富谷高等学校
１ 基本データ

校訓 進取 明知 自律 協同
創立：平成６年
課程・学科：全日制課程・普通科（コース制）
生徒数：８２７名
所在地：〒981-3341
富谷市成田二丁目 1-1
ＴＥＬ：022-351-5111
ＦＡＸ：022-351-5112

２ 学校の特色

（３）教育方針

キャッチフレーズ

富谷高校Ｔの物語
Ttime と名付けられた「総合的な学
習の時間」
。
T の意味は，
Treasure
（宝）
，
Tomorrow（未来）
，Triumph（勝利）
など様々です。この Ttime で行う学問
研究が，Tomiya の生徒一人一人の進路
実現に結びついています。
（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は泉ヶ岳等を遠望できる仙台北部の
丘陵地に，平成６年４月に普通科男女共学
校として開校。時代の要請に応じて普通科
の中に人文コース，国際コース，理数コー
スの３コース制を導入し，適性や進路に応
じたきめ細かな教育を展開しています。
校舎は県内の公立高校では珍しい円形の
講義棟を始め，２つの普通教室棟と特別教
室棟・管理棟・体育館で構成されています。
校舎内外には美しいステンドグラスやモニ
ュメントがちりばめられている中，学校の
シンボルとなっているカリヨン(時計台)が
美しい調べを奏でています。
平成２６年にユネスコスクールに加盟承
認。コース制の特色を生かしてＥＳＤ（持
続可能な開発のための教育）を推進し，社
会や時代の変化に対応できる人材育成に取
り組んでいます。
（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＞
普通科
人文

出願者数

コース

合格者数

国際

出願者数

コース

合格者数

理数

出願者数

コース

合格者数

H29
62
48
30
29
37
32

H28
52
48
33
32
27
27

H27
61
48
36
32
38
32

＜後期選抜＞ ※第２志望による合格者を含む
普通科
人文

出願者数

コース

合格者数

国際

出願者数

コース

合格者数

理数

出願者数

コース

合格者数

H29
129
72
50
51
81
48

ホームページアドレス：
http://www.tomiya-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
info@tomiya-h.myswan.ne.jp
主な交通機関
地下鉄泉中央駅から宮城交通バスで約 20 分，
「富谷高校前」下車

H28
118
72
56
48
89
53

H27
124
72
74
48
81
48

【１ 個性の尊重 】
一人ひとりの能力・適性に応じた教育
を行い，個性を生かし創造力を伸ばして
自ら進んで事に処する気力あふれる人材
を育成する。
【２ 知性の練磨 】
自ら学ぶ意欲と態度を育み，高い学識
と豊かな教養を身に付けて国際化，高度
情報化社会に適切に対応する人材を育成
する。
【３ 情操の陶冶 】
相互に信頼し敬愛する精神を養い，自
分を律する心を培って真理と正義を愛す
る心身ともに健全な人材を育成する。
（４）教育課程の特色
【人文コース】
国語・社会など文系科目全般に重点が置
かれたコースです。
【国際コース】
文系科目，特に外国語に重点が置かれた
コースです。
【理数コース】
数学・理科など理系科目全般に重点が置
かれたコースです。
【特色】
各コースとも大学進学を希望する生徒が
多く，国公立大学進学に対応した学習内容
になっています。
人文・国際コースは文系科目を，理数コ
ースは理系科目をそれぞれ中心に，１・２
年生では基礎・基本を養い，３年生では進
路に応じた科目を選択できるようになって
います。また，人文コースと国際コースの
教育課程には多くの共通点がありますが，
ＥＳＤ講演会や修学旅行(国内・海外)など，
コースごとにテーマを設けた行事がありま
す。
入学後のコース変更はできません。高校
卒業後の進路希望や各コースの特色・学習
内容を見定めて入学することが重要です。
（５）行事・生徒会活動・部活動
生徒会執行部を中心に，自主的に企画・
運営され，全生徒が盛り上がれる行事にな
るよう取り組んでいます。
主な行事は４月体育大会，
７月球技大会，
９月樹咲祭（文化祭）
，１０月芸術鑑賞会，
国際理解講演会，
１１月キャンパスツアー，
この他６，７月のＥＳＤ講演会，１２月の
修学旅行
（国際コースは海外）
があります。
３月には「Ttime」の大きな発表の場となっ
ている収穫祭(課題研究発表会)があります。

部活動は全員登録制となっており，１３
の運動部，１２の文化部，４つの同好会が
それぞれ活発に活動しています。
○ Ｈ２８年度の主な活動成績
陸上競技部
男子走幅跳 (東北大会出場)
女子 100m，女子七種，男子 4×400mR，
男子 400mH（東北新人出場）
ソフトテニス部
女子団体（東北大会出場）
弓道部
男子個人（東北大会出場）
（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

H28

H27

H26

20
23
18
国公立短大
0
1
0
私立大学
173 166 181
私立短大
9
18
9
専各学校
45
46
44
就職
8
5
8
その他
15
14
16
卒業生計
270 273 276
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＞
宮城教育大(2)，秋田大(2)，山形大(6)，福
島大(3)，宮城大(7)
＜私立大学＞
東北学院大(52)，東北福祉大(26)，宮城学
院女子大(26)，仙台大(2)，仙台白百合女子
大(10)，
尚絅学院大(5)，
東北文化学園大(3)，
東北工業大(16)，東北芸術工科大(2)，東北
医科薬科大(2)，岩手医科大，東海大(4)，
法政大(3)，専修大(2)，実践女子大(2)，駒
澤大，神奈川大，日本大，神田外語大，大
東文化大，国士舘大，明治学院大，東京工
科大，埼玉医科大 他
＜短期大学＞
聖和学園短大(2)，仙台青葉学院短期大(7)
＜専門学校・各種学校＞
仙台医療センター附属看護助産(2)，
東北労
災看護(3)，葵会仙台看護(2)，仙台徳洲看
護，石巻赤十字看護，宮城高等歯科衛生士
学院，宮城調理製菓専門学校，仙台ウェデ
ィング＆ブライダル(3)，
仙台コミュニケー
ションアート(3)，
仙台リゾート＆スポーツ
(2)，東北動物看護学院(3)，仙台医療秘書
福祉，仙台大原(3)，東北高等歯科衛生士学
院，日本工学院(2)，日本デザイナー芸術学
院(2) 他
〈就職〉
宮城県警察官，宮城県社会福祉協議会，フ
ジ・コーポレーション，
カネボウ化粧品 他
国公立大学

３ 入試情報

ニ 学校独自検査
各コースとも 小論文 資料読取型（配点７５点）５０分
（３）後期選抜について

（１）募集定員
普通科 人文コース
国際コース
理数コース

男女１２０名
男女 ８０名
男女 ８０名

（２）前期選抜について
イ コース別の募集割合等
人文コース 定員の４０％以内（４８名以内）
国際コース 定員の４０％以内（３２名以内）
理数コース 定員の４０％以内（３２名以内）
ロ 出願できる条件
≪人文コース≫文化や社会，人の営みへの関心を高く持ち，高校で
文学や歴史，政治や経済などをより深く学び，さらに大学へ進学
し専門性を高めることにより，将来，さまざまな分野で活躍し，
社会に貢献したいと考えている生徒を求めます。そこで，次のい
ずれかの条件を１つ以上満たしている生徒
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．０以上で【調査
書】
，特に国語・社会において興味関心がある生徒
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上で【調査
書】
，特に国語・社会において興味関心があることと，次の(1)
～(7)のいずれかの条件に該当している生徒
(1) 生徒会活動において中心となって活動したことを自己アピ
ールできる生徒
(2) 学校全体に関わる行事において中心的な活動をしたことを
自己アピールできる生徒
(3) 運動部において，中総体又は新人大会で，県大会以上の大会
に出場し【調査書】
，活躍した生徒
(4) 文化部又は校内の文化活動で，県大会レベルのコンクールに
出場又は出展し【調査書】
，活躍した生徒
(5) ボランティア活動で，１年以上継続して地域のボランティア
サークルに所属し【添付書類又は調査書】
，積極的に活動に取
り組んだ生徒
(6) 学校以外の活動で，東北大会レベル以上の大会等に出場し
【添付書類又は調査書】
，活躍した生徒
(7) 英検において準２級以上の資格を取得した生徒【添付書類又
は調査書】
◆１，２(3)～(7)については「資格確認の対象とする条件」である。
≪国際コース≫世界の諸地域や国際社会への関心を高く持ち，高校
で異文化や外国語などをより深く学び，さらに大学へ進学し専門
性を高めることにより，将来，国際的な分野で活躍し，社会に貢
献したいと考えている生徒を求めます。そこで，次のいずれかの
条件を１つ以上満たしている生徒
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．０以上で【調査
書】
，特に英語において興味関心がある生徒
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上で【調査
書】
，特に英語において興味関心があることと，上記の２(1)～(7)
に同じくいずれかの条件に該当している生徒
◆１，２(3)～(7)については「資格確認の対象とする条件」である。
≪理数コース≫数学の理論や自然科学への関心を高く持ち，高校で
数学や理科などをより深く学び，さらに大学へ進学し専門性を高
めることにより，将来，自然科学や先端技術の分野で活躍し，社
会に貢献したいと考えている生徒を求めます。そこで，次のいず
れかの条件を１つ以上満たしている生徒
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．０以上で【調査
書】
，特に数学・理科において興味関心があること生徒
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上で【調査
書】
，特に数学・理科において興味関心があることと，上記の２
(1)～(7)に同じくいずれかの条件に該当している生徒
◆１，２(3)～(7)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
各コースとも 国語，数学，英語 各１００点

イ コース別募集人数
人文コース ７２名（予定）
国際コース ４８名（予定）
理数コース ４８名（予定）
ロ 面接・実技の有無
各コースとも
なし
ハ 傾斜配点の有無
各コースとも
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重 各コースとも
４：６
ホ 第２志望について
該当あり
出願コース以外のいずれか一つを第２志望とするこ
とができる
（４）平成２９年度転編入学試験について
日 程
平成 29 年 7 月 20 日
平成 29 年 9 月 19 日
平成 29 年 12 月 15 日
平成 30 年 3 月 22 日

対象学年
全学年
全学年
全学年
新 2・3 学年

（７月以降分）
試験科目等
国語・数学・英語・面接
国語・数学・英語・面接
国語・数学・英語・面接
国語・数学・英語・面接

４ 写真で見る学校生活

環境豊かな場所で，広大な敷地に立つ立派な校舎
学校行事・

実習風景等

収穫祭(課題研究発表会)

写真③

素敵な制服

写真②
学校行事・
実習風景等

制服等

国際コース修学旅行(台湾・台南市興國高級中学訪問)
写真③

我が校のＰＲポイント
富谷高校は，進取の精神に富み，国際的な視野に立って広く社会の発展と文

学校行事・

化の創造に貢献する，個性豊かな人間を育成することを目標としています。平
成６年の開校以来の目標を今も持ち続け，社会や時代の変化に対応しながら，

実習風景等

様々な取り組みに挑戦しています。平成２６年にはユネスコスクールに加盟承
認され，国際理解教育をはじめ，平和教育や環境教育にも活動の幅を広げてい
きます。平成３０年度入学生の修学旅行は，人文・理数コースは国内，国際コ
ースは海外の予定でいます。

