
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は，生徒の興味，関心，生活スタイル

に応じ，新しい社会に適応する人間力を持っ

た生徒の育成を目指して平成２１年４月６日

に新しいタイプの完全選択型単位制定時制課

程の高校として開校しました。修業年限は４

年ですが，必要な単位数（７４単位）が満た

されれば，Ⅰ部，Ⅱ部とも３年での卒業が可

能です。勉強だけでなく，希望する生徒は部

活動や愛好会活動も行っています。 

 学校はＪＲ仙台駅から公共交通機関を利用

して十数分の場所に立地し，少々距離がある

所からでも通学できます。 

 施設規模は，３階建ての教室棟の他に新た

に増築した特別教室棟と専用の体育館があり，

さまざまな授業で利用できるようになってい

ます。教室は少人数指導に適した大きさにな

っており，図書室の他に休み時間や空き時間

に学習するための自習室やオープンスペース

もあります。 

生徒は「拓く・磨く・結ぶ」の校訓のもと，

前向きに学習に取り組んでいます。きめ細か

な学習指導と丁寧な生徒指導，進路指導に力

点を置いています。教職員は，生徒一人一人

の個性を尊重しつつ，生徒同士が協力しなが

ら自己の進路目標を達成できるように，また

生徒が自立した人間として社会で活躍できる

ように支援しています。 

 

（２）教育方針 

 生徒が自ら目標を持って学ぼうとする態度

を育成します。生徒が興味・関心をもとに自

らが立てた学習計画で学ぶことにより，自己

実現が図れるよう支援します。 

 友人や教師との交流を通して，他者への理

解を深め，よりよい人間関係を築くことがで

きるよう支援します。個性の伸長に配慮しつ

つ学習意欲や学力の向上を目指した教育課程

を編成します。 

 進路意識の向上に力を注ぎ，教育活動全体

を通して支援します。直近の進路に加え，人

としての生き方を見つめる指導も行います。

将来，社会人として自立することを念頭に置

き，社会への適応力を養成し，個々の学習目

的を自覚させ，学習能力の向上を図ります。 

 社会の一員としての自覚を促すため，自己

判断や自己責任を求める教育を実践します。

礼節の習慣化など，社会のマナーやルールを

校則と位置づけています。学校はさまざまな

事柄について，毎日の情報提供に努め，生徒

自らが情報を収集し判断するという姿勢や困

難に直面したときに，柔軟性をもって対応す

る能力を育てます。 

 

（３）教育課程の特色 

１時間当たり４５分授業です。ほとんどの

授業は２時間連続で行われます。普通教科や

ビジネス系の専門科目，中国語や韓国語など

様々な授業があります。 

 午前から夕方までの授業を選択できるⅠ

部と午後から夜間までの授業を選択できる

Ⅱ部があります。 

 興味・関心や進路目標に合わせて授業を選

択でき，時間割は自分で作成します。 

 最初の授業は９時１５分から始まるので，

通学距離が少々遠い人でも通学できます。 

 履修や進路などの相談は個別担当教師（チ

ューター）が担当します。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

学校行事として，プロスポーツ観戦，映画

鑑賞会（観る映画を自分で選択）など，単位

制高校らしく生徒が自分の好みに合わせて選

択していく行事を実施しています。 

生徒会のことを本校では自治会と呼び，生

徒たちが自ら活動することを目指しています。 

校内のマナーアップ運動，他校との交流等，

今後さらにより良い自治会活動ができるよう

一生懸命活動しています。 

 部活動の加入は自由で，部及び愛好会活動

は希望する生徒が入部します。バレーボール

部，バスケットボール部，バドミントン部，

陸上競技部，卓球部，手芸部，軽音楽部，イ

ラスト＆文芸部，囲碁将棋部，数学部，放送

部の他に，ダンスの愛好会が活動しています。

運動部は全日制とは別の定時制独自の大会が

あり，県大会で上位に入賞すれば全国大会に

出場できるため，限られた時間の中でどの部

も熱心に活動しています。令和３年度は，陸

上部，バスケットボール部，バドミントン部

が県大会を勝ち抜き，全国大会に出場しまし

た。また，文化部では放送部が第４０回宮城

県高等学校放送コンテスト新人大会テレビキ

ャンペーン部門において奨励賞を受賞しまし

た。その他の文化部も秋の文化祭にむけて，

とても意欲的に活動しています。 

 

（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 

大 学 9  5 8 

短期大学 2 4 0 

専各学校 30 17 14 

就職（県内） 13 19 20 

就職（県外） 2 6 3 

その他 22 16 19 

卒業生計 78 67 64 

          

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数 （1）は省略。 

＜大学・短大＞ 

高知工科大学，東北学院大学(2)，宮城学院女

子大学（2），仙台白百合女子大学，東北文化

学園大学（3），会津大学短期大学部，仙台青

葉学院短期大学 

＜専修各種学校＞ 

仙台高等技術専門校(7)，白石高等技術専門校，

東北職業能力開発大学校，東北電子専門学校

（3），専門学校デジタルアーツ仙台，仙台ビ

ューティーアート専門学校，仙台 ECO動物海

洋専門学校，仙台理容美容専門学校，東北外

語観光専門学校(2)，専門学校花壇自動車大学

校（2），仙台医療・スポーツ専門学校，東北

保健医療専門学校，仙台大原簿記情報公務員

専門学校，仙台こども専門学校（2），仙台医

療福祉専門学校，専門学校日本デザイナー芸

術学院（2），仙台デザイン＆テクノロジー専

門学校，国際トータルファッション専門学校 

＜主な就職＞ 

(株)ヤマダデンキ，(株)コジマ，日本通運（株）

（2）,（株)ベルジョイス（Big Hourse），(株)

全日警仙台支社，（株）紀生（美容 KISEIグル

ープ），トップワーク,協和運輸倉庫（株）（2），

(株)東北ニチレイサービス，(株)カクヤス（2），

陸上自衛隊，(株)ホットマンイエローハット 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市立仙台大志高等学校 

校訓 拓く 磨く 結ぶ 
１ 基本データ 

 
 
 
 

求め，学び，活かす 

学習目的，生活スタイルなどの異なる生

徒が，自ら立てた学習計画に従って，主体
的に学ぶことのできる教育環境を提供し
ます。 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：平成２１年 

課程・学科：定時制課程・普通科 

生徒数：２７０名 

所在地：〒983-0842 

仙台市宮城野区五輪１丁目４番１０号 

電話番号：022-257-0986 

Ｆ Ａ Ｘ：022-298-8248 

 

ホームページアドレス： 

http://www.sendai-c.ed.jp/~taishi/ 

電子メールアドレス： 

taishi@sendai-c.ed.jp 

主な交通機関 ： 

◆ＪＲ仙石線宮城野原駅下車徒歩１０分 

または原町１丁目バス停下車徒歩３分 



 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 

（Ⅰ部） 
90 40% 36 60% 54 

普通科 

（Ⅱ部） 
30 40% 12 60% 18 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科（Ⅰ部）＞  共通選抜 → 特色選抜 

  ＜普通科（Ⅱ部）＞  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（Ⅰ部）＞   普通科（Ⅱ部） 

  ＜普通科（Ⅱ部）＞   普通科（Ⅰ部） 

 

 

 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（Ⅰ部）＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ７：３ 

  ＜普通科（Ⅱ部）＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ７：３ 

 

特色選抜 

  学力検査点と面接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 

（Ⅰ部） 

0点 
※評定は用いない 

500点 
 

面接 
100点 
※集団面接，20

分程度 

600点 

普通科 

（Ⅱ部） 

0点 
※評定は用いない 

500点 
 

面接 
100点 
※集団面接，20

分程度 

600点 

（注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

ホ 社会人特別選抜：有 

 

（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 

（Ⅰ部） 

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 
100点 
※個人面接， 

15分程度 

625点 

普通科 

（Ⅱ部） 

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 
100点 
※個人面接，

15分程度 

625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 

（Ⅰ部） 

出願者数 75 75 73 

合格者数 68 72 70 

普通科 

（Ⅱ部） 

出願者数 20 10 12 

合格者数 20 11 12 

 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

 

種別 日 程 対象学年 試験科目等 

転入学 

令和4年 6月

～12月 随時 

6月～12月  

全学年 国（含作文）・数・英・ 

面接 令和5年 

3月 20日 
新 2・3・4年 

編入学 
令和5年 

3月 20日 
新 2・3・4年 

国（含作文）・数・英・ 

面接 

※編入学は３月のみ 

※海外からの編入学は随時 

 

 
 

授業風景 

 

 

文化祭 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


