泉館山高等学校
校訓 自律 敬愛 貢献

１ 基本データ

ホームページアドレス： https://izumit-h.myswan.ed.jp/
創立：昭和 58 年
電子メールアドレス： izumit-h@od.myswan.ed.jp
課程・学科：全日制課程・普通科
主な交通機関
生徒数：710 名
仙台駅から：仙台市営バス 長命ヶ丘ゆき 泉館山高校前下車 徒歩５分
所在地：〒981-3211
宮城交通バス 宮城大学ゆきまたは JCHO 仙台病院ゆき
仙台市泉区長命 ケ丘東１番地
桜ヶ丘七丁目東下車 徒歩７分
ＴＥＬ：022-378-0975
八乙女駅から：宮城交通バス
加茂小学校経由長命ヶ丘二丁目ゆき 長命ヶ丘二丁目西下車 徒歩７分
ＦＡＸ：022-378-0976
泉中央駅から：仙台市営バス 北環状線経由南吉成ゆき 泉館山高校入口下車 徒歩５分

２ 学校の特色
キャッチフレーズ

大志２０３０
「自分と向き合う力」
「相手と向き合う力」
「社会と向き合う力」
の３つの力を柱として，
９つの力（
「館高力」
）
①言語力②対話力③情報分析力
④思考力⑤判断力⑥発信力
⑦実践力⑧協働力⑨課題解決力
の獲得を目標に教育活動を行います。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
仙台市の北部，泉区の静かな住宅地長命ヶ
丘に昭和５８年に誕生した学校です。近くに
は小・中学校，高校，専門学校，大学などさ
まざまな校種の学校や県立図書館があるなど，
文教的環境に恵まれています。
校章は，藤原氏が築城したといわれる長命
館にちなんだ城址の記号を三つ組合せ，三つ
の校訓を託しました。内部に樹木の王者とい
われる校木樅（モミ）をデザインし，洋々た
る前途のシンボルとしたものです。
自慢の広大なグラウンドには，野球場，サ
ッカー場，４００ｍトラック，ソフトボール
場，テニスコート，ハンドボールコート，プ
ール等があります。
施設は，４階建て校舎２棟，昇降口棟，体
育館，柔剣道場，弓道場，部室棟２棟，授業
や講習，会議，合宿などに使われる多目的ホ
ールの翠樅会館，そして平成２４年には開校
３０周年記念事業の一環として進路学習室，
平成２６年には管理棟にエレベーターが作ら
れました。また，令和３年に全普通教室にエ
アコンが設置され，トイレもほとんど洋式化
されました。
（２）教育方針
「豊かな情操と道徳性ならびに国際的視
野を備えた，心身ともに健康で実践力に富む
人間を育成する」を教育方針とし，次の３つ
を教育目標に定めています。

(1) 自主自律の実践力を培い，
公正な判断力
を養う。
(2) 自他の人格を尊重し，相互に信頼し，協
力し合える豊かな愛情を身につける。
(3) 社会において果たすべき自己の使命を
自覚し，広い視野をもって社会の進展に
貢献するために必要な資質を備える。
（３）教育課程の特色
５０分で週３４コマの授業があります。
ア 第１学年では，基礎科目の充実に努め，
基本的な知識が確実に身につくようにして
います。また，高校で取るべき必履修科目
のほとんどが１年で取れるようになってい
ます。
イ 第２学年からは生徒の進路目標に合わせ
て文系・理系のいずれかの類型に分かれ，
生徒個々の能力・適性・興味・関心などに
適した科目の選択ができます。
ウ 第３学年になると，進路実現に向けてよ
り深く学習ができるように，重点科目は単
位を増やすなど着実に学力が付くように配
慮しています。
１年次に身近な事柄を基にした課題研究，
２年次に地域を基にした課題研究，３年次に
学修計画書の作成を主として行う総合的な探
究の時間や，先生方手作りの資料を読んで見
聞を広める朝の「館山タイム」も特徴です。
（４）行事・生徒会活動・部活動
主な行事として，４月の新入生オリエンテ
ーションに始まり，
泉三校定期戦，
生徒総会，
進路講演会，球技大会，翠樅祭（文化祭）
，芸
術鑑賞会，授業公開，体育祭，そして３泊４
日で関西方面に行く修学旅行，１２月のイル
ミネーション点灯があります。
球技大会では，クラス毎に作成したユニフ
ォームを着用してプレーします。体育祭では
全校を３チームに分け，色別の鉢巻きをして
戦います。男子の「騎馬戦」
，女子の「炎の女」
が特に盛り上がります。
生徒会は，本部役員を始め各委員会や応援
団幹部会などが三大行事
（球技大会，
翠樅祭，
体育祭）を中心に活発な活動を展開していま
す。また応援団及びチアリーダーも勇壮かつ
華麗な応援を行っています。
部活動は，文化部が１０，運動部が１４あ
り，全員入部制をとっています。昨年の主な
結果は，運動部では，陸上競技部が走り高跳
びで東北大会出場。女子硬式テニス部が県総

体団体ベスト８，シングルス第６位，全日本
ジュニア選手権大会（春季ジュニア大会）シ
ングルス第６位，ダブルス第３位で東北大会
出場。
女子ハンドボール部が県総体ベスト８。
女子卓球部が県総体学校対抗ベスト８。文化
部では，家庭部が全国高校レシピコンテスト
第３位。吹奏楽部が全日本高校生管打楽器ソ
ロコンテスト東北大会出場，全日本吹奏楽コ
ンクール東北大会銀賞。囲碁将棋部が全国高
等学校文化連盟将棋新人大会出場など，さま
ざまな大会で活躍しています。
（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)
路

R3

R2

R1

国公立大学

進

120
0
109
0
10
0
29
268

121
2
106
0
13
1
30
273

109
1
133
0
6
2
26
277

国公立短大
私立大学
私立短大
専各学校
就職
その他
卒業生計

主な進路先（令和４年３月卒業生）
( )内は人数 (1)は省略。
〈国立大学〉
東北大学(4)，宮城教育大学(6)，小樽商科大学，
北海道教育大学(4)，室蘭工業大学(4)，弘前大
学(4)，岩手大学(9)，秋田大学(2)，山形大学(29)，
福島大学(8)，茨城大学，埼玉大学，東京外国
語大学，横浜国立大学，新潟大学(10)，富山
大学，信州大学，長崎大学
〈大学校〉
防衛大学校
〈公立大学〉
宮城大学(16)，青森県立保健大学，岩手県立
大学(4)，秋田公立美術大学，山形県立米沢栄
養大学，福島県立医科大学，高崎経済大学(2)，
横浜市立大学，新潟県立大学(2)，都留文科大
学，愛知県立芸術大学，県立広島大学
〈私立大学〉
東北学院大学(33)，東北福祉大学(16)，宮城
学院女子大学(4)，東北工業大学(8)，東北文化
学園大学(2)，東北医科薬科大学(4)，東北芸術
工科大学，文教大学(2)，上智大学，東京理科
大学(2)，明治大学，立教大学，中央大学(3)，
成蹊大学(2)，國學院大學，日本大学(2)，東洋
大学(3)，駒澤大学，
東海大学，
立命館大学(2)，
関西学院大学

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

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
選抜人数等
募集
学科
共通選抜
特色選抜
定員
割合
人数
割合
人数
普通科
240
90%
216
10%
24
ロ 選抜順序
＜普通科＞

共通選抜 → 特色選抜
①

ハ 共通選抜及び特色選抜について

② 制服

校舎

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 ＝ ７：３
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
（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。
配点
学科
普通科

調査書
195 点

学力検査

合計

500 点

695 点

※音楽・美術・
保体・技家の評
定を２倍

③泉三校定期戦

④吹奏楽部定期演奏会

(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
225 点
普通科

※社会・理科・
音楽・美術・保
体・技家の評定
を２倍

300 点

合計
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・出願者数・合格者数（第二次募集は除く）
学科
普通科

年度

R4

R3

R2

出願者数

344
241

277
240

352
240

合格者数

（４）令和４年度転編入学試験について
日程
対象学年
令和 4 年 7 月 13 日
全学年
令和 4 年 9 月 28 日
全学年
令和 4 年 12 月 21 日
全学年
令和 5 年 3 月 17 日
新 2･3 年
※ 編入学は３月のみ
※ 海外からの編入学は随時

（７月以降分）
試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接

⑤イルミネーション点灯

