
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は明治３７（１９０４）年に私立東

華女学校として創立し，その後県立の宮城

県第二高等女学校と合併，昭和２３（１９

４８）年には，学制改革により宮城県第二

女子高等学校と改称，数多くの有為な人材

を世に送り出し，今年度で１１８年目を迎

えます。そして，男女共学，併設型中高一

貫教育校の仙台二華中学校・高等学校とし

て大きく生まれ変わってから１３年目を迎

えました。 

校舎は仙台市の中心地に位置し，仙台駅

から徒歩１５分の立地で交通の便も良く，

つねに最先端の学術や文化に接することの

できる環境にあります。また，常磐の杜で

知られる緑豊かな地域の敷地を効率よく利

用した７階建ての校舎には大きなアトリウ

ム（吹き抜け）があり，明るくのびのびと

勉強や部活動ができるようになっています。

更に，敷地内には同窓会館と国際バカロレ

ア（ＩＢ）棟もあり，充実した学習環境が

整っています。創立以来の文武両道の精神

と，自由で明るく親しみやすい生徒の気質，

地道ながらも誠実で礼儀正しい伝統の気風

は現在も受け継がれています。 

（２）教育方針 

豊かな心と高い知性をもち，進取の気風 

と創造性にあふれ，社会のリーダーとして，

わが国や世界の発展に貢献できる人間を育

成する。 

【教育目標】 

・豊かで高い知性を養い，主体的・創造的

に学ぶ生徒の育成 

・礼節と品性を尊び，心豊かで包容力をも

つ個性あふれる生徒の育成 

・真理と正義を愛し，未来を切り拓き世界

に貢献できる生徒の育成 

・健やかな心身を育み，国際社会の中でた

くましく生き抜く生徒の育成 

（３）教育課程の特色 

本校は，平成３０年度まで「スーパーグ

ローバルハイスクール(ＳＧＨ)」の指定校

として，将来，国際的に活躍できるグロー

バルリーダーの育成を目指してきました。

令和元年度以降も「地球環境」をテーマと

した探究学習をさらに追究し，学校設定教

科「グローバルスタディ課題研究」におい

て「世界の水問題」を解決するために国際

的な課題研究に取り組みながら，文系理系

を問わず，次世代のグローバル人材の育成

を引き続き目指します。 

 令和元年度入学生より単位制に移行し，

今まで以上に自分の進路や興味・関心，さ

らに能力や適性などに合った授業を選択す

ることができるようになりました。 

授業は１コマ４５分で，週に３５コマ行

います。生徒同士の教え合い，学び合いの

中で，多様な個性が切磋琢磨しながら「豊

かな学び」の伸長を目指します。１年次で

は，高入生と一貫生は別々のクラスに編成

され，７クラス編成となります。２年次で

は，混合クラスとなり，本人の進路希望に

よって文系と理系のクラスに分かれ，６ク

ラス編成になります。３年次では，進路目

標に応じた選択科目を履修できるように教

育課程を編成しており，難関国・公・私立

大学の入試にも対応した授業を展開してい

ます。将来の目標をきちんともって入学し

てくる生徒の一人一人の希望が，無理なく

達成できるよう環境を整えています。 

また，令和２年９月に東北の公立高校と

して初めて国際バカロレア（ＩＢ）認定校

となり，令和３年４月から国際バカロレア

類型の生徒にＩＢの授業が開始されました。 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 本校生は，普段の授業は勿論のこと，学

校行事・生徒会活動・部活動にも手を抜か

ず全力を尽くします。これらの行事を通し

て，多様な個性が互いに学び合い，磨き合

いながら自分の可能性を発見し，人間性や

社会性を高めていくことができるのも仙台

二華の良さといえるでしょう。 

ここでは学校行事と部活動について紹介

します。本校の三大行事と呼ばれる「体育

大会」「合唱コンクール」「文化祭」は，中

学・高校合同で実施されます。実行委員の

主体的な取組のもと，生徒が主役のこれら

の行事は毎年大いに盛り上がります。特に

合唱コンクールは，個性あふれる衣装を身

に纏った高校３年次生による合唱パフォー

マンスが圧巻で，多くの生徒や保護者を魅

了しています。文化祭も部や有志団体によ

る趣向を凝らした展示や販売，発表があり，

多くの方々が来校してとても賑わいます。 

部活動は，運動部と文化部あわせて３４

部あり，高い志をもって活発に活動してい

ます。令和３年度も多くの部が上位大会に

進出しました。水泳部のインターハイ大会

出場をはじめ，体操部の東北大会出場，文

化部では，放送部及び地学部の全国総文祭

出場等，素晴らしい成績を収めました。 

交際交流も盛んで，台湾，米国等の高校

生が年間を通して来校しています。また，

アジアの留学生も受け入れており，昨年度

はインドとマレーシアの高校生が約半年間

一般生徒と同じ学校生活を送りました。 

課題研究では，夏と冬の２回，それぞれ

選抜された生徒たちがメコン川流域国での

フィールドワークを行います。また，２年

次生全員が参加する海外研修旅行の実施や，

米国デラウェア州の公立高校への交流派遣

研修（ホームステイ研修）などを実施して

います。※令和３年度は，メコン川フィー

ルドワーク，デラウェア州交流生徒派遣研

修は中止し，海外研修旅行は国内（沖縄）

に変更しました。 

（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) 

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(26)，宮城教育大学(7)，北海道大

学(5),弘前大学(2)，岩手大学(3)，山形大

学(17)，福島大学，筑波大学，宇都宮大学,

埼玉大学,千葉大学，東京大学(6)，東京工

業大学，一橋大学，名古屋大学，京都大学

(3)，大阪大学，宮城大学(6),国際教養大学，

他 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(16)，東北福祉大学(3)，東北

医科薬科大学(9)，宮城学院女子大学（6），

青山学院大学(2)，慶応義塾大学(4)，上智

大学，中央大学(5)，東京理科大学，法政大

学(3)，明治大学，早稲田大学(9)，他 

 

仙台二華高等学校 

校訓 進取創造 至誠貢献 

進  路 R3 R2 R1 

国公立大学 106 109 93 

国公立短大 0 0 0 

私立大学 83 72 90 

私立短大 1 1 0 

専各学校 2 3 8 

就職 1 1 1 

その他 35 48 53 

卒業生計 228 234 245 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 創立：明治３７年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：７１９名 

所在地：〒984-0052 

仙台市若林区連坊一丁目４番１号 

ＴＥＬ：022-296-8101 

ＦＡＸ：022-296-8103 

 

ホームページアドレス： 

https://nika.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

nika@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

バス・地下鉄南北線ともに五橋駅下車  徒歩７分 

ＪＲ仙台駅東口から徒歩１５分  

地下鉄東西線連坊駅から徒歩７分宮城野通駅から徒歩９分 

 

 
 
 
 

限りない未来への挑戦 

１００年を超える伝統と実績をもとに

新しい学びの場を創造し，２１世紀の世

界を切り拓き，先導していく，豊かな人

間性と高い知性を有する人間を育成して

いきます。 

キャッチフレーズ 



 

 

 

 

 

 

 

 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 

普通科 240 75% 101 25% 34 

  ※「募集定員」の２４０名は，併設型中学校（仙台二華中学校）

からの入学予定者１０５名を含む。 

※「選抜人数等」は，併設型中学校（仙台二華中学校）からの

入学予定者１０５名を除いた，１３５名について設定したも

のである。 

  

ロ 選抜順序   

 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 

なし 

 

ニ 共通選抜及び特色選抜について 

 

 

  学力検査点（５００点満点）と調査書（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 

    学力検査点：調査書点 ＝６：４ 

  

特色選抜 

 調査書点及び学力検査点を合計した点数を基に，調査書の記

載事項（評定以外の特別活動の記録などの資料）も用いて，総

合的に審査し，選抜する。 

配点 

学

科 
調査書点 学力検査 

面接・

実技・

作文 

合計 

普

通

科 

270点 
※国語，数学，社会，

英語，理科，音楽，美

術，保健体育，技術家

庭の全学年の評定を

2.0倍する 

500点 

 

なし 

770点 

  （注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

 

次の検査の点数を基に，総合的に審査し，選抜する。 

 配点 

（注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7月以降分） 

※海外からの編入学は随時。 

 

 

 

 

 

「校舎全景」 

 
「校内合唱コンクール」 

 
「高２海外研修旅行」（令和２・３年度は国内研修旅行に変更） 

（３）過去の入試状況について（参考） 

共通選抜 

（２）第二次募集について 

学

科 
調査書点 学力検査 

面接・

実技・

作文 

合計 

普

通

科 

225点 

※社会，理科，音楽，美

術，保健体育，技術家庭

は全学年の評定を 2.0 倍

する 

 

300点 

※国語，数学，

英語 

各100点満点 

なし 

525点 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 

出願者数 159 162 167 

合格者数 139 136 137 

（４）令和４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 4年  7月 7日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年  9月 27日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年 12月 20日 全学年 国・数・英・面接 

令和 5年  3月 17日 新 2,3年 国・数・英・面接 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


