
 
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 本校は昭和５８年４月に開校した全日制課

程の高等学校です。広瀬川の清流に近い仙台

市西部に位置し，南には蕃山，北方には船形

山を望む豊かな自然環境の中にあります。 

 校地内には，校舎・体育館のほか，４００

ｍトラック兼サッカー場，野球場，ソフトボ

ール場，ハンドボール場（２面），トレーニン

グハウスがあります。また，平成１９年２月

には開校２０周年記念事業の一環として清流

館（多目的施設）が完成し，平成２５年度に

は弓道場・武道館・食堂および駐輪場を備え

た武道館棟に加え，全天候型のテニスコート

（４面），プールおよび部室棟も新たに整備さ

れました。 

 ＪＲ仙山線陸前落合駅から徒歩７分という

交通の便に恵まれた立地環境であり，在籍す

る生徒の通学範囲は仙台地区を中心にＪＲ沿

線を拠点として広範囲に及んでいます。 

（２）教育方針 

 心身ともに健全で，知・徳・体の調和がと

れ，社会に貢献できる，有能な人材を育成す

る。 

（３）教育課程の特色 

【教育課程】 

 本校は全日制課程普通科の高等学校で，定

員は２４０名，６学級です。卒業後の進路は

大学・短大，専門学校，就職と多様であるこ

とから，個々の進路希望に対応できるよう幅

広い選択科目を設置し，教育課程を編成して

います。授業は５０分で，月曜，火曜，木曜，

金曜は６時間授業，水曜は７時間授業を実施

しています。 

【学習内容】 

 １・２年次では基礎学力の定着に重点を置

き，生徒が幅広い分野にわたって学習できる

よう必履修科目を中心に設置しています。ま

た，１年次では「数学Ⅰ」,「英語コミュニケ

ーションⅠ」で，２年次では「数学Ⅱ」，「コ

ミュニケーション英語Ⅱ」で習熟度別に授業

を実施し，一人一人にあった丁寧な指導を行

っています。 

 ３年次には進路希望に応じた多様な選択科

目を設置し，進路実現に向けた学習ができる

よう配慮しています。理系と文系のコースを

設け，大学進学を希望する生徒から，専門学

校進学希望者，就職・公務員等を希望する生

徒それぞれに対してきめ細かな指導体制を整

えています。商業や家庭，総合的な探究の時

間では，外部指導者との連携による授業など，

多様な教育活動を実施しています。 

 また，生徒のがんばりを認める機会として，

漢字検定や数学検定及び英語検定をはじめ，

多くの科目で技能審査の成果に応じた単位を

認定しています。また「社会体験」という学

校設定教科では，「ボランティア活動」「イン

ターンシップ活動」という科目を設け，所定

の手続きを行った上で一定の時間数以上の活

動が認められた場合に，学年末に単位を認定

しています。 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

【学校行事】 

 スポーツフェスティバル，広高祭，芸術鑑

賞会，大学・企業見学会（１年次），修学旅行

（２年次）等を例年実施しています。 

 

【生徒会活動】 

 対面式，部活動紹介，生徒総会，学校説明

会をはじめ，様々な学校行事で中心的な役割

を担っています。 

 

【ボランティア活動】 

 本校では生徒の自主的活動として多様なボ

ランティア活動が行われています。活動にあ

たっては，活動計画書の作成，また，事後に

は報告書を作成し，活動の記録を蓄積してい

ます。これらの活動が参加者の財産となり，

保育士などの進路につながるものとなってい

ます。 

 

【部活動】 

 全員加入制で各部が活発に活動しています。

令和３年度の主な実績は次のとおりです。 

《陸上競技部》 

・東北高等学校陸上競技大会 

男子４００ｍ決勝第７位 

・宮城県高等学校総合体育大会陸上競技大会 

 男子４００ｍ決勝第２位 

《美術部》 

・宮城県高等学校美術展 奨励賞 

《書道部》 

・宮城県高等学校書道展覧会特選 

（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 0 2 0 

国公立短大 0 0 0 

私立大学 92 74 69 

私立短大 22 34 23 

専各学校 95 111 105 

就職 41 30 43 

その他 13 17 18 

卒業生計 263 268 258 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

( )内は人数  (1)は省略。 

 

＜私立大学＞ 東北学院大学(13),東北工業

大学(17)，宮城学院女子大学(7)，仙台白百合

女子大学(2)，東北福祉大学(12)，仙台大学(2)，

尚絅学院大学(12)，東北文化学園大学(12),

東北生活文化大学(4)，石巻専修大学(2),東北

芸術工科大学(3)，他 

 

＜私立短大＞ 聖和学園短期大学(6),仙台青

葉学院短期大学(10)，仙台赤門短期大学(6)  

 

＜専各学校＞ 仙台徳州看護専門学校(2)，葵

会仙台看護専門学校(3)，東北電子専門学校

(7)，デジタルアーツ仙台(5),仙台医療・スポ

ーツ専門学校(3),仙台医療秘書福祉専門学校

(2)，仙台スイーツ＆カフェ専門学校(3),仙台

理容美容専門学校(4),仙台ヘアメイク専門学

校(3),仙台ビューティーアート専門学校(3),

仙台こども専門学校(4),仙台幼児保育専門学

校(3),仙台大原簿記情報公務員専門学校(2)，

仙台ウェディング＆ブライダル専門学校(3),

仙台リゾート＆スポーツ専門学校(6),仙台

ECO 動物海洋専門学校(6),宮城高等歯科衛生

士学院,他 

 

＜就職＞ 自衛隊，宮城県警察，株式会社い

たがき(2)，株式会社アミノ(3)，株式会社仙

台宮水，アイリスオーヤマ株式会社，日本貨

物鉄道株式会社，宮城第一信用金庫，株式会

社やまや，カメイ株式会社，お茶の井ケ田株

式会社，株式会社玉澤総本店，株式会社白松

がモナカ本舗，株式会社日産カーレンタルソ

リューション，医療法人財団社団 青葉会，他 

 

宮城広瀬高等学校 

校訓 自律 自照 自愛 
 

 
 
 
 

がんばりを認め，伸ばしていく学校 

 「生徒理解」「場の支援」「言葉の大切さ」 
をキーワードとし，生徒一人一人にあった 
丁寧な指導，多様な教育活動を実施してい 
ます。個々のがんばりを認め，やる気を引 
き出して伸ばしていきます。 

キャッチフレーズ 

 創立：昭和５８年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：６５４名 

所在地：〒989-3126 

    仙台市青葉区落合４丁目４番１号 

ＴＥＬ：022-392-5512 

ＦＡＸ：022-392-5513 

ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

 hirose-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

 ＪＲ仙山線：陸前落合駅下車 徒歩７分 

 仙台市営バス：「愛子・作並方面行き」広瀬高校前下車 徒歩２分 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 



 

 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 70% 168 30% 72 

 

 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 

210点 
※国語・数学・

社会・英語・理

科の全学年の

評定を2倍 

250点 
※全教科の得

点を0.5倍 

なし 

460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 

80点 
※個人面接，10

分程度 605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 223 251 224 

合格者数 213 240 217 

 

（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07月22日 全学年 国・数・英・面接 

令和４年09月22日 全学年 国・数・英・面接 

令和４年12月23日 全学年 国・数・英・面接 

令和５年03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。 

 

 

  
校舎 制服 

  

４００ｍトラック兼サッカー場 広高タイム（思考力養成） 

  
生徒総会 部活動紹介（剣道部） 

 
 

花火大会（2021文化祭代替行事） 企業見学会（ゼライス株式会社） 

  

スポーツ・フェスティバル 読み聞かせボランティア 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


