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令和５年度 宮城県立中学校入学者選抜の主な日程

事 項 期日（期間） 提 出 者→提出先等

令和４年

県外からの出願承認願の受付 10月31日（月）から 出願者→宮城県立中学校長
（県外からの出願者のみ） 11月25日（金）午後３時まで

（郵送の場合も午後３時までに必着）

令和４年

出願書類の受付 11月28日（月）から 出願者→宮城県立中学校長
12月２日（金）午後３時まで

（郵送の場合も午後３時までに必着）

令和５年
※検査会場

適性検査
１月７日（土）

宮城県立中学校・高等学校

集合時刻午前８時３０分
※出願者が多い場合は，他会場で

実施する場合あり

令和５年 宮城県立中学校長→受検者
選抜結果通知書の発送

１月13日（金）午後４時 宮城県立中学校長→在籍小学校長

令和５年

入学確約書の受付 １月17日（火）から 入学予定者→宮城県立中学校長
１月20日（金）午後３時まで

（郵送の場合も午後３時までに必着）

の交付 確約書提出後直ちに交付 宮城県立中学校長→入学許可予定者入学許可予定者証明書

令和５年
宮城県立中学校長→補欠入学予定者欠員補充による合格者の

１月23日（月）から
意思確認 ※ただし，土曜日，日曜日を除く

２月10日（金）まで

書類提出先住所・電話番号

〒984-0052 仙台市若林区連坊一丁目４－１
宮城県仙台二華中学校

電話 ０２２－２９６－８１０１

〒989-6175 大崎市古川諏訪一丁目４－２６
宮城県古川黎明中学校

電話 ０２２９－２２－４２６０

問合せ先

〒984-0052 仙台市若林区連坊一丁目４－１
宮城県仙台二華中学校

電話 ０２２－２９６－８１０１

〒989-6175 大崎市古川諏訪一丁目４－２６
宮城県古川黎明中学校

電話 ０２２９－２２－４２６０

〒980-8423 仙台市青葉区本町三丁目８－１
宮城県教育庁高校教育課教育指導第二班

電話 ０２２－２１１－３６４９
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令和５年度宮城県立中学校入学者選抜方針

宮城県立中学校における入学者選抜は，中学校及び小学校の教育の目的の実現及び

健全な教育の推進を期し，公正かつ適正な選抜方法と選抜尺度により厳正に行うもの

とする。

１ 基本原則

(1) 県立中学校長は，その教育を受けるに足る多様な能力と適性等を評価し，選抜するも

のとする。

(2) 出願事務及び選抜事務の厳正を期するため，小学校にあっては調査書等作成のための

委員会を，県立中学校にあっては選抜のための委員会を設置するものとする。

２ 選抜方法

(1) 入学者の選抜に当たって，県立中学校長は，調査書及び適性検査の結果に基づき，出

願者の能力や適性等を総合的に審査するものとする。

(2) 適性検査

イ 検査は，総合問題，作文及び面接とする。

ロ 総合問題は，与えられた課題を理解し，これまでの体験や身に付けてきた力を基に，

論理的に考え，的確に判断し，解決する力や表現する力等をみるものとする。

ハ 作文は，与えられた課題について，自分の考えや思いなどを的確にまとめ，文章で

表現する力をみるものとする。

ニ 面接は，志願理由書を参考資料として，志願の動機や学習への関心・意欲，長所等

を多面的にみるものとする。
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令和５年度宮城県立中学校入学者選抜募集要項

[１] 募 集

１ 出願資格

次の(1)及び(2)に該当する者が，宮城県立中学校（以下「県立中学校」という。）の入学者選

抜に出願することができます。

(1) 小学校，義務教育学校前期課程又は特別支援学校の小学部（以下「小学校」という。）を令

和５年３月に卒業又は修了（以下「卒業」という。）見込みの者

(2) 宮城県内に居住している者，又は入学時までに居住する見込みの者

２ 募集定員

学 校 名 定 員

宮城県仙台二華中学校 １０５名

宮城県古川黎明中学校 １０５名

３ 通学区域

宮城県全域

[２] 出願の手続

１ 出願

県立中学校への出願は，１校に限ります。

なお，仙台市立仙台青陵中等教育学校へ出願する者は，県立中学校へは出願できません。

２ 出願手続

(1) 出願書類

イ 志願者が用意するもの

① 入学願書，写真票及び受検票

入学願書には入学者選抜手数料として宮城県収入証紙（２，２００円分）を入学願書

の所定の欄に貼付してください（収入証紙に消印，割印しないこと。）。

② 志願理由書（様式Ⅰ－１）

県立中学校を志願する理由等を志願者が自筆で記入してください。

③ 受検票送付用封筒（様式Ⅰ－２）

長形３号，簡易書留郵便料金の４０４円分の切手を貼付してください。

④ 結果通知用封筒（様式Ⅰ－３）

長形３号，簡易書留速達郵便料金の６６４円分の切手を貼付してください。

⑤ 出願書類提出用封筒（様式Ⅰ－４）

角形２号，郵送で出願する場合は簡易書留速達郵便料金分の切手を貼付してください。

ロ 小学校が用意するもの

⑥ 調査書（様式Ⅲ－１）（小学校長が作成し，長形３号の封筒に入れて，厳封したもの）

出願者は，在籍する小学校長に，学級担任を通じて調査書の作成を依頼してください。
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(2) 出願書類の提出方法

出願者は，上記(1)の①から⑥までの出願書類について県立中学校長に，直接持参又は郵送

で提出してください。郵送で提出する場合は，出願書類提出用封筒（様式Ⅰ－４）により，簡

易書留速達郵便料金分の切手を貼付して送付してください。

(3) 出願書類の受付期間

出願書類の受付期間は，令和４年11月28日（月）から12月２日（金）までとします。

受付時間は，午前９時から午後４時までです。ただし，締切日の12月２日（金）は午後３時

までとします（郵送する場合であっても，12月２日（金）午後３時までに必着のこと。）。

３ 県外からの出願

(1) 出願承認の申請

県外に住所を有する者が，次のイ又はロのいずれかに該当し，本県内の県立中学校に入学

を希望する場合，県外からの出願承認願（様式Ⅱ－１）を出願予定の県立中学校長に提出

し，承認を受けてください。承認を受けた後に，県立中学校に出願することができます。

イ 住所の異動によるもの

(ｲ) 保護者の転勤等に伴う一家転住によって本県内に住所を異動せざるを得ない場合

(ﾛ) その他特別な家庭の事情によって本県内に住所を異動せざるを得ない場合（例えば，保

護者の海外転勤等に伴って，本県内に居住する保護者に準ずる者に該当児童の保護を託す

場合等）

ロ その他

上記イのほか，県外に住所を有する者で，該当中学校に就学することが特にやむを得な

いと認められる合理的事由がある場合

(2) 出願承認の申請手続

イ 出願を希望する者は，以下の(ｲ)及び(ﾛ)の書類を県立中学校長に提出してください。

なお，書類の提出を郵送により行う場合は，封筒に「出願承認願在中」と朱書し，簡易書

留で送付してください。

(ｲ) 県外からの出願承認願（様式Ⅱ－１）

(ﾛ) 返信用封筒（長形３号，宛て先等を明記し簡易書留速達郵便料金の６６４円分の切手を

貼付するとともに，「出願承認書在中」と朱書する。）

ロ 受付期間

受付期間は，令和４年10月31日（月）から11月25日（金）までとします（ただし，土曜日，

日曜日，祝日を除く。）。

受付時間は，午前９時から午後４時までです。ただし，締切日の11月25日（金）は午後３

時までとします（郵送する場合であっても，11月25日（金）午後３時までに必着のこと。）。

ハ 出願承認書の交付

県立中学校長は，県外からの出願承認願を受理した場合，公正で適正な審査を行い，その

理由がやむを得ないものであると認めた場合は，出願承認書（様式Ⅱ－２）を申請者に交付

します。

(3) 出願手続

イ 出願書類

「２ 出願手続 (1)出願書類」の①～⑥に加えて，出願承認書（様式Ⅱ－２）を提出し

てください。

ロ 出願書類の提出方法

「２ 出願手続 (2)出願書類の提出方法」を参照してください。

ハ 出願書類の受付期間

「２ 出願手続 (3)出願書類の受付期間」を参照してください。
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ニ 出願受付

(ｲ) 県外からの出願については，出願承認書（様式Ⅱ－２）が添付されていることを確認の

上，受理することとします。

(ﾛ) 出願書類を受理した県立中学校においては，出願者に受検番号を付した受検票を郵送に

より交付します。

４ 東日本大震災の被災に伴う区域外就学者の受検に係る措置について

東日本大震災の被災に伴う区域外就学者の受検に係る措置については，別に定めます（１６

ページ参照）。

５ 身体上のこと等で特に配慮を要する者及び海外帰国者等の取扱いについて

身体上のこと又は海外帰国者等のため，適性検査を受検する上で，特に配慮を必要とする者は，

出願に先立ち，在籍する小学校長に受検上の配慮申請書（様式Ⅱ－３）の作成を依頼してくださ

い。

[３] 適 性 検 査

１ 検査場

検査場は，次のとおりとします。

出願中学校 会場

仙台二華中学校 仙台二華中学校・高等学校

古川黎明中学校 古川黎明中学校・高等学校

ただし，出願者が多い場合は，他の会場で適性検査を実施することがあります。

２ 検査の方法

検査は，総合問題（筆記及び外国語（英語）のリスニング）（６０分），作文（４０分）及び

面接とします。

３ 実施期日及び日程

(1) 検査は令和５年１月７日（土）に実施します。

(2) 検査の日程は，次のとおりとします。

日 程 時 間

集 合 ８：３０

受付・点呼・諸連絡等 ８：３０～ ９：２０

総合問題（筆記及び外国語（英語）
９：２０～１０：２０

のリスニング）

休 憩 １０：２０～１０：４５

作 文 １０：４５～１１：２５

休 憩 １１：２５～１１：４５

面接（昼食時間を含む） １１：４５～
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[４] 選 抜 方 法

入学者の選抜に当たっては，調査書及び適性検査（総合問題（筆記及び外国語（英語）のリスニ

ング，作文及び面接）の結果に基づき，出願者の能力や適性等を総合的に審査します。

[５] 選抜結果の発表

県立中学校長は，選抜の結果について令和５年１月13日（金）午後４時に，選抜結果通知書を，

本人及び在籍小学校長に親展文書で郵送します。入学予定者となった者には，入学確約書（様式Ⅴ

－１）を同封して送ります。

なお，選抜結果通知書をもって発表に代えます。選抜結果について，電話等による問合せには応

じられません。

[６] 入学意思の確認等

１ 入学予定者の保護者は，令和５年１月17日（火）から１月20日（金）までの期間に入学確約

書（様式Ⅴ－１）を県立中学校長に提出してください。受付時間は，午前９時から午後４時まで

です。ただし，締切日の１月20日（金）は午後３時までとします（郵送する場合であっても，１

月20日（金）午後３時までに必着のこと。）。

なお，郵送する場合は簡易書留速達扱いとし，入学許可予定者証明書を送付するための封筒

（長形３号封筒に郵便番号，保護者住所，保護者氏名，入学予定者氏名を明記し簡易書留郵便料

金の４０４円分の切手を貼付したもの）を同封してください。

期間内に入学確約書の提出がない場合は，入学を辞退したものとして取り扱います。

２ 県立中学校長は，入学確約書を受理した後，直ちに入学許可予定者証明書を交付します。

３ 入学許可予定者証明書の交付を受けた者の保護者は，速やかに居住する市町村の教育委員会に

同証明書を持参して，当該市町村立中学校に入学しない旨を届け出てください。

また，在籍する小学校長にもその旨を連絡してください。

４ 入学確約書提出後に，やむを得ない事情により入学を辞退する入学許可予定者の保護者は，入

学辞退届（様式Ⅴ－３）を速やかに県立中学校長に提出してください。

なお，郵送する場合は簡易書留速達扱いとしてください。

５ 県立中学校長は，入学予定者の定員に欠員が生じた場合，あらかじめ定めた補欠入学予定者の

中から，入学意思を確認のうえ，入学許可予定者に充てます。

なお，欠員の補充は，令和５年１月23日（月）から２月10日（金）までの期間に行うことと

します（ただし，土曜日，日曜日を除く。）。

[７] 入学者選抜に係る検査の得点の口頭請求による開示（簡易開示）

開示を希望する受検生等は，受検した中学校に直接申し出てください。開示期間は，選抜結果通

知書発送の翌日から一月間です。受付時間や持参していただく書類等詳細については，適性検査実
ひと

施日に，各検査会場で連絡します。



＜出願手続きについて＞

 １　出願に必要な書類を入手
　　 する。

県立中学校または県教育委員会

 ２　調査書の作成を在籍校に
　   依頼する。

 ３　県立中学校に出願する。
　　 （持参または郵送）

 ４　受検票を受領する。

 ５　適性検査受検

県内 から出願する出願者の保護者の皆様へ

　
　　　　　出願する県立中学校

　○宮城県仙台二華中学校
 　〒984-0052
 　宮城県仙台市若林区連坊一丁目４-１
   ℡　022-296-8101

 ○宮城県古川黎明中学校
 　〒989-6175
 　宮城県大崎市古川諏訪一丁目４-２６
   ℡  0229-22-4260

令和５年１月７日（土）午前８時30分集合
（受検票・鉛筆・消しゴム・鉛筆けずり・昼食・上ばきを持参）

　　　在籍小学校（特別支援学校）

　※調査書の様式は県教育委員会の

　　 ホームページ から， ダウンロードできます。

　　 https://www.pref.miyagi.jp/site/
　　 sub-jigyou/kyo-r5senbatu.html

入学者選抜募集要項

写真票・入学願書・受検票

志願理由書

受検票送付用封筒

結果通知用封筒

出願書類提出用封筒

作成依頼

調 査 書

＜入手＞

令和４年10月３日（月）より

受検票郵送

出 願

＜出願書類＞

写真票・入学願書・受検票

志願理由書

受検票送付用封筒

結果通知用封筒

調査書

＜出願期間＞

令和４年11月28日（月）から

12月２日（金）まで

＜受付時間＞

午前９時～午後４時まで

※ただし12月２日は午後３時までに

必着

※郵送の場合であっても，12月

２日午後３時までに必着
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＜出願手続きについて＞

 １　出願に必要な書類を入手
　 　する。

県立中学校または県教育委員会

　※県外からの出願承認願の様式は県教育委員
　　 会のホームページからダウンロードできます。
     https://www.pref.miyagi.jp/site/
　　 sub-jigyou/kyo-r5senbatu.html

　　イ　「県外からの出願承認願」
　　　の作成を依頼する。

在籍小学校（特別支援学校）

　

　　ロ　「県外からの出願承認願」
　　　を，出願を希望する県立中
　　　学校長に提出し，承認を受
　　　ける。

　　　出願を希望する県立中学校

　　○宮城県仙台二華中学校
　　　　〒984-0052
　　　　宮城県仙台市若林区連坊一丁目４-１
　　　　℡　022-296-8101

　　○宮城県古川黎明中学校
　　　 〒989-6175
　　　 宮城県大崎市古川諏訪一丁目４-２６
　　　 ℡  0229-22-4260

 ２　調査書の作成を在籍校に
　   依頼する。

 ３　県立中学校に出願する。
 　　（持参または郵送）

 ４　受検票を受領する。

 ５　適性検査受検

県外 から出願する出願者の保護者の皆様へ

　
　　　　　出願する県立中学校

　○宮城県仙台二華中学校
 　〒984-0052
 　宮城県仙台市若林区連坊一丁目４-１
   ℡　022-296-8101

 ○宮城県古川黎明中学校
 　〒989-6175
 　宮城県大崎市古川諏訪一丁目４-２６
   ℡  0229-22-4260

令和５年１月７日（土）午前８時30分集合
（受検票・鉛筆・消しゴム・鉛筆けずり・昼食・上ばきを持参）

　　　在籍小学校（特別支援学校）

　※調査書の様式は県教育委員会の
　　 ホームページ から， ダウンロードできます。
     https://www.pref.miyagi.jp/site/
　　 sub-jigyou/kyo-r5senbatu.html

入学者選抜募集要項

写真票・入学願書・受検票

志願理由書

受検票送付用封筒

結果通知用封筒

出願書類提出用封筒

県外からの出願承認願の様式

作成依頼

調 査 書

＜出願書類＞

写真票・入学願書・受検票

志願理由書

受検票送付用封筒

結果通知用封筒

調査書

出願承認書

＜出願期間＞

令和４年11月28日（月）から

12月２日（金）まで

＜受付時間＞

午前９時～午後４時まで

※ただし12月２日は午後３時までに

必着

※郵送の場合であっても，12月

２日午後３時までに必着

受検票郵送

出 願

作成依頼

県外からの出願承認願

＜提出期間＞

令和４年10月31日（月）から

11月25日（金）まで

＜受付時間＞

午前９時～午後４時まで

※11月25日は，午後３時までに必着

※郵送の場合であっても，11月

25日午後３時までに必着

出願承認書

県外からの出願承認願

＜入手＞

令和４年10月３日（月）より

－7－
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Ｑ１ 出願する時には，どのような書類を提出するのですか。

Ａ１ 全ての出願者は，次の書類を提出してください。

ただし，県外からの出願者は，下記 (1)～(5) に加え，出願承認書を提出してください。

(1) 写真票・入学願書・受検票

写真票には，出願者の上半身の写真１枚(縦４cm×横３cm)を貼ってください。また，入学願書

には，宮城県収入証紙（２，２００円分）を貼ってください。

※収入印紙と間違えないよう注意してください。

(2) 志願理由書

(3) 受検票送付用封筒

(4) 結果通知用封筒

(5) 調査書（出願者の在籍する小学校長が作成し厳封したもの）

Ｑ２ 出願書類の書き方等について教えてください。

Ａ２ (1) 写真票・入学願書・受検票
記入例（１０，１１ページ）を参考にしてください。

(2) 志願理由書

志願理由書には，県立中学校に志願する理由等を，出願者が自筆でペン書き（黒インク）して

ください。

(3) 受検票送付用封筒

募集要項にはさみ込まれている封筒を用い，郵便番号，保護者住所，保護者氏名，出願者氏名

を記入の上，４０４円分の切手を貼ってください。

(4) 結果通知用封筒

募集要項にはさみ込まれている封筒を用い，郵便番号，保護者住所，保護者氏名，出願者氏名

を記入の上，６６４円分の切手を貼ってください。

(5) 調査書

在籍する学校の担任の先生を通じて，校長先生に作成を依頼してください。

Ｑ３ 出願の方法や注意すべき点について教えてください。

Ａ３ (1) 出願方法

宮城県仙台二華中学校と宮城県古川黎明中学校の出願の受付は，それぞれの学校で行います。

出願書類は，宮城県仙台二華中学校又は宮城県古川黎明中学校の受付窓口に直接持参するか，宮

城県仙台二華中学校長又は宮城県古川黎明中学校長宛て郵送で提出してください。郵送で出願す

る場合は，募集要項にはさみ込まれている角形２号封筒（出願書類提出用）を用い，出願者及び

保護者の氏名，現住所を記入の上，必ず「簡易書留速達」で送付してください。

(2) 出願期間

宮城県仙台二華中学校及び宮城県古川黎明中学校の受付窓口での，受付期間及び受付時間は，

以下のとおりです。

○ 令和４年11月28日（月）～12月２日（金）（午前９時から午後４時まで）

ただし，締切日の12月２日（金）は午後３時までとします（郵送する場合であっても，

12月２日（金）午後３時までに必着のこと。）。

出 願 の 手 引 （Ｑ ＆ Ａ）
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Ｑ４ 出願者の写真はスピード写真でもさしつかえありませんか。

Ａ４ 出願者本人であることが確認できれば，証明用のスピード写真でも結構です。デジタルカメラ等で

撮影し，写真用紙にプリントしたものでもかまいません。また，カラーでも白黒でもかまいませんが，

無帽で正面を向いた上半身の写真にしてください。

Ｑ５ 宮城県収入証紙はどこで取り扱っていますか。

Ａ５ 宮城県収入証紙は，次のところなどで取り扱われています。

○ 県庁２階共済事業部，地方振興事務所（県内各合同庁舎）

○ 県内各金融機関（仙台銀行，杜の都信用金庫，七十七銀行（一部店舗）等）

郵便局では取り扱っていませんので注意してください。なお，地方職員共済組合宮城県支部より郵

送で購入することができます。詳しくは，宮城県公式Ｗｅｂページ（https://www.pref.miyagi.jp/

soshiki/kaikei/syousitop.html 宮城県出納局会計課のページ）で御確認ください。

Ｑ６ 身体に障害がある等の場合は，検査にあたって配慮してもらえますか。

Ａ６ 総合問題や作文，面接を受検する際に，特別な配慮が必要と思われる場合は，まず在籍する小学校

や特別支援学校の校長先生に相談してください。

配慮が必要な場合には，校長先生から提出された受検上の配慮申請書の内容に基づいて県教育委員

会内で協議し，必要に応じて対応することになります。

Ｑ７ 海外帰国者等が受検する場合，何らかの配慮を受けられますか。

Ａ７ 基本的には，上記Ａ６に準じた取り扱いになります。

Ｑ８ 選抜結果の発表はどのように行いますか。

Ａ８ 選抜結果は，全ての受検者に対して選抜結果通知書を郵送する方法で発表します。発表日になって

いる令和５年１月13日(金)の午後４時に親展文書で郵送しますが，１月17日(火)になっても届かない

場合は，出願先の県立中学校にお問い合わせください。

Ｑ９ 入学予定者になった（合格した）場合，どのような手続きが必要ですか。

Ａ９ 県立中学校長に，入学確約書を令和５年１月17日(火)から１月20日(金)までに提出してください。

受付時間は，午前９時から午後４時までです。ただし，締切日の１月20日（金）は午後３時までとし

ます。（郵送する場合であっても，１月20日（金）午後３時までに必着のこと。）提出方法は，持参で

も郵送でもかまいません。郵送の場合は簡易書留速達とし，期限内に必ず届くように余裕をもって発

送してください。その際，入学許可予定者証明書を送付するための封筒（長形３号封筒に郵便番号，

保護者住所，保護者氏名，入学予定者氏名を明記し簡易書留郵便料金の４０４円分の切手を貼付した

もの）を同封してください。

なお，入学確約書を期限内に提出しない入学予定者は，入学を辞退したものと見なされますので御

注意ください。

入学意思が確認された後，県立中学校長から入学許可予定者証明書が交付されますので，速やかに

居住する市町村の教育委員会に，市町村立中学校に入学しない旨を届け出てください。その際には，

交付された入学予定者証明書を御持参ください。また，在籍する小学校長にもその旨を連絡してくだ

さい。

Ｑ10 欠員の補充はありますか。また，手続きはどうなりますか。

Ａ10 入学予定者の発表後，令和５年１月20日(金)までに，入学確約書の提出者数が募集定員に満たなか

った場合は，欠員の補充を行います。その場合，補欠入学予定者の保護者には，１月23日(月)から２

月10日(金)までの間に，電話で直接入学意思を確認することがあります（ただし，土曜日，日曜日を

除きます。）。
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令和５年度宮城県立中学校入学者選 抜 写 真 票 写真貼付欄
せんばつ ちょうふらん

・上半身正面，無帽
むぼう

受検番号
※ ふりがな ・最近３ヶ月以内に撮

氏 名 宮 城 太 郎
影したもの

みや ぎ た ろう

・縦４㎝，横３㎝

在籍校名 ○ ○ ○ 立 ○ ○ ○ ○ 学校
・カラー・白黒を問いざいせき

ません。

・写真の裏に氏名と在

籍校名を記入し，貼

（切り離さないで提出すること。）
付すること。

令和５年度宮城県立中学校入学者選抜 受検番号
※

入学者選抜手数料

出願者は宮城県収入証紙をここに貼付すること（消印，割印しないこと。）。

入 学 願 書
令和４年○○月○○日

宮城県 ○ ○ ○ ○ 中学校長 殿

本人氏名 宮 城 太 郎
ふ り が な みや ぎ た ろう

（本人署名または記名押 印 ）
おういん

保護者氏名
（保護者署名または記名押印） 宮 城 一 郎

貴校への入学を志願いたします。

生年月日 平成○○年○○月○○日生 ・ 女

本 現 住 所
〒○○○－○○○○

宮城県○○市○○町○○丁目○○番地○○号

○○○ 立 ○○○○ 学校
学校コード番号

人 在 籍 校
○ ○ ○

在籍校の電話番号（○○○）○○○ － ○○○○

本 人 と
保 現 住 所 本人の欄に同じ 父

の 続 柄
つづきがら

護
電 話 番 号 ① （ ○○○ ）○○○○ － ○○○○

者 連 絡 先
電 話 番 号 ② （ ○○○ ）○ ○ ○ － ○○○○

割
（切り離さないで提出すること。）

印
令和５年度宮城県立中学校入学者選 抜 受 検 票

せんばつ

受検番号 ※ 氏 名 宮 城 太 郎

出願校名 宮城県 ○○○○ 中学校 生年月日 平成○○年○○月○○日生

検査会場 ※
在籍校名 ○○○ 立 ○○○○ 学校
ざいせき

（注意）受検票は，検査の際この面を上にして机の上に置くこと。

＜写真票・入学願書・受検票記入例＞

記入しないこと。
必ず「ふりがな」をふること。

小学校の場合「小」を忘れずに記入すること。

記入しないこと。

宮城県収入証紙2,200円分をここ

に貼付すること。

（収入印紙と間違えないこと）

入学願書を書いた月日を

記入すること。

出願者本人が記入すること。出願者本人以外

（保護者等）が記入した場合は，押印すること。

学校コード番号表から，

在籍校の３桁の番号を記

入すること。

１８ページへ

出願者と保護者の住所が同じ場

合は「本人の欄に同じ」と記入

すること。

欠員補充を行う際の意思確認でも使用するので，保護者と確実

に連絡が取れる電話番号を１つ又は２つ記入すること。

押印しないこと。

記入しないこと。

記入しないこと。

保護者本人が記入すること。保護者本人以外が記

入した場合は，押印すること。

志願先県立中学校名を記入

すること。

小学校の場合「小」を忘れずに記入すること。

誤記を訂正する場合は，二重線で消し，訂正印を押すこと。
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様式Ⅰ－１

受検番号 ※

志 願 理 由 書

令和４年○○月○○日

宮城県 ○ ○ ○ ○ 中学校長 殿

在籍校名 ○○○ 立 ○○○○ 学校
ざいせき

本人氏名 宮 城 太 郎

１ 志願した理由（中高一 貫教育校での６年間で取り組みたいことなど）
いっかん

２ 将来の夢や希望

（記入上の注意）

① 出願者が自筆で記入すること。

② 楷 書で，ペン書き（黒インク）すること。ただし，消えるボールペンは使用しないこと。
かいしょ

③ 「受検番号」欄は記入しないこと。
らん

④ 書き誤った場合は，その部分を二重線で消し，訂正すること。

仙台二華または古川黎明

と記入すること。

記入しないこと。

入学願書の年月日と同じ

年月日を記入すること。

小学校の場合「小」を忘れずに記入すること。

＜志願理由書記入例＞
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令和５年度宮城県立中学校入学者選抜における

東日本大震災の被災に伴う区域外就学者の受検に係る措置

宮城県教育委員会

令和５年度宮城県立中学校入学者選抜において，東日本大震災の被災により区域外就学し

ている児童が本県の県立中学校への入学を希望する場合には，受検に係る措置として，次の

ように扱うものとする。

１ 出願資格及び出願手続

(1) 出願資格

次のイ，ロのいずれかに該当する者は，宮城県立中学校の入学者選抜に出願することができる。

ただし，いずれにおいても，本県の県立中学校に入学後，本人及び保護者が本県内に居住する

場合とする。

イ 平成23年３月11日現在，県外に住所を有していた者のうち，被災に伴う避難のため，本県内

の小学校に区域外就学をしている者

ロ 平成23年３月11日現在，本県内に住所を有していた者のうち，被災に伴う避難のため，県外

の小学校に区域外就学をしている者

(2) 出願手続

当該措置により出願する者は，宮城県立中学校入学者選抜要項の「［２］出願の手続」の「２

出願手続」の「(1) 出願書類」に示した①～⑥の書類に加えて，宮城県立中学校出願承認願（東

日本大震災の被災に伴う区域外就学者の受検に係る措置による出願者用）（別紙様式１）を，現在

在籍している小学校長を経て出願を希望する県立中学校長に提出する。

この場合，県立中学校長は，出願承認書（様式Ⅱ－２）の交付等の出願承認手続を省略する。

２ 出願書類作成上の注意

写真票・入学願書・受検票

上記「１ 出願資格及び出願手続」による出願の場合においては，書類右側余白に，「区域外」

と朱書（縦書き）するものとする。





学校コード番号表（入学願書に記入）

【仙台市】

コード番号 学　　校　　名 コード番号 学　　校　　名
001 仙台市立東二番丁小学校 061 仙台市立川平小学校
002 仙台市立木町通小学校 062 仙台市立芦口小学校
003 仙台市立立町小学校 063 仙台市立蒲町小学校
004 仙台市立南材木町小学校 064 仙台市立枡江小学校
005 仙台市立東六番丁小学校 065 仙台市立東四郎丸小学校
006 仙台市立荒町小学校 066 仙台市立人来田小学校
007 仙台市立片平丁小学校 067 仙台市立西中田小学校
008 仙台市立上杉山通小学校 068 仙台市立鶴巻小学校
009 仙台市立通町小学校 069 仙台市立東宮城野小学校
010 仙台市立連坊小路小学校 070 仙台市立沖野東小学校
011 仙台市立榴岡小学校 071 仙台市立郡山小学校
012 仙台市立八幡小学校 072 仙台市立茂庭台小学校
013 仙台市立南小泉小学校 073 仙台市立田子小学校
014 仙台市立原町小学校 074 仙台市立幸町南小学校
015 仙台市立長町小学校 075 仙台市立広瀬小学校
016 仙台市立向山小学校 076 仙台市立上愛子小学校
017 仙台市立北六番丁小学校 077 仙台市立大沢小学校
018 仙台市立西多賀小学校 078 仙台市立川前小学校
019 仙台市立中田小学校 079 仙台市立吉成小学校
020 仙台市立六郷小学校 080 仙台市立秋保小学校
021 仙台市立岩切小学校 081 仙台市立馬場小学校
022 仙台市立七郷小学校 082 仙台市立湯元小学校
023 仙台市立荒井小学校 083 仙台市立七北田小学校
024 仙台市立高砂小学校 084 仙台市立野村小学校
025 仙台市立岡田小学校 085 仙台市立根白石小学校
026 仙台市立東仙台小学校 086 仙台市立実沢小学校
027 仙台市立東長町小学校 087 仙台市立福岡小学校
028 仙台市立小松島小学校 088 仙台市立黒松小学校
029 仙台市立若林小学校 089 仙台市立南光台小学校
030 仙台市立国見小学校 090 仙台市立将監小学校
031 仙台市立生出小学校 091 仙台市立向陽台小学校
032 仙台市立宮城野小学校 092 仙台市立将監西小学校
033 仙台市立荒巻小学校 093 仙台市立南光台東小学校
034 仙台市立鹿野小学校 094 仙台市立高森小学校
035 仙台市立台原小学校 095 仙台市立松森小学校
036 仙台市立四郎丸小学校 096 仙台市立将監中央小学校
037 仙台市立新田小学校 097 仙台市立泉ヶ丘小学校
038 仙台市立旭丘小学校 098 仙台市立加茂小学校
039 仙台市立遠見塚小学校 099 仙台市立長命ヶ丘小学校
040 仙台市立中山小学校 100 仙台市立八乙女小学校
041 仙台市立八本松小学校 101 仙台市立鶴が丘小学校
042 仙台市立福室小学校 102 仙台市立寺岡小学校
043 仙台市立上野山小学校 103 仙台市立南中山小学校
044 仙台市立北仙台小学校 104 仙台市立虹の丘小学校
045 仙台市立折立小学校 105 仙台市立館小学校
046 仙台市立八木山小学校 106 仙台市立住吉台小学校
047 仙台市立鶴谷小学校 107 仙台市立長町南小学校
048 仙台市立幸町小学校 108 仙台市立西山小学校
049 仙台市立大和小学校 109 仙台市立南吉成小学校
050 仙台市立鶴谷東小学校 110 仙台市立高森東小学校
051 仙台市立金剛沢小学校 111 仙台市立栗生小学校
052 仙台市立燕沢小学校 112 仙台市立北中山小学校
053 仙台市立大野田小学校 113 仙台市立桂小学校
054 仙台市立桜丘小学校 114 仙台市立柳生小学校
055 仙台市立袋原小学校 115 仙台市立市名坂小学校
056 仙台市立中野栄小学校 116 仙台市立愛子小学校
057 仙台市立沖野小学校 117 仙台市立富沢小学校
058 仙台市立八木山南小学校 118 仙台市立泉松陵小学校
059 仙台市立古城小学校 119 仙台市立錦ケ丘小学校

060 仙台市立太白小学校

　※　昨年度のコード番号と異なる場合があるので，必ず今年度のコード番号を記入すること。
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【白石市】 【丸森町】

コード番号 学　　校　　名 コード番号 学　　校　　名
201 白石市立白石第一小学校 237 丸森町立丸森小学校

202 白石市立白石第二小学校 238 丸森町立舘矢間小学校

203 白石市立越河小学校

204 白石市立大平小学校 【塩竈市】

205 白石市立大鷹沢小学校 コード番号 学　　校　　名
206 白石市立白川小学校 301 塩竈市立第一小学校

207 白石市立福岡小学校 302 塩竈市立第二小学校

208 白石市立福岡小学校公立刈田綜合病院分校 303 塩竈市立第三小学校

209 白石市立深谷小学校 304 塩竈市立月見ケ丘小学校

210 白石市立小原小学校 305 塩竈市立浦戸小学校

306 塩竈市立杉の入小学校

307 塩竈市立玉川小学校

【角田市】

コード番号 学　　校　　名 【名取市】

211 角田市立角田小学校 コード番号 学　　校　　名
212 角田市立枝野小学校 308 名取市立増田小学校

213 角田市立藤尾小学校 309 名取市立高舘小学校

214 角田市立桜小学校 310 名取市立愛島小学校

215 角田市立北郷小学校 311 名取市立館腰小学校

216 角田市立横倉小学校 312 名取市立下増田小学校

313 名取市立不二が丘小学校

314 名取市立増田西小学校

【蔵王町】 315 名取市立ゆりが丘小学校

コード番号 学　　校　　名 316 名取市立相互台小学校

217 蔵王町立円田小学校 317 名取市立那智が丘小学校

218 蔵王町立平沢小学校 318 名取市立閖上小中学校

219 蔵王町立永野小学校

220 蔵王町立宮小学校 【亘理町】

221 蔵王町立遠刈田小学校 コード番号 学　　校　　名
319 亘理町立亘理小学校

【七ヶ宿町】 320 亘理町立荒浜小学校

コード番号 学　　校　　名 321 亘理町立吉田小学校

222 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 322 亘理町立長瀞小学校

323 亘理町立逢隈小学校

【大河原町】 324 亘理町立高屋小学校

コード番号 学　　校　　名
223 大河原町立大河原小学校 【山元町】

224 大河原町立金ヶ瀬小学校 コード番号 学　　校　　名
225 大河原町立大河原南小学校 325 山元町立坂元小学校

326 山元町立山下小学校

【村田町】 327 山元町立山下第一小学校

コード番号 学　　校　　名 328 山元町立山下第二小学校

226 村田町立村田小学校

227 村田町立村田第二小学校 【岩沼市】

コード番号 学　　校　　名
【柴田町】 329 岩沼市立岩沼小学校

コード番号 学　　校　　名 330 岩沼市立岩沼西小学校

228 柴田町立船岡小学校 331 岩沼市立玉浦小学校

229 柴田町立槻木小学校 332 岩沼市立岩沼南小学校

230 柴田町立柴田小学校

231 柴田町立船迫小学校 【松島町】

232 柴田町立西住小学校 コード番号 学　　校　　名
233 柴田町立東船岡小学校 333 松島町立松島第一小学校

334 松島町立松島第二小学校

【川崎町】 335 松島町立松島第五小学校

コード番号 学　　校　　名
234 川崎町立川崎小学校

235 川崎町立川崎第二小学校

236 川崎町立富岡小学校
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【多賀城市】

コード番号 学　　校　　名 コード番号 学　　校　　名
336 多賀城市立多賀城小学校 412 大崎市立松山小学校

337 多賀城市立多賀城東小学校 413 大崎市立下伊場野小学校

338 多賀城市立山王小学校 414 大崎市立三本木小学校

339 多賀城市立天真小学校 415 大崎市立鹿島台小学校

340 多賀城市立城南小学校 416 大崎市立岩出山小学校

341 多賀城市立多賀城八幡小学校 417 大崎市立鳴子小学校

418 大崎市立川渡小学校

【七ヶ浜町】 419 大崎市立鬼首小学校

コード番号 学　　校　　名 420 大崎市立田尻小学校

342 七ヶ浜町立亦楽小学校 421 大崎市立沼部小学校

343 七ヶ浜町立松ケ浜小学校 422 大崎市立大貫小学校

344 七ヶ浜町立汐見小学校

【利府町】 【加美町】

コード番号 学　　校　　名 コード番号 学　　校　　名
345 利府町立利府小学校 423 加美町立中新田小学校

346 利府町立利府第二小学校 424 加美町立広原小学校

347 利府町立利府第三小学校 425 加美町立鳴瀬小学校

348 利府町立しらかし台小学校 426 加美町立東小野田小学校

349 利府町立青山小学校 427 加美町立西小野田小学校

350 利府町立菅谷台小学校 428 加美町立鹿原小学校

429 加美町立宮崎小学校

【大和町】 430 加美町立賀美石小学校

コード番号 学　　校　　名
351 大和町立吉岡小学校 【色麻町】

352 大和町立宮床小学校 コード番号 学　　校　　名
353 大和町立吉田小学校 431 色麻町立色麻小学校

354 大和町立鶴巣小学校

355 大和町立落合小学校 【涌谷町】

356 大和町立小野小学校 コード番号 学　　校　　名
432 涌谷町立涌谷第一小学校

【大郷町】 433 涌谷町立月将館小学校

コード番号 学　　校　　名 434 涌谷町立箟岳白山小学校

357 大郷町立大郷小学校　　

【美里町】

【富谷市】 コード番号 学　　校　　名
コード番号 学　　校　　名 435 美里町立小牛田小学校

358 富谷市立富谷小学校 436 美里町立不動堂小学校

359 富谷市立富ケ丘小学校 437 美里町立北浦小学校

360 富谷市立東向陽台小学校 438 美里町立中埣小学校

361 富谷市立あけの平小学校 439 美里町立青生小学校

362 富谷市立日吉台小学校 440 美里町立南郷小学校

363 富谷市立成田東小学校

364 富谷市立成田小学校 【栗原市】

365 富谷市立明石台小学校 コード番号 学　　校　　名
501 栗原市立築館小学校

【大衡村】 502 栗原市立宮野小学校

コード番号 学　　校　　名 503 栗原市立若柳小学校

366 大衡村立大衡小学校 504 栗原市立栗駒小学校

505 栗原市立高清水小学校

【大崎市】 506 栗原市立一迫小学校

コード番号 学　　校　　名 507 栗原市立瀬峰小学校

401 大崎市立古川第一小学校 508 栗原市立鶯沢小学校

402 大崎市立古川第二小学校 509 栗原市立金成小中学校

403 大崎市立古川第三小学校 510 栗原市立志波姫小学校

404 大崎市立古川第四小学校 511 栗原市立花山小学校

405 大崎市立古川第五小学校 512 栗原市立栗駒南小学校

406 大崎市立志田小学校

407 大崎市立西古川小学校

408 大崎市立東大崎小学校

409 大崎市立古川北小学校

410 大崎市立敷玉小学校

411 大崎市立高倉小学校
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【登米市】 【東松島市】

コード番号 学　　校　　名 コード番号 学　　校　　名
601 登米市立佐沼小学校 734 東松島市立矢本東小学校

602 登米市立新田小学校 735 東松島市立大曲小学校

603 登米市立北方小学校 736 東松島市立赤井小学校

604 登米市立登米小学校 737 東松島市立大塩小学校

605 登米市立米谷小学校 738 東松島市立矢本西小学校

606 登米市立錦織小学校 739 東松島市立赤井南小学校

607 登米市立米川小学校 740 東松島市立鳴瀬桜華小学校

608 登米市立石森小学校 741 東松島市立宮野森小学校

609 登米市立加賀野小学校

610 登米市立宝江小学校 【女川町】

611 登米市立上沼小学校 コード番号 学　　校　　名
612 登米市立浅水小学校 742 女川町立女川小学校

613 登米市立豊里小学校

614 登米市立中津山小学校 【気仙沼市】

615 登米市立米岡小学校 コード番号 学　　校　　名
616 登米市立米山東小学校 801 気仙沼市立気仙沼小学校

617 登米市立石越小学校 802 気仙沼市立九条小学校

618 登米市立南方小学校 803 気仙沼市立鹿折小学校

619 登米市立西郷小学校 804 気仙沼市立松岩小学校

620 登米市立東郷小学校 805 気仙沼市立新城小学校

621 登米市立柳津小学校 806 気仙沼市立月立小学校

622 登米市立横山小学校 807 気仙沼市立階上小学校

808 気仙沼市立大島小学校

【石巻市】 809 気仙沼市立面瀬小学校

コード番号 学　　校　　名 810 気仙沼市立唐桑小学校

701 石巻市立石巻小学校 811 気仙沼市立中井小学校

702 石巻市立住吉小学校 812 気仙沼市立津谷小学校

703 石巻市立湊小学校 813 気仙沼市立小泉小学校

704 石巻市立釜小学校 814 気仙沼市立大谷小学校

705 石巻市立山下小学校

706 石巻市立蛇田小学校 【南三陸町】

707 石巻市立東浜小学校 コード番号 学　　校　　名
708 石巻市立渡波小学校 815 南三陸町立志津川小学校

709 石巻市立稲井小学校 816 南三陸町立戸倉小学校

710 石巻市立向陽小学校 817 南三陸町立入谷小学校

711 石巻市立貞山小学校 818 南三陸町立伊里前小学校

712 石巻市立開北小学校 819 南三陸町立名足小学校

713 石巻市立万石浦小学校

714 石巻市立大街道小学校 その他の学校

715 石巻市立中里小学校 コード番号 学　　校　　名
716 石巻市立鹿妻小学校 900 特別支援学校，私立，国立，県外の小学校等

717 石巻市立飯野川小学校

718 石巻市立大谷地小学校

719 石巻市立二俣小学校

720 石巻市立雄勝小学校

721 石巻市立広渕小学校

722 石巻市立須江小学校

723 石巻市立北村小学校

724 石巻市立前谷地小学校

725 石巻市立和渕小学校

726 石巻市立鹿又小学校

727 石巻市立中津山第一小学校

728 石巻市立中津山第二小学校

729 石巻市立桃生小学校

730 石巻市立北上小学校

731 石巻市立鮎川小学校

732 石巻市立大原小学校

733 石巻市立寄磯小学校

※　宮城県内の公立小学校（義務教育学校を含む）以外の
   学校コード番号は，すべて９００となる。
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入学願書等の記入チェックリスト 

 

写真票・入学願書・受検票 

チェック欄 確認事項 

□ ① 氏名欄：氏名とふりがなを記入しましたか。 

□ 
② 入学者選抜手数料欄：宮城県収入証紙２，２００円分を所定の

場所に貼付しましたか。 

□ ③ 入学願書及び受検票に出願校名を記入しましたか。 

□ 

④ 在籍校名欄：小学校の場合は「小」，小中学校の場合は「小中」

と記入しましたか。 

例）「青葉市立けやき小学校」の場合，青葉市 立 けやき小 学校 

  「青葉市立さくら小中学校」の場合， 

青葉市 立 さくら小中 学校 

□ 
⑤ 入学願書の本人氏名及び保護者氏名欄について，本人以外が

記名した場合は押印しましたか。 

□ 
⑥ 学校コード番号：学校コード番号表から，在籍校の３桁の番号

を正しく記入しましたか。 

 

 ※ 正しく記入されている場合には，□に✓を入れてください。 
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