
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校は泉ヶ岳等を遠望できる仙台北部の

丘陵地に，平成６年４月の開校以来，各方面

で活躍する多くの人材を育んできました。さ

らに平成２６年にユネスコスクールに加盟

承認され，ＥＳＤ（持続可能な社会の実現の

ための教育）を推進し，社会や時代の変化に

対応できる人材育成に取り組んできました。 

 令和元年度入学生からは，さらにユネスコ

スクールとしての理念（ＳＤＧｓ）を導入し，

１年生では基礎教育を充実させ，さらに２年

生以降は多様な進路選択に対応するための

３類型（人文・国際・理数）が選択可能な教

育課程に変更されました。 

 発展著しい富谷市にある唯一の高校とし

て，地域と連携した活動にも重きを置いてい

ます。富谷市立の小中学校での生徒による出

前授業や，富谷市の水素エネルギーを活用し

た低炭素社会の実現への提言など，地域社会

と結びつき貢献する中で，より広い世界の諸

問題と向き合う機会を設けています。また，

海外の高校との交流（修学旅行も海外コース

を準備）など，グローバルに活躍する人材へ

と成長して行けるステージを提供します。 

校舎は県内の公立高校では珍しい円形の

講義棟を始め，２つの普通教室棟と特別教室

棟・管理棟・体育館で構成されています。校

舎内外には美しいステンドグラスやモニュ

メントがちりばめられている中，学校のシン

ボルとなっているカリヨン(時計台)が美し

い調べを奏でています。 

 

【１ 個性の尊重 】 

一人ひとりの能力・適性に応じた教育を

行い，個性を生かし創造力を伸ばして自ら

進んで事に処する気力あふれる人材を育

成する。 

【２ 知性の錬磨 】 

自ら学ぶ意欲と態度を育み，高い学識と

豊かな教養を身に付けて国際化，高度情報

化社会に適切に対応する人材を育成する。 

【３ 情操の陶冶 】 

相互に信頼し敬愛する精神を養い，自分

を律する心を培って真理と正義を愛する

心身ともに健全な人材を育成する。 

【特色】 

全体として大学進学を希望する生徒が多

く，国公立大学や難関私立大学への進学に対

応した学習内容になっています。 

１年生では，全生徒が基礎・基本を養いつ

つ，教科の学習はもちろんのこと，ＬＨＲや

総合的な探究の時間（T-time）も有効に使っ

て学問や進路について知識を深め，しっかり

将来を考えて，２年生からの類型を選択しま

す。２年生以降のそれぞれの類型では，自分

の進路や興味関心に合わせ，進路実現に向け

て確かな学力を身に付けることを目指しま

す。また，ユネスコスクールの理念に基づく

様々な問題についての知見を深められるよ

うに，総合的な探究の時間（T-time）での課

題研究活動を行います。３年生では進路達成

に向けてより高い知識や学力を身に付けら

れるよう，類型ごとに学校設定科目を設けて

います。 

【各類型の特徴】 

〈人文類型〉 

国語・社会など文系科目全般に重点が置 

かれた類型です。また平和や人権など，世界

の協調につながる問題を考える類型です。 

〈国際類型〉 

人文類型と同様に文系科目が中心ですが， 

異文化理解や国際理解に重点が置かれた，最

もユネスコスクールらしい類型です。 

〈理数類型〉 

 数学・理科など理系科目全般に重点が置か

れた類型です。また環境や技術など，将来に

渡り持続可能な開発を考える類型です。 

 

主な行事は４月体育大会，７月球技大会， 

８月樹咲祭（文化祭），１０月芸術鑑賞会，

１１月キャンパスツアー，１２月の修学旅行

があります。この他に学年ごとのＥＳＤ講演

会，「T-time（課題研究）」の大きな発表の場

となっている収穫祭(課題研究発表会)があ

ります。生徒会執行部を中心に，自主的に企

画・運営され，全生徒が盛り上がれる行事に

なるよう取り組んでいます。 

部活動は全員登録制となっており，１３の

運動部，１２の文化部，４つの同好会がそれ

ぞれ活発に活動しています。 

【Ｒ３年度の主な活動成績】 

弓道部 

 県総体 女子団体ベスト８ 

県新人 女子団体ベスト８ 射道優秀賞 

男子個人 第４位 射道優秀賞 

女子個人 第６位 

ソフトボール部 

 県新人 ベスト８ 

陸上競技部 

 高総体 走高跳 第５位 東北大会出場 

美術部 

 全国総文祭 美術・工芸部門 参加出品 

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 32 16 17 

国公立短大 0 3 0 

私立大学 169 163 179 

私立短大 16 26 16 

専各学校 45 44 45 

就職 3 1 2 

その他 6 14 17 

卒業生計 271 267 276 

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＞ 

宮城大(7)，山形大(6)，秋田大(5)，会津大

(3)，福島大(2)，宮城教育大(2)，室蘭工業

大(2)，埼玉大，弘前大，岩手県立大 他 

＜私立大学＞ 

東北学院大(67)，東北福祉大(22)，宮城学院

女子大(15)，東北工業大(12)，東北文化学園

大(9)，尚絅学院大(7)，東北芸術工科大(5)，

仙台白百合女子大(3)，東北医科薬科大(3)，

仙台大(3)，桜美林大(2)，石巻専修大，駒沢

大，法政大，日本大，専修大 他 

＜短期大学＞ 

仙台青葉学院短期大(11)，聖和短大(5) 

＜専門学校・各種学校＞ 

仙台医療センター附属看護助産(2)，東北労

災看護(2)，仙台徳洲看護(5)，気仙沼病院附

属看護，葵会仙台看護 他 

〈就職〉海上自衛官，株式会社パンセ，トヨ

タレンタリース宮城

 富谷高等学校 

校訓 進取 明知 自律 協同 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

（２）教育方針 

（３）教育課程の特色 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

（５）卒業生の進路状況 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 ホームページアドレス： 

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

電子メールアドレス： 

tomiya-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関 

地下鉄泉中央駅から宮城交通バスで約20分，「富谷高校前」下車 

 

宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目東下車  徒歩７分 

 

 

 
 
 
 
 

薫風満帆 
（くんぷうまんぱん） 

富谷高校は平成６年の開校以来，新たな

時代に飛躍する人材育成を目指し，仙台

北部・黒川地区の普通科高校として，地

域と連携し，世界とつながる教育活動に

取り組んで参りました。「さわやかで快

活な学校」という伝統的な気風を守りつ

つ，周囲に広がる豊かな自然に包まれた

キャンパスから，清新な風を背中に受け

て，世界へと飛び立って行ってほしいと

いう思いを，「薫風満帆」という四字に表

しています。 

キャッチフレーズ 

創立：平成６年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：７９６名 

所在地：〒981-3341 

    富谷市成田２丁目1-1 

ＴＥＬ：022-351-5111 

ＦＡＸ：022-351-5112 

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


 

 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 280 90% 252 10% 28 

 

 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 

   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，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 

195点 
※音楽・美術・

保体・技家を2

倍 

250点 
国語・数学・社

会・英語・理科

の得点を 0.5

倍 

なし 

445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 

   （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 248 318 296 

合格者数 243 280 280 

 

 

（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 21日 全学年 国語・数学・英語・面接 

令和４年 9月 15日 全学年 国語・数学・英語・面接 

令和４年 12月 21日 全学年 国語・数学・英語・面接 

令和５年 3月 20日 新２・３年 国語・数学・英語・面接 

※ 海外からの編入学については随時 

 

 

 

 

      自然環境が豊かな立地で，広大な敷地に立つ校舎 

球技大会の様子 

さわやかさを感じさせる制服   弦楽合奏部のコンサートの様子 

          収穫祭（課題研究発表）の様子 

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・技家を2倍 

300点 
国語・数学・英

語 各100点 

なし 

525点 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

 

 

写真② 

 

制服等 

 

学校行事・ 

実習風景等 

 

 

 

 


