
 
 

 

 

 

 

 
 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 

仙台南高校は昭和５２年に全日制普通科の

共学校として開校しました。今年度で開校４

６年目となり，１４，２４３名の卒業生を各

界に送り出しています。 

本校は仙台市太白区長町地区にあり，西に

野草園のある大年寺山をのぞみ，東に清流広

瀬川が流れ，県武道館のある第二総合運動場

に隣接しています。また近くにはショッピン

グモールなどの商業施設も多く，自然環境と

都市生活とが絶妙にマッチした場所に位置し

ています。 

ＪＲ，地下鉄，バスなどの公共交通の便が

極めてよく，仙台市内はもとより県北部の栗

原・大崎方面，県南部の亘理・角田・白石・

川崎方面，沿岸部の塩竈・多賀城・石巻方面

など，全県からの通学が十分に可能です。 

仙台市の中心部にありながら，校地面積は

５万㎡以上もあり，十分な学習環境が整って

います。広い敷地を有効に活用し，部活動の

設備としては７面のテニスコートを始め，野

球場，格技場，弓道場，ソフトボール場，ラ

グビー・サッカー場とハンドボールコート２

面を有しています。 

また，公孫樹（いちょう）会館という２階

建ての別施設があり，１階には食堂，２階に

は和室があり，茶道部の練習や長期休業中の

合宿施設等として多くの部活動で利用されて

います。 

 

（２）教育方針 

  

日本の未来を担う青年として，高い知性と幅

広い見識を持ち，情緒豊かで，実践力に富む

人材の育成を図ります。そのため「英知」，「調

和」，「自律」の校訓のもと，「英知の開発と陶

冶」「調和的人間の育成」「自律的態度の涵養」

が本校の三大教育目標となっています。 

校章は校木として定めた公孫樹(いちよう)

の三枚の葉をデザインし，本校のこれら三大

教育目標を象徴しています。 

 学業と諸活動との調和と両立を大切にし,

進路達成に向け総合力を身に付けた人間の育

成を目指します。 

 

（３）教育課程の特色 

 

進学校として，大学での学び，そして，社

会に出てからも学び続けるための基礎学力の

育成と，学ぶ意欲を喚起し，学ぶ意味や学ぶ

方法を身に付け，主体的に学び続ける生徒を

育成する教育課程となっています。 

 高校１年生から３年生まで，１コマ５０

分・週３３コマの時程に系統的に配置された

教科・科目の授業で，大学での学びにつなが

る基礎学力の育成を行います。 

また，総合的な探究の時間「公孫樹プログ

ラム」では，課題研究を通して，課題の設定・

情報の収集・整理分析・まとめのサイクルを

動かしていきます。その中で，自ら「問い」

を立てる習慣を身につけ解決していきます。

１年生では「太白区まちづくり推進部」の協

力で「地域課題研究」を，２年生では自分の

将来を見据えた「課題研究」を行い，探究す

る力を育成していきます。 

さらに，各教科では予習・復習の家庭学習

を重視した授業を展開しているほか，課題や

小テスト等を計画的に課するなどして，自律

的な家庭学習を促すよう支援しています。ま

た，生徒面談と三者面談，カウンセリング等

を通じて,学習・生活の支援をしています。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 

生徒会は執行部を中心に代議員会，生徒総

会で運営されています。運動会，文化祭など

の学校行事もすべて生徒会の手で立案・実行

されます。自分たちの学校生活は自分たちの

手で作るという自主自立の精神に満ちていま

す。 

 部活動は運動部１５部，文化部１２部（３

つの愛好会含む）からなり，活気にあふれて

います。どの部も毎年好成績を収めています。

昨年度は，音楽部（合唱団），放送部，美術部

が全国大会に出場しました。さらに,運動部で

は水泳部が,東北大会出場を果たしています。 

 

（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 126 117 102 

国公立短大 1 0 0 

私立大学 123 123 124 

私立短大 1 2 8 

専各学校 11 10 18 

就職 1 1 0 

その他 7 14 17 

卒業生計 270 267 269 

 

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(4)，宮城教育大(11)，宮城大(24)，山

形大(38)，岩手大(12)，福島大(10)，新潟大

(7)，室蘭工大，弘前大，埼玉大(3)，千葉大，

上越教育大，新潟県立大，横浜市立大、会津

大，岩手県立大，公立小松大，高崎経済大(2)，

山形県立米沢栄養大，福島県立医大(2)，他 

 

＜私立大学＞ 

東京工大，東京農大(2)，東京薬大(2)，東京

理科大，東京電気大，成蹊大，順天堂大，獨

協大，法政大(2)，東北学院大(46)，東北医科

薬科大(5)，宮城学院女子大(10)，東北芸工大

(5)，東北工大(9)，東北福祉大(14)，京都芸

術大，神奈川工科大，創価大，同志社大，東

洋大，他 

 

＜専修各種学校＞ 

国立看護大学校，仙台医療センター付属看護

学校(６)，石巻赤十字看護専門学校，他 

 

＜就職＞ 

民間企業 

 

 

 

 

 

 仙台南高等学校 
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（部活も勉強も団体戦） 

学力を向上させたい，部活動に精一杯励

みたい，高校生活を充実させつつ，進路の

希望も達成したい…。このような皆さんの

願いを最大限にサポートします。 

進学校として，大学そして社会に出てか

らも主体的に学び続けることができるた

めの確かな基礎学力を育成します。また，

部活動に集中できる条件も十分に整備さ

れています。 

キャッチフレーズ 

総合力は南高で 

２ 学校の特色 

 創立：昭和５２年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：８３６名 

所在地：〒９８２-０６４４ 

仙台市太白区根岸町14番1号 

ＴＥＬ：022-246-0131 

ＦＡＸ：022-246-0132 

ホームページアドレス：https://sminami-h.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス：sminami-h@od.myswan.ed.jp 

   

主な交通機関： 

ＪＲ東北本線長町駅下車 徒歩１５分 

地下鉄長町一丁目駅下車 徒歩７分 

宮城交通バス仙台南高校前バス停下車 

   

 

 

 

 

１ 基本データ 

 

校章 

 



 

 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 280 80% 224 20% 56 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  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 

  ＜普通科＞   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 

  ＜普通科＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ６：４ 

 

特色選抜 

  学力検査点と調査書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 

普

通

科 

135点 
 

500点 なし 

635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 

普

通

科 

225点 
※社会・理科・

音楽・美術・保

体・技家の全学

年の評定を2倍 

300点 
※国語・数学・

英語 各100点

満点 

面接 
50点 
※個人面談10

分程度 
575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 

普通科 
出願者数 419 382 381 

合格者数 280 280 280 

    

 

 

 

 

 

 

 

（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 8日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年  9月 28日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年 12月 7日 全学年 国・数・英・面接 

令和 5年  3月 22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 

 

 
 

 

 

 

校舎（南門より） 

 

 

総合的な探究（ポスターセッション） 

 

 

 

授業風景 

  

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


