
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は南に太平洋を望み，西に太白山を仰

ぐ旧宮城県農業短大御堂平農場跡地に昭和５

８年に普通科男女共学校として開校した学校

です。 

学校周辺は昔からの植生が良く保存され，

「仙台自然休養林鈎取地区」「野鳥の森」とし

て市民に親しまれています。また，付近の三

神峯・上の台遺跡からは，縄文期から平安期

に至る各時代の土器や石器が出土しています。 

そんな自然と歴史の宝庫に恵まれた環境の

中で，学習と部活動の両面で生徒一人一人が

生き生きと活動できる「活力と感動」の場面

づくりに努力している学校です。 

施設規模は，４階建ての校舎２棟，昇降口

図書館棟，体育館，２階建ての武道館です。

そのほかに西陵会館には食堂，合宿所，種々

の機器をそろえたトレーニング室を完備して

います。グラウンドには屋外照明や雨天練習

場があり，充実した設備を誇っています。 

 

（２）教育方針 

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・体の調和ある

錬磨を目指し，社会に貢献し得る強靱な心身

と豊かな個性を育成します。 

 

（３）教育課程の特色 

生徒の多様な興味・関心・適性・進路希望

等に対応するため，また，生徒一人一人が生

き生きと学習に取り組めるように教育課程を

編成しています。全体としては，選択制を取

り入れた教育課程になっています。 

１年生では，生徒の自己発見をしていくた

めに偏りのない学習ができ，あらゆる教科で

基礎・基本的な知識や技能が主体的に修得可

能となるように共通履修としています（芸術

科は音楽か美術の選択制）。 

 ２・３年生においては，自己の進路・適正

等に応じた科目を選択できるように，文系と

理系の二つを設定しています。 

 総単位数は３２単位（教科学習３０，総合

的な探究の時間１，特別活動１）で，総合的

な探究の時間は，自己理解と進路目標設定を

支援するよう，地域学習や小論文指導等も行

っています。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

 仙台西高校では，西陵祭（文化祭），スポー

ツ大会，芸術鑑賞会，修学旅行（２年生の１

２月）等数多くの学校行事を盛んに実施して

います。 

 各学校行事では，その企画や運営に生徒が

主体的に携わっており，まさに一人一人が生

き生きと活動する姿が見られます。 

 学校の近くには西多賀病院，萩の郷等の施

設があり，ボランティアの清掃活動を通して

貴重な体験をする機会もあります。 

 部活動は全員加入制になっており，全国大

会で活躍する部も複数あり，各部が活発に活

動しています。 

 令和３年度の運動部では，各部の活動に制

約がある中，陸上競技部が全国大会や東北新

人大会に出場し，野球部や男子ソフトテニス

部が各大会で上位に進出しました。近年は多

くの運動部で県大会ベスト１６以上に入る成

績を残しています。 

文化部では，囲碁・将棋部が全国大会に参

加し，写真部が県高校写真展で表彰を受ける

などの活躍をみせました。他にも，近年は地

学部，合唱部，吹奏楽部などが，全国や東北

の舞台で活躍しています。 

 

（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 5 2 11 

国公立短大 2 0 0 

私立大学 134 138 138 

私立短大 17 24 31 

専各学校 99 81 66 

就職 3 8 14 

その他 12 15 12 

卒業生数計 272 268 272 

●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，国公立短期大学＞ 

宮城大学(2)，宮城教育大学，山形大学，筑波

大学，山形県立米沢女子短期大学(2) 

 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(29)，尚絅学院大学(24)，宮城

学院女子大学(13)，東北文化学園大学(13)，

東北工業大学(11)，東北福祉大学(9)，仙台大

学(4)，東北芸術工科大学(4)，仙台白百合大

学(3)，東北生活文化大学(2)，東北医科薬科

大学，石巻専修大学，岡山理科大学(3)，神奈

川大学(2)，日本大学，東海大学，明海大学，

創価大学，東京福祉大学，流通経済大学，山

梨学院大学，文教学院大学，工学院大学，埼

玉工業大学，千葉科学大学，実践女子大学，

日本医療科学大学，新潟医療福祉大学，酪農

学園大学 

 

＜私立短期大学＞ 

 仙台青葉学院短期大学(10)，聖和学園短期大

学(5)，戸板女子短期大学，神奈川歯科大学短

期大学 

 

＜専修各種学校＞ 

葵会仙台看護専門学校(6)，仙台徳洲看護専門

学校(5)，東北労災看護専門学校，石巻赤十字

看護専門学校，仙台理容美容専門学校(9)，仙

台こども専門学校(7)，仙台医療秘書福祉専門

学校(7)，仙台医療福祉専門学校(4)，仙台大

原簿記情報公務員専門学校(4)，仙台総合ペッ

ト専門学校(4)，仙台デザイン専門学校(3), 

仙台医健・スポーツ専門学校(3)，仙台リゾー

ト＆スポーツ専門学校(2)，仙台リハビリテー

ション専門学校(2)，東北保健医療専門学校

(2)，仙台ウエディング＆ブライダル専門学校，

仙台ＥＣＯ動物海洋専門学校(2)，仙台総合ビ

ジネス公務員専門学校(2)，東北電子専門学校，

東京法律専門学校仙台校，東北外語観光専門

学校，仙台ビューティーアート専門学校，仙

台ヘアメイク専門学校，仙台スィーツ＆カフ

ェ専門学校，宮城調理製菓専門学校，デジタ

ルアーツ専門学校，他 

 

＜就職＞ 

自衛官，（株）ハシカンプラ，ゴリラガードギ

ャランティ（株） 

  

 仙台西高等学校 

校訓  英知 敬愛 自律 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 創立：昭和５８年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：７１５名 

所在地：〒982-0806 

仙台市太白区御堂平5-1 

ＴＥＬ：022-244-6151 

ＦＡＸ：022-244-6152 

 

ホームページアドレス： 

https://snishi-h.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

snishi-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

仙台市営バス：八木山南西高校ゆき 西高校入口下車 徒歩５分 

宮城交通バス：八木山南団地ゆき 仙台西高前下車  徒歩８分 

 

 
 
 
 

志を立て 耐えて 
 励んで 夢実現 

一人一人の生徒が真剣に将来を考え，学

習・部活動・学校行事等に生き生きと取

り組みながら社会に貢献する力を身につ

け，進路希望を実現することができる学

校を目指しています。 

キャッチフレーズ 



 

 

 

各学科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」をご覧下さい。                     

 

（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 80％ 192 20％ 48 

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  

ニ 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)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の得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，求める生徒像

に照らして総合的に審査し，選抜する。 

学

科 
調査書点 学力検査 

面接･実技 

･作文 
合計 

普

通

科 

195点 

※音楽・美術・保体・技家の

全学年の評定を2倍 

500点 なし 695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 

3段階評価 

（Ａ～Ｃ） 

※個人面接 

15分程度 

525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・前後期選抜別の出願者数・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 292 299 318 

合格者数 242 240 240 

 

 

(４)令和４年度転編入試験について 

 

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 26日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年 12月 19日 1･2年 国・数・英・面接 

令和 5年  3月 20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 

 

 

 

 

緑豊かな自然に囲まれた校舎 

      
 

制服 

        

 

スポーツ大会 

       

    

 

生徒総会 

    

 

西陵祭（文化祭） 

      

４ 写真で見る学校生活 

 

（７月以降分） 

３ 入試情報 


