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現行入試制度のポイント 

○ 第一次募集では，共通選抜と特色選抜の２通りの選抜方法で合否を判定し

ます。 

 

○ インフルエンザ等のやむを得ない事由により，本試験を受験できなかった

受験生を対象に，追試験を実施します。 

※新型コロナウイルス感染症に係る追試験等の措置に関しては，今後の感染拡

大の状況を鑑み，必要に応じて別途お知らせします。 

 

宮城県教育庁高校教育課 
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令和５年度入試制度の概要

○ 検 査 日 令和５年３月１３日（月）
○ やむを得ない事由で，本試験を受験できなかった受験生を対象に実施します。
○ 検査内容は，本試験に準じます。

○ 共通選抜と特色選抜の２通りの選抜方法で合否を判定します。
○ 最初にどちらかの選抜方法で合否判定を行い，その後，最初の選抜方法で合格圏内に

入らなかった受験生を対象に，もう一方の選抜方法で合否判定を行います。
※ 受験生が共通選抜か特色選抜かを選ぶ必要はありません。

○ 共通選抜と特色選抜の選抜順序については，各高校が定めます。

合格発表 令和５年３月16日（木）

第二次募集の概要
※第一次募集の合格者が定員に満たない学校で実施します。

○ 実施校公表 ※予定

令和５年３月１６日（木）
午後３時 県高校教育課ＨＰ

○ 出願受付 ※予定

令和５年３月１７日（金）
～３月２２日（水）

※ 第一次募集で合格した場合は，
第二次募集には出願できません。

○ 検査日 ※予定

令和５年３月２３日（木）
○ 面接，実技，作文，学力検査

のいずれか１つ以上を実施する
場合があります。

○ 学力検査を実施する場合は，
国語，数学，英語から１教科以
上実施します。

○ 調査書のみ，又は調査書に
面接，実技，作文，学力検査
のうち，実施した検査を加え
て総合的に選抜します。

出 願 検査内容 選抜方法

合格発表 ※予定

令和５年３月２３日（木）
又は２４日（金）

追試験

本試験

○ 検査日 令和５年３月６日（月）
○ 検査内容

■学力検査／国語，数学，社会，英語，理科を全員共通で実施します。（各教科５０分）
■面接，実技，作文／学校によっては，面接や実技や作文を実施します。

※ 実技については，体育や美術に関する学科で実施します。
※ 面接，実技，作文を実施する場合，検査日が２日間になる場合があります。

○ 出願受付 令和５年２月１４日（火）～１７日（金）※予定

○ すべての受験生が希望する高校に出願し，受験することができます。
※ 出願できる高校は１人１校とし，課程及び学科・コースについても一つに限ります。
※ 複数の学科・コースを併置し，第２志望を認めている高校を志願する場合，当該校の他の

学科・コースを第２志望とすることができます。

出 願

出願希望調査

○ 調査期間 令和５年１月１１日（水）～１３日（金）※予定

○ 調査内容 県内公立高等学校の入学を希望する中学校３年生について，希望する高等学校
ごとに第１希望の生徒数を調査し，その結果を公表します。
※ 出願希望調査で希望した高校とは別の高校に出願することは，可能です。

第一次募集の概要
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共通選抜と特色選抜について

学力検査点と調査書点の相関図を基に，その両方の満点により近い者を上位として，上位の者から審
査し，共通選抜の募集人数分を選抜します。

■学力検査点（５００点満点）
国語，数学，社会，英語，理科の学力検査点（各教科１００点満点）の合計点

■調査書点（１９５点満点）
国語，数学，社会，英語，理科については，３年間の評定の合計
音楽，美術，保健体育，技術家庭については，３年間の評定の合計×２倍

合計
１９５点

■相関図での学力検査点と調査書点の比重は，
次の５つの組合せの中から，各高校が学校・
学科ごとに設定します。

学力検査重視 同等 調査書重視

学力検査：調査書 ７：３ ６：４ ５：５ ４：６ ３：７

■体育や美術に関する学科では，実技の評価
を選抜資料に加える場合があります。

特色選抜では，学力検査点，調査書点及び面接，実技，作文の得点を合計し，その合計点を基に，調査書
の記載事項も用いて総合的に審査し，選抜します。なお，特色選抜の審査対象者は，特色選抜の選抜人数の
１２０％から２００％までの間で，各高校が定めます。

■学力検査点
国語，数学，社会，英語，理科の学力検査点の得点を，各高校が教科ごとに定めた倍率によって算出し

合計します。
【算出方法】

「各教科の得点×倍率」の計
■調査書点

各教科・各学年の評定を，各高校が定めた倍率を用いて算出します。
【算出方法】

「各教科の『各学年の評定×倍率』」の合計
■面接・実技・作文

面接，実技，作文の配点については，各高校が定めます。

共通選抜

特色選抜

算 出 例

国語 数学 社会 英語 理科 合計

１００ １００ １００ ２００ １００ ６００

国語 数学 社会 英語 理科 音楽 美術 保体 技家

１年 １０ １０ １０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ ２０

２年 １０ １０ １０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ ２０

３年 １０ １０ １０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ ２０

計 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ６０ ６０ ６０ ６０ ３９０

合計

例①

例②

例③

【審査対象者】
（例）特色選抜で選抜する２０人の１２０％の範囲に含まれる者 → 審査対象者２４人

【学力検査点】
（例）国語，数学，社会，理科･･･得点を1.0倍にする

英語･････････････････････得点を2.0倍にする

【調査書点】
（例）国語，数学，社会，英語，理科･･････全学年の評定を2.0倍にする

音楽，美術，保健体育，技術家庭････全学年の評定を4.0倍にする

７：３

３：７
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連携型選抜について

連携型高等学校（（仮称）南三陸高等学校）は，連携型中学校（南三陸町立志津川中学校，同歌津中学
校）からの志願者を対象とした連携型選抜を実施します。検査内容は第一次募集に準じます。
○出願資格

連携型選抜に出願できる者は，次の条件を全て満たし，連携型中学校の校長が認めた者とする。
１ 令和５年３月に連携型中学校を卒業する見込みの者であること。
２ 連携型高等学校，学科を志願する動機や理由が明確で適切であること。
３ 連携型高等学校，学科に対する適性及び興味・関心を有すること。
４ 中学校生活を意欲的に送り，入学後も学校生活を意欲的に送る意志があること。

社会人特別選抜について

定時制課程において実施する学校があります。

全国募集選抜について

中新田高等学校と（仮称）南三陸高等学校では令和５年度入試より全国募集選抜を実施します。

○出願資格
全国募集選抜に出願できる者は，宮城県公立高等学校入学者選抜要項で別に定める出願資格に加
え，次の(1)～(3)をすべて満たす者とする。
(1) 全国募集実施高等学校が所在する市町村及び地域での学びに関心があり，志願先の全国募集

実施高等学校への志願理由が明確であること。
(2) 志願者及び保護者が宮城県外に居住していること。
(3) 志願者が志願先の全国募集実施高等学校への入学期日までに，宮城県内に居住する予定である

こと。
○選抜方法（中新田高等学校）

調査書，５教科の学力検査に加え，以下の１～４により面接を実施します。
１ 形態

個人面接
２ 時間

１０分程度
３ 内容

「求める生徒像」及び志願理由書の内容について
４ 観点

(1) 意欲 35点
(2) 表現力 20点
(3) 判断力 20点

○選抜方法（（仮称） 南三陸高等学校）
調査書，５教科の学力検査に加え，以下の１～４により面接を実施します。
１ 形態 個人面接
２ 時間 １0分程度
３ 内容 （1） 志望動機

（2） 中学校での活動状況
（3） 高校生活への意欲
（4） 志願理由書の内容について
（5） その他

４ 観点 （1） 態度
（2） 表現力等
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追試験について

第一次募集検査日当日に学力検査，必要に応じて実施される面接，実技，作文を欠席した者で，
次のいずれかに該当する者
○ インフルエンザ等の感染症等の罹患者及びその症状のある者
○ 交通事故等不慮のやむを得ない事由のある者

※ 学力検査と作文等を別日程で実施する場合，欠席した日に実施された学力検査や作文等について
のみ追試験を実施します。

※ 学力検査を１科目でも受験した場合には，学力検査の追試験を認めません。
※ 学力検査中に体調不良等の訴えがあった場合には，別室での受験となります。

○ 新型コロナウイルス感染症に係る追試験等に関しては，今後の感染拡大の状況を鑑み，必要
に応じて別途お知らせします。

○ 追試験における学力検査及び面接等は，第一次募集学力検査及び面接等に準じて実施します。
○ 追試験の学力検査問題は，県で統一した問題です。
○ 追試験において面接等を実施する場合には，学力検査と同一日に実施することがあります。

出願した高校において実施します。

第一次募集に準じて実施し，第一次募集合格者として発表します。

○ 追試験をやむを得ない事由により受験できなかった者に対する追々試験は行いませんので，
追試験では，インフルエンザ等罹患者のための別室受験を実施します。

□ やむを得ない事由により，受験できなくなった場合には，すぐに在籍中学校へ電話等で連絡

□ 中学校から高校へ「追試験を受験したい」ということを電話で連絡
※ 高校への連絡は，第一次募集検査日当日中に行う。

（例１）インフルエンザにかかり，１日目の学力検査と２日目の面接を受験できない。
→ 学力検査実施日の１日目当日中に，中学校を通じて連絡。

（例２）１日目の学力検査は受験したが，インフルエンザにかかり２日目の面接を受験できない。
→ ２日目の当日中に，中学校を通じて連絡。

□ 電話連絡の後，中学校を通じて，所定の申請書を出願した高校へ持参又は郵送で提出
※ やむを得ない事由で受験できなかったことを証明する書類を提出してもらう場合があります。
※ 証明書類の発行が難しい場合 → 中学校長による事由証明書

□ 高校は，申請書類を審査し，中学校宛てに追試験受験許可証を送付

受験生又は保護者は，中学校から追試験受験許可証の写し（コピー）を受領

□ 追試験当日，受験生は受験票と追試験受験許可証の写し（コピー）を受付で提示し，

追試験を受験

対 象 者

実施方法

実施会場

選抜方法

そ の 他

手続きの仕方
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志望校選びのために

１ 公立高校ガイドブック
○ 志望校選びに役立つよう，「地区別」,「課程・学科別」にまとめています。
○ 各学校のページには，次のような学校情報が記載されています。
《掲載内容》 資料p.9～p.12参照 ※高校教育課ＨＰに掲載中

１ページ目

□ 学校の概要 □ 教育方針
□ 教育課程の特色（授業や学習内容の特徴について記載されています）
□ 行事・生徒会活動・部活動
□ 卒業生の進路状況（過去３年間の進学者数，就職者数，進路先）
2ページ目

□ 入試情報 □ 写真で見る学校生活

３ 求める生徒像・選抜方法一覧

○ 各高校の，学科・コース・部ごとの「求める生徒像・選抜方法」を見ることができます。

《掲載内容》資料p.13，p.14 参照

□ 求める生徒像 □ 第一次募集（選抜方法等） □ 第二次募集（選抜方法等）

４ 公立高校オープンキャンパス

○ 興味のある学校を直接見学するチャンスです！！

《実 施 日》７月～１０月

《実施内容》学校紹介，校舎案内，授業公開，体験授業，部活動見学，個別相談等
※ 実施内容は各高校で異なります。

《参加申込》事前の申込が必要な場合があります。各校のＨＰで確認してください。

５ みやぎハイスクール通信
○ 県立高校の旬な情報を毎月１回，写真を交えて発信しています。
○ 中学生の皆さんの進路選択に活用できる，各高校の魅力的な取組の情報が満載です。

《掲 載 日》６月～１月（毎月１回）

《記載内容》マナーアップ通信，部活動やボランティア活動などの各学校の特色ある取組，
学校紹介，コラム等

※ 高校教育課及び各校のＨＰに掲載！

※ 高校教育課ＨＰに，６～１月にかけて月１回掲載予定！

※ ＨＰで学校紹介動画等のコンテンツを閲覧できる
学校もあります。

２ スクール・ミッション/ スクール・ポリシー
○各高等学校の歴史や伝統，これまでの教育活動を踏まえて，各学校に期待される社会的役割等
（＝スクール・ミッション）を再定義し，併せて以下に示す各学校の三つの方針（＝スクー
ル・ポリシー）を策定しました。
□ グラデュエーション・ポリシー（育成を目指す資質・能力に関する方針）
□ カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）
□ アドミッション・ポリシー（入学者の受け入れに関する方針）

※ 高校教育課及び各校のＨＰに掲載！
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６ 地区別公立高校合同説明会

○ 中学生の皆さんが主体的な進路選択に役立ててもらえるよう，各地区の高校が集まり，
令和５年度入試の概要や，各高校の求める生徒像及び選抜方法等の入試情報を提供します。

《実 施 日》6月～７月

《実施内容》
■ 学校説明（各校１５分～２５分程度）

各校が，自校の求める生徒像や選抜方法について参加者全体へ説明します。
■ 個別相談

高校ごとに入試制度についての個別相談コーナーを設置し，相談，質問などに応じます。
■ 入試制度説明

高校教育課から入試制度について参加者全体へ説明する時間を設けるとともに，相談コー
ナーを設置し，入試や就学支援金等の就学支援制度についての相談，質問に応じます。

《日程及び会場》

※ 各地区の詳細な実施内容及び申込については，中学校を通じて案内します。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては，変更・中止することもあります。

地 区 開 催 日 会 場
参 加 校

（下線は私立高校）

気仙沼
本吉

６月１２日（日） 気仙沼向洋高等学校
気仙沼（全・定），気仙沼向洋，
（仮称）南三陸，本吉響

登 米 ６月２５日（土）
登米祝祭劇場

（水の里ホール）
佐沼（全・定），登米，登米総合産業
飛鳥未来きずな

仙 南 ７月 ２日（土） 名取高等学校

白石，白石七ヶ宿，蔵王，白石工，
村田，（仮称）大河原産業，
柴田農林川崎，柴田，角田，
伊具，名取（全・定），名取北，
亘理，農業，美田園（個別相談のみ）
西山学院

栗 原 ７月 ３日（日）
若柳総合文化センター
（若柳ドリームパル）

築館，岩ヶ崎，迫桜，一迫商

石 巻 ７月 ３日（日） 石巻専修大学５号館
石巻，石巻好文館，石巻西，石巻商，
石巻工，水産，石巻北，石巻北飯野川，
東松島，桜坂

大 崎 ７月１７日（日） 大崎合同庁舎

古川，古川黎明，岩出山，中新田，
涌谷，田尻さくら，古川工（全・定），
松山，加美農，小牛田農林，南郷，
鹿島台商，古川学園，大崎中央

仙 台 開催せず 各校のwebサイト等を参照してください
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（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 仙台市の中部，青葉区の住宅地に昭和４８

年に創設された全日制普通高校です。近くに

は，県庁や仙台市役所，大学などがあり，文

教的環境に恵まれています。 

 自慢の広大なグランドには，野球場，４０

０Ｍトラック，サッカー場，ソフトボール場，

テニスコート，ハンドボールコート，プール

等があります。 

施設は，３階建て校舎，昇降口棟，体育館，

武道館，弓道場，部室棟２棟などです。校舎

の周辺には約５０種２，０００本もの樹木が

生長し，落ち着いた雰囲気の中で学校生活が

送れます。また，青葉会館と呼ばれる２階建

ての施設があり，１階は食堂，２階の和室は

茶道部や華道部の練習や長期休業中の合宿施

設として多くの部活動に利用されています。 

 

 

（２）教育方針 

（１） 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・体のバラ

ンスのとれた人格の育成を目指し，社会に貢

献し得る強靭な心身と豊かな個性を育成する。 

（２） 自主自律の実践力を培い公正な判断力

を養う。 

（３） 社会において果たすべき自己の使命を

自覚し，広い視野をもって国家社会の進展に

貢献するに必要な資質を備える。 

（４） 公徳心を涵養し，規律を重んずる習慣

を養うとともに，情操豊かで心身ともに健康

な生徒を育成する。 

 

 

 

 

 

 

（３）教育課程の特色 

普通科では，１年生で各教科をバランスよ

く学習し，基礎・基本をおさえ，進路の目標

達成のための学力の定着を図ります。２年生

からは進路希望，適性，興味・関心などに応

じて，文系と理系のコースに分かれ，それぞ

れのコースの特色を生かした授業を選択する

ことができます。 

 文系コースは，理系の大学，専門・各種学

校，高等看護学校希望者向けで，英語,国語，

社会に重点を置いて学習します。 

 理系コースは，理系の大学，専門・各種学

校，高等看護学校希望者向けで，数学・理科

に重点を置いています。 

 食品工学科では，農業や食品などの専門科

目を３０単位以上学習します。特に，地元の

企業の協力をいただき，３年間で３０日の企

業での実習を行い，専門分野における実践的

な力の育成を目指しています。 

 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 生徒会長を中心に，文化祭などの各行事を

自主的に企画･実行しています。球技大会や運

動会では，クラス毎にユニホームを作って大

いに盛り上がります。生徒会行事としては，

４月の新入生歓迎会にはじまり，７月には２

日間にわたり若さをぶつけあうスポーツ大会，

さらに１０月には本校最大のイベントである

文化祭があります。文化部発表・展示と併せ

て，生徒が製造した様々な手作り加工食品の

販売が毎年人気です。 

 運動部は２５部，文化部は２０部あり，午

後７時の下校時刻まで質の高い活動が展開さ

れます。 

 令和元年度は，高校総体でソフトテニス男

子が団体準優勝（東北大会出場），個人でもイ

ンターハイに出場しました。陸上部は新人大

会４００Ｍハードルで東北大会に出場，剣道

部が東北選抜大会に出場，弓道部も女子が高

校総体，新人大会で東北大会に出場しました。 

 文化部では，吹奏楽部が吹奏楽コンクール

で金賞を受賞し全国大会出場，演劇部が演劇

コンクールで優良賞，写真部が全日本写真展

で銅賞，書道部が県高校書道展で特選，放送

部は県新人大会で優良賞に輝くなど，運動部，

文化部とも大いに活躍しました。 

 

 

 

 

（５）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 R3 R2 R1 

国公立大学 57 51 61 

国公立短大 0 0 1 

私立大学 87 98 87 

私立短大 0 1 1 

専各学校 11 12 14 

就職 8 6 3 

その他 35 31 33 

卒業生計 198 199 200 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

( )内は人数  (1)は省略。 

 

＜国公立大学＞東北大学(4)，北海道大学，北

海道教育大学，弘前大学，秋田大学(2)，岩手

大学(3)，山形大学(7)，宮城大学(10)，宮城

教育大学(8)，福島大学，宇都宮大学(2)，埼

玉大学，千葉大学，電気通信大学，東京農工

大学，横浜国立大学，茨城大学(2)，東京学芸

大学，信州大学，高知大学，国際教養大学(2)，

秋田県立大学，岩手県立大学，都留文科大学，

名古屋市立大学，防衛大学校 

 

＜私立大学＞ 東北学院大学(44)，宮城学院

女子大学(7)，東北福祉大学(13)，東北医科薬

科大学(2)，石巻専修大学，東北芸術工科大学，

早稲田大学，青山学院大学，創価大学，中央

大学，明治大学(2)，法政大学(3)，昭和大学，

東京理科大学，創価大学，駒沢大学(2)，他  

 

＜専修各種学校＞ 石巻赤十字看護専門学校，

仙台デザイン専門学校(2)，仙台医療センター

附属仙台看護助産専門学校(3)，他  

 

＜就職＞セントラル自動車，パナソニックEV

エナジー，東日本フーズ，航空自衛隊，宮城

県職員，他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 青葉高等学校 

 校訓 誠実 自立 健康 

２ 学校の特色 

 
 
 
 
 

一人ひとりの明日を信じて 

学習活動・部活動・学校行事等，すべて
にバランスのとれた生き生きとした学校
生活を送る中で幅広い実力を養い，学校全
体の溢れる活気の中で生徒一人ひとりの
進路希望を実現させます。 

 

 

キャッチフレーズ 

 創立：昭和４８年 

課程・学科：全日制課程・◆◆科，○○科 

生徒数：６００名 

所在地：〒980-8432 

     仙台市青葉区本町3-8-1 

ＴＥＬ：022-211-3624 

ＦＡＸ：022-211-3696 

ホームページアドレス： 

https://aoba.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

  aoba@ od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

仙台市営バス ●●ゆき 青葉高校前下車 徒歩５分 

宮城交通バス ××ゆき 青葉高校前下車 徒歩７分 

 

 

 

 

 

 

１ 基本データ 

サンプル 
 

校章 
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 本校の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，「求める生徒

像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

（１）第一次募集について 

 イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数等 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

◆◆科 160 70% 112 30% 48 

○○科 40 50% 20 50% 20 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜全学科共通＞  共通選抜 → 特色選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜◆◆科＞   ○○科 

  ＜○○科＞   なし 

 

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  学力検査点（５００点満点）と調査書点（１９５点満点）の満点を

原点とした相関図を用いて選抜する。 

 

  相関図での学力検査点と調査書点の比重 

  ＜全学科共通＞   学力検査点：調査書点 ＝ ６：４ 

 

特色選抜 

  調査書点，学力検査点及び面接・実技・作文の得点を合計した点数

を基に，調査書の記載事項も用いて，求める生徒像に照らして総合的

に審査し，選抜する。 

 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接・実技 

・作文 
合計 

◆

◆

科 

195点 
※音楽･美術･保

体･技家の評定

を2倍 

750点 
※国語・数学・

社会・英語・理

科の点数を 1.5

倍 

面接 

125点 
※集団面接，10

分程度 

1070点 

○

○

科 

270点 
※全教科の評定

を2倍 

650点 
※国語・数学・

英語の点数を

1.5倍 

なし 

920点 

   (注) 倍率1倍については，記載を省略しています。 

 

（２）第二次募集について 

 次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接・実技 

・作文 
合計 

全

学

科 

195点 
※音楽･美術･保

体･技家の評定

を２倍 

300点 
※国語・数学・

英語 各100点

満点 

面接 

150点 
※個人面接，10

分程度 

645点 

  (注) 倍率1倍については，記載を省略しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

過去３年間の学科コース別出願者数・合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

◆◆

科 

出願者数 162 168 170 

合格者数 160 160 160 

○○

科 

出願者数 62 56 60 

合格者数 40 40 40 

 

（４）令和5年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和5年 ○月～○月 随時 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 ○月○日 新2,3年 国・数・英・面接 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 
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学校紹介のページの見方 

③学校の概要 
各学校の沿革や

施設などについ

て紹介していま

す。 

④教育方針 
各学校の教育方針について

紹介しています。 

⑤教育課程の特色 
各学校の教育課程（カ

リキュラム）の特徴に

ついて紹介していま

す。 

①基本データ 
創立年，課程・設置学科，電話番号，

交通機関などを紹介しています。 

⑥行事・生徒会活動・部活動 
各学校の特色ある学校行事や，各学校における

生徒会活動，部活動での在校生の活躍や特色を

紹介しています。 

⑦進路状況 
各学校の過去 3年間の卒

業生の進路状況の一覧

表と主な進路先を紹介

しています。 

②キャッチフレ
ーズ 
各学校の特徴や特

色ある取組等をキ

ャッチフレーズと

して一言で表して

います。 
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⑩入試実施状況 
設置している学科・

コース別に過去３

年間の入試の出願

者数・合格者数を紹

介しています。 

⑧第一次募集について 
設置している学科・コースごとの募集定員，

共通選抜・特色選抜の割合・人数，選抜順序，

第 2志望，選抜ごとの配点・選抜方法等につい

て紹介しています。 

⑫写真で見る学
校生活 
制服や学校行事，

実習風景など，各学

校の特色を写真で

紹介しています。 

⑨第二次募集について 
第二次募集について，調査書点と学力検

査点，学校独自検査，傾斜配点の有無，配

点について紹介しています。 

⑪転編入学試験
について 
今年度実施され

る予定の転編入学

試験の日程や試験

科目について紹介

しています。 
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□1 「学校名」，「課程」，「学科（コース・部）」，「募

集定員」 

高校の基本情報を記載しています。 

□2 「求める生徒像」 

  高校が，どのような教育を行い，どのような生

徒を求めているのかを記載しています。 

□3 「選抜順序」 

  第一次募集の選抜を行う際，共通選抜と特色選

抜のどちらの選抜方法を先に行うのかを記載して

います。ⅲページの例では，共通選抜の選抜方法

で合否判定を行った後に，特色選抜の選抜方法で

合否判定を行う，ということを示しています。 

□4 「第２志望とすることができる学科・コース」 

  出願時に他の学科・コース・部を第２志望とし

て認めている場合，第２志望とすることができる

学科・コース・部を記載しています。 

  なお，第２志望を設定していない場合，「なし」

と記載または斜線が引いてあります。 

□5 共通選抜の「選抜人数と割合」 

  共通選抜の選抜人数と括弧内にその割合を記載

しています。 

  なお，併設型中高一貫校である仙台二華高校と

古川黎明高校では，併設中学校からの入学予定者

１０５名を除いた人数で設定しています。 

□6 「学力検査：調査書」 

  共通選抜における，学力検査点と調査書点の重

視の仕方について，次の５つの組合せの中から設

定しています。 

同等

学力検査：調査書 ７：３ ６：４ ５：５ ４：６ ３：７

学力検査重視 調査書重視

 

□7 特色選抜の「選抜人数と割合」 

  特色選抜の選抜人数と括弧内にその割合を記載

しています。 

  なお，併設型中高一貫校である仙台二華高校と

古川黎明高校では，併設中学校からの入学予定者

１０５名を除いた人数で設定しています。 

□8 特色選抜の配点等 

  配点と選抜方法，そして定時制課程においては

社会人特別選抜の実施の有無について記載してい

ます。 

 

Ⅰ 配点 

１調査書：調査書点の満点と各教科の学年ごとの

評定を何倍するのか，という倍率が記載されて

います。 

２学力検査：学力検査点の満点と，各教科を何倍

するのか，という倍率が記載されています。 

３面接・実技・作文：面接，実技，作文を実施す

る場合，実施する検査とその配点を記載してい

ます。 

Ⅱ 選抜方法 

  特色選抜での審査対象者となる範囲と選抜方

法について記載しています。 

 Ⅲ 社会人特別選抜（定時制課程のみ） 

   定時制課程において，社会人特別選抜の実施の

有無，実施内容を記載しています。 

   有・・・実施する 

   無・・・実施しない 

□9 「面接・実技・作文のうち実施するもの」 

  第一次募集の選抜において，面接・実技・作文

を実施する場合，どの検査を実施するのかを記載

しています。実施しない場合には「なし」と記載

しています。 

  また，下段には，実施する検査の「形態」，「時

間」，「内容」，「観点」及び何日目に実施するかに

ついて記載しています。 

□10第二次募集の配点等 

  配点と選抜方法について記載しています。 

  Ⅰ 配点 

   １調査書：調査書点の満点と各教科の学年ごと

の評定を実際に何倍するのか，という倍率が

記載されています。 

   ２学力検査：学力検査を実施する場合，合計点

及び実施する教科とその満点について記載

しています。 

   ３面接・実技・作文：面接，実技，作文を実施

する場合，実施する検査とその配点を記載し

ています。 

□11「面接・実技・作文について」 

  第二次募集の選抜において，面接・実技・作文

を実施する場合，実施する検査の「形態」，「時間」，

「内容」，「観点」について記載しています。 
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過去の保護者説明会での質疑応答から 

 出願希望調査に関すること  

Ｑ１ 出願希望調査はどこで行われますか。 

Ａ１ 在籍する中学校で行われます。 

 

 

Ｑ２ 出願希望調査で志望した高校から，実際に出願するときに，志願先変更はできますか。また，

公立高校を志願していなかった生徒が，出願希望調査後に公立高校を志願できますか。 

Ａ２ 出願希望調査は現段階での志願生徒数の調査ですので，調査後に志願先の高校を変更すること

ができます。また，公立高校を志願していなかった生徒が，出願希望調査後に公立高校を志願す

ることは問題ありません。 

 

 第一次募集に関すること  

Ｑ３ 共通選抜と特色選抜，出願の段階でどちらかの選抜を選択して出願するのでしょうか。 

Ａ３ いいえ。出願の際に，共通選抜及び特色選抜を選択して出願するものではありません。第一次

募集に出願した時点で，両方の選抜の対象になります。その選抜の順序は，学校の特色に合わせ，

学校が決めることとしています。詳しくは「求める生徒像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

 

Ｑ４ 「求める生徒像・選抜方法一覧」は，ホームページでしか見ることができませんか。 

Ａ４ 各中学校に冊子を配布しましたので，中学校でも見ることができます。 

 

 

Ｑ５ 各高校が示す「求める生徒像」に当てはまらなければ，出願できませんか。 

Ａ５ 「求める生徒像」は，出願するための条件ではありませんので，受験生は，自分が希望する高

校に出願することができます。 

 

 

Ｑ６ 出願書類を提出した後に，出願を取り消して，出願先を変えたり，別の学科，コースに出願し

直したりすることはできますか。 

Ａ６ できません。高校側がいったん受理した出願書類は返却しませんので，注意してください。 

 

 

Ｑ７ 調査書の評定以外の記載内容を，点数化することはありますか。 

Ａ７ 調査書の評定以外の記載内容を，点数化することはありません。 

 

 

Ｑ８ 部活動や校外でのボランティア活動の取組等は審査の中で考慮されますか。 

Ａ８ 特色選抜では，調査書の評定以外の記載事項も用いて総合的に審査します。その際，部活動や

特別活動，校外での活動に意欲的に取り組んだ生徒を「求める生徒像」の１つとしている高校で

は，特色選抜の審査の過程で考慮していくことになると考えられます。 

 

 

Ｑ９ 出願した高校の学科・コースで面接，実技，作文の検査を実施する場合は，出願した生徒全員

がその検査を受けなければなりませんか。 

Ａ９ 必ず受けることになります。 
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 追試験に関すること  

Ｑ10 追試験の学力検査問題は，本試験の学力検査問題と同じ問題ですか。 

Ａ10 本試験と追試験では，使用する問題は異なります。  

 

 

Ｑ11 追試験の学力検査問題は，県内共通の問題ですか。それとも，高校ごとに異なりますか。 

Ａ11 追試験の学力検査問題は，県内共通の問題となります。 

 

 

Ｑ12 インフルエンザではなく，病気や怪我のため，追試験の日に受験したいと考えた場合は，認め

られますか。 

Ａ12 追試験は，インフルエンザ等のやむを得ない事由（自己の理由に起因しないもの）により当日

受験できなかった受験生の受験機会確保のためのものですので，病気や怪我の場合は，原則とし

て，本試験を受験することになります。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に関すること  

Ｑ13 令和４年度入試の対応として，「本試験も，追試験も，新型コロナウイルス感染症の影響で受験

できなかった場合は，第二次募集の日程に合わせた追試験を受験できる」とありましたが，令和

５年度も同様の対応をとることになりますか。 

Ａ13 令和５年度入試での対応は，この対応を基本として検討していきますが，まだ決定しておりま

せん。入学者選抜要項が定まる１０月頃には，新型コロナウイルス感染症に関する対応について

も公表する予定です。 

 

 

Ｑ14 令和４年度の新型コロナウイルス感染症対応における「第二次募集の日程に合わせた追試験」

で受験できる学校は，第二次募集を実施する学校のみでしたか。 

Ａ14 「第二次募集の日程に合わせた追試験」は，第一次募集で出願した学校を受験することになり

ます。これは，新型コロナウイルス感染症の影響で，受験生に不都合が生じないよう，第一次募

集に出願した学校への受験機会を確保するものでした。さらに，二次募集の当日にも受験ができ

なかった場合は「調査書等をもとにした書類審査」を受験することができました。 

   この「第二次募集の日程に合わせた追試験」と「調査書等をもとにした書類審査」は第一次募

集の合格発表後に行われましたが，どちらも募集定員とは別枠で審査が行われるものであり，審

査の結果，募集定員を超えて合格することはあり得ます。 

 

 

 その他  

Ｑ15 面接・実技・作文等の得点の開示はありますか。 

Ａ15 学力検査点及び各高校が必要に応じて実施する面接・実技・作文について，検査結果の口頭に

よる開示（簡易開示）を行います。 
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  問合せ先   

 宮城県教育庁高校教育課 

入試制度及び県立高校の入試関係   ＴＥＬ／０２２―２１１－３６４９・３６２４  

仙台市教育局学校教育部高校教育課  

仙台市立高校の入試関係       ＴＥＬ／０２２－２１４－８４２２ 

石巻市教育委員会学校教育課 

石巻市立高校の入試関係       ＴＥＬ／０２２５－９５－１１１１（代表） 

 

※ 入試関連情報については，宮城県教育庁高校教育課のホームページを御覧ください。 

  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koukyou/ 

   【高校教育課 HP ＱＲコード】 お役立ち情報がたくさんあります。ぜひ検索を！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 入試制度説明動画 

□ 公立高校ガイドブック  

□ 求める生徒像・選抜方法一覧 

□ 公立高校オープンキャンパス 

□ みやぎハイスクールインフォメーション 

□ 地区別公立高校合同説明会 

 

Ｍｅｍｏ 


