
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は，教育活動の全分野にわたって生

徒の自主性・主体性を重んじながら，社会

の変化に柔軟に対応し，他と協働して世界

の平和と安定，福祉の向上のために貢献で

きる人間として生徒が成長できるよう支援

することを理念に掲げています。 

開校２５周年の節目を終え，令和 4年度

には学科改編を行い，新たな宮城野高校と

して，今後様々な学校改革に取り組んでい

く予定です。 

中央に配置された円形の管理棟が普通教

室棟，特別教室棟，芸術棟を繋ぐ３階建て

の校舎は，仙台市東辺の，のどかな田園と

閑静な住宅街の中にあり，夏季にはグラウ

ンド全体を覆う天然芝に緑が溢れます。  

 

（２）教育方針 

１．進路目標の達成  

生徒がそれぞれの個性を生かして，自

己の興味，関心，適性を認識して進路目

標を設定し，主体的・対話的な学習を進

めながら，深い学びを通じて自己実現を

果たすことができるよう支援します。 

２．自己教育力の向上  

生徒自らが課題を発見し，考え，判断

し，行動する力を身に付け，豊かな情操，

科学的探究心，文化芸術やスポ-ツを愛好

する心などを磨き，自分を高めていける

よう支援します。 

３．未来デザイン力の育成  

グローバル化，少子高齢化，AI 社会，

Society5.0など，現代社会の様々な変化

に主体的に対応し，共生と奉仕の精神に

基づいて未来を構想し，デザインできる

よう支援します。 

（３）教育課程の特色 

本校では，創造的自由の精神を重んじ，

自他の「しあわせ」のために，高度な未来

デザイン力をもって未来社会を構想するこ

とのできる人材を育成する教育活動を展開

します。 

各教科においては，時代の変化に対応し

た ICTを活用する授業や，複合的な観点か

ら物事の本質に迫る領域横断型の授業，自

らの疑問を深める探究型の授業などを通し

て，自ら学びへと向かう姿勢を養います。 

また，探究活動においては，課題解決へ

と導く「デザイン思考」の習得と，学問探

究・課題解決・体験実習・表現芸術の 4つ

の系統から，自らの興味や適性に応じて選

択する「ゼミナール活動」を通して，自ら

の個性を生かして社会に貢献する人材を育

てます。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

本校には，生徒の自発的意志を尊重しつ

つ，自他を「しあわせ」にするための企画

力を育むことができる仕組みが多く用意さ

れています。 

本校の二大学校行事である体育祭(５月)

や文化祭（７月）が自発的に集まった生徒

ボランティアによって運営されるだけでな

く，生徒の合意により設置された自治会事

務局が，生徒総会を企画・開催するなど，

校内の様々な活動が，生徒自身によって話

し合われ，運営されています。また，宿泊

研修（２年次）やホームでの遠足（１０月）

の企画等も自分たちで行います。 

放課後の時間の有効活用についても，自

ら考えて判断してほしいことから，部活動

ではなく，自らの働きかけによって立ち上

げることができる「サークル活動」が設定

されています。 

「サークル」は興味・関心をもとに活動

内容等を設定して仲間を募り，３名以上集

まれば，教員(顧問)の協力を得て，立ち上

げることができます。立ち上げる機会は年

に２回あり，例年２０種類以上のサークル

が発起され，１・２年次生の約８割が活動

を行っています。 

他にも自らの興味・関心に応じて選択す

ることができる『学問の世界』・『探究の日』

等の外部講師を招いて行う特別講座や，教

員が主体となり企画する，教養を深めるた

めの『放課後講座』，学習の発展を願って設

定される夏季・冬季休業中の『実力養成講

座』等の課外講座も充実しています。 

 

 （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 87 75 65 

国公立短大 2 0 1 

私立大学 114 128 129 

私立短大 2 5 3 

専各学校 29 21 25 

就職 3 2 6 

その他 35 31 43 

卒業生計 272 262 272 

 

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＞ 

北海道教育大学函館校，弘前大学，岩手大

学(3)，東北大学, 宮城教育大(11), 山形大

学(16)，福島大学(5)，宇都宮大学，埼玉大

学(5)，横浜国立大学，静岡大学(2)，新潟

大学，富山大学(2)，岩手県立大学，宮城大

学(28)，山形保健医療大学，高崎経済大学

(3)，前橋工科大学(2)，長岡造形大学，金

沢美術工芸大学 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(32)，東北医科薬科大学(9)，

東北福祉大学(11)，宮城学院女子大学(10)，

東北工業大学(4)，東北文化学園大学，東北

生活文化大学，東北芸術工科大学(9)，獨協

大学(3)，國學院大學,女子美術大学，多摩

美術大学(4)，中央大(2)，日本大学(3),法

政大学，武蔵野美術大学(2)，明治大学，早

稲田大学(2)，京都芸術大学，同志社大学，

立命館大学，大阪芸術大学，関西大学，他 

＜短期大学＞ 

会津大学短期大学部(2)，仙台青葉学院短期

大学，女子美術大学短期大学部 

＜専修各種学校＞ 

仙台医療センター附属仙台看護助産学校，

仙台医療福祉専門学校，仙台大原簿記情報

公務員専門学校(2)，仙台デザイン専門学校,

仙台ヘアメイク専門学校，専門学校デジタ

ルアーツ仙台，専門学校日本デザイナー芸

術学院(4)，東北外国語観光専門学校，東北

歯科技工専門学校，東日本航空専門学校，

東京アニメーションカレッジ専門学校，文

化服装学園，宮城県立仙台高等技術専門校，

職業能力開発大学校， 他 

＜就職＞ 

オフィスコンフォートＭ，緑水亭，plus one 

 

宮城野高等学校 

The Provenance of Innovation 

 （新しさはここから生まれる） 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 創立：平成７年 

課程・学科：全日制課程・普通科，美術科 

生徒数：７７６名 

所在地：〒983-0021 

仙台市宮城野区田子2-36-1 

ＴＥＬ：022-254-7211 

ＦＡＸ：022-254-7212 

 

ホームページアドレス： 

https://miyagino.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

miyagino＠od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

◆ＪＲ仙石線福田町駅より徒歩約10分 

◆ＪＲ東北本線岩切駅より自転車約20分 

 

 
 

 

 

宮城野 
…ここでは一人ひとりが輝きます 

本校は， 県高校教育改革のパイロットス

クールとして平成７年４月に創設されまし

た。上記「改革のテーマ」のもとに， 教育

活動の全分野について， 常に新しい改革実

践に取り組み続け， 研究の成果を内外に発

信している高等学校です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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 200 70% 140 30% 60 

美術科 40 40% 16 60% 24 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞   共通選抜 → 特色選抜 

  ＜美術科＞   特色選抜 → 共通選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜普通科＞   なし 

  ＜美術科＞   普通科 

 

 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。 

※美術科においては，相関図を基に実技の評価も加えて選抜する。 

  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 ＝ ７：３  

 

特色選抜 

  学力検査点，調査書点及び面接・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 

普
通
科 

251.25 点 
※音楽・美術・保体・

技家の評定を２倍，国

語・数学・社会・英語・

理科の評定を1.75倍 

875 点 
※国語・数学・社

会・英語・理科の点

数を1.75倍 

なし 1126.25 点 

美
術
科 

195 点 
※音楽・美術・保体・

技家の評定を２倍 
500 点 

実技 
100 点 

※鉛筆デッサン 180分 
795 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 

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 
なし 495 点 

美
術
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 

実技 
50 点 

※鉛筆デッサン50分 

545 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） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 334 194 275 

合格者数 200 160 160 

美術科 
出願者数 47 37 52 

合格者数 40 34 40 

総合学科 
出願者数 募集 

停止 

71 99 

合格者数 80 80 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

 

※美術科は実技も行います。 

※編入学は３月のみ 

※海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     校門から校舎玄関への風景           放課後の学習室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術鑑賞会              探究活動の成果発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒ボランティアが運営する体育的行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               生徒ボランティアが運営する文化的行事 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年  7月 22日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年  9月 22日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 11月 18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 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


