7 月 13 日

全学年

国・数・英・面接

平成 29 年 9 月 6 日

全学年

国・数・英・面接

平成 29 年 12 月 8 日

全学年

国・数・英・面接

平成 30 年 3 月 16 日

新 2･3 学年

国・数・英・面接

４ 写真で見る学校生活

ロ 出願できる条件
《普通科》
次の１～３の全ての条件に該当していることを自己アピールで
き，さらに４の条件を満たしていること。
１ 自分の将来について明確な目標を持ち，その実現のために４
年制大学等への進学を希望し，高校入学後も学習活動に意欲的
に取り組む生徒
２ 本校の「自主自律」の校風を理解し，高校入学後も積極的に
高校生活を送りうる生徒
３ 基本的な生活習慣が確立されており，中学校生活において学
習活動以外にも意欲的に活動した生徒
４ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．５以上の生徒
【調査書】
◆４は「資格確認の対象とする条件」である
《理数科》
次の１～３の全ての条件に該当していることを自己アピールで
き，さらに４の条件を満たしていること。
１ 自然科学や数学に対して強い興味・関心を有しており，医歯
薬系，理農工系学部の４年制大学等への進学を希望し，高校入
学後も学習活動に意欲的に取り組む生徒
２ 本校の「自主自律」の校風を理解し，高校入学後も積極的に
高校生活を送りうる生徒
３ 基本的な生活習慣が確立されており，中学校生活において学
習活動以外にも意欲的に活動した生徒
４ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．５以上かつ中
学校１～３年生の数学・理科２教科の評定平均値が４．５以上
の生徒【調査書】
◆４は「資格確認の対象とする条件」である

歴史と伝統ある校舎

ＩＣＴを活用した授業

理数科「課題研究」発表会

“ミヤイチのなでしこ”サッカー部

公立校唯一の管弦楽部

ハ 学力検査 各学科とも 国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査
《普通科・理数科》
小論文（文章読取型・資料読取型）
（配点７５点） ６０分
興味・関心・体験が反映されるようなテーマを取り上げ，文
章及び資料の読み取りを通して受験生の読解力・知識の活用力
をみたり，本人の考えや意見を書かせたりする内容とする。
迫力ある「歌合戦」

春季体育大会

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 １４０名（予定）
理数科
４８名（予定）
ロ 面接・実技の有無

各学科とも なし

ハ 傾斜配点の有無

各学科とも なし

ニ 調査書点と学力検査点の比重
各学科とも ３：７
ホ 第２志望
該当あり
普通科・理数科ともに出願学科以外
の学科を志望できます。

我が校のＰＲポイント
今年で創立１２０年目を迎える本校は，３万名を超える卒業生を世に送り出し，多
くの人材が様々な分野の第一線で活躍しています。そうした先輩方を模範として，さ
らにその応援を大きな力としながら，本校はこれからも，リーダーとして社会に貢献
しうる人材を輩出していきます。
地域，日本，世界で活躍できる幅広く豊かな教養があるジェネラリスト，将来様々
な分野に貢献できるスペシャリストとして期待される人間づくりに生徒も職員も日々
取り組んでいます。また，学習・部活動・学校行事に，生徒・教員ともに全力を尽く
す学校です。男子生徒の人数も年々増加しており，運動部・文化部ともに活動の場が
増えています。自分の能力を十分に発揮し，充実した高校生活を送ろうと考えている
中学生の皆さん，本校では，一人ひとりを大切にするきめ細かな指導で「夢」の実現
をサポートしていきます。君たち一人ひとりが存分に個性を発揮して輝く高校，それ
が宮城第一高等学校です。

