
学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語・数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　 　　  ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ６５０点
　　　・　国語，数学，英語・・・得点を１．５倍にする
　　　・　社会，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　９２０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　志望動機等
　４　観点
　　　態度，意志　等

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース なし

　本校は，「志操凜風」「進取創造」「自彊不息」の校訓のもと，心身ともに健全で，地域社会及び国家に貢献するとともに，グローバルな視点に
立って，自ら問い学びを深めながら社会の変化に対応し，社会をリードできる有為な人材の育成を目指しています。普通科の教育課程は，進学
重視型単位制で，多彩な選択科目を設定し，生徒の興味関心，能力・適性や将来の進路希望に対応できるように工夫されています。また，少人
数での授業・習熟度別での授業を通して，生徒一人一人を大切にするきめ細かな指導を行っています。
　そこで，高い学力を有し，大学を中心とした上級学校への進学を目指し，特別活動に積極的に取り組む，次の１～３に当てはまる生徒を求めま
す。

　１　向学心旺盛で，日々の授業を大切にし，入学後，高い探究心をもって勉学に取り組むことができる生徒
　２　５教科の学習成績が優秀で，特に国語，数学，英語の学習成績が優秀である生徒
　３　特別活動（学級活動，生徒会活動，学校行事等），スポーツ活動，文化活動，社会活動，ボランティア活動等において，集団を率いる能力
   や顕著な実績がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の１，２を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県白石高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １９２人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ４８人　（募集定員の２０％）

　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は７：３とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ７  ： ３



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語・数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　　６０点
　　　　　  　合計　　５８５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　志望動機等
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　２０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　看護師について
　　(3)　中学校での活動状況
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　 30点
　　(2)　意志等　30点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ７  ： ３
　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は７：３とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　　 ６５０点
　　　・　国語，数学，英語・・・得点を１．５倍にする
　　　・　社会，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接 　　　　　　　６０点
　　　　　　　 　合計　９８０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

第２志望とすることができる
学科・コース 普通科 面接

宮城県白石高等学校 看護科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，「志操凜風」「進取創造」「自彊不息」の校訓のもと，心身ともに健全で，地域社会及び国家に貢献するとともに，グローバルな視点に
立って，自ら問い学びを深めながら社会の変化に対応し，社会をリードできる有為な人材の育成を目指しています。看護科は，高校と専攻科の５
年一貫教育により看護師国家試験受験資格が得られる県内唯一の学校です。また，看護の基礎から応用さらには実践的な学びを通し，地域や
社会の保健医療福祉を支え，社会のニーズに対応した人間性豊かな質の高い看護職者を育成します。看護職を目指す自覚と誇りを持ち，５年
間意欲的に勉学する意志を有する，次の１～４に当てはまる生徒を求めます。

　１　看護師志望の意志が明確で，５年一貫教育の看護師養成を理解している生徒
　２　看護師は人と関わる仕事であることを理解し，他者への関心をもち，思いやりをもって他者と関わり，繋がりがもてる生徒
　３　５教科の学習成績が優秀で，特に国語，数学，英語の学習成績が優秀である生徒
　４　特別活動（学級活動，生徒会活動，学校行事等），スポーツ活動，文化活動，社会活動，ボランティア活動等において，集団を率いる能力
   や顕著な実績をもっている生徒

　特に，特色選抜においては，上記１～３を重視します。
　

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 １００点
　　　　　  　　　合計　５９５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　８７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

普通科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　 本校は，様々な進路希望をもつ生徒が自己実現を図ることのできる学校です。学習活動では学び直しにより基礎学力の向上を図るとともに，
ティーム・ティーチング（ＴＴ），習熟度別学習，ＩＣＴの利活用を通し，授業内容を理解し，分かる喜びを実感できる授業実践に努めています。この
他，地域に貢献するボランティア活動を推進することで，多様な価値観を受け入れ，かつ行動力を身に付けた生徒の育成に努めています。
　 心豊かで心身ともにたくましく，自ら課題を解決する意欲と他を敬愛する心をもち，自らの意志で行動する，次の１～５の全てに当てはまる生徒
を求めます。

　１　地域社会に貢献し，かつ支えようとする強い意志と高い志をもつ生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，本校での様々な活動に真剣に取り組む意志のある生徒
　３　希望進路の達成に向けて継続的に努力し，最後まで諦めずに挑戦し続ける生徒
　４　日々の授業を大切にし，落ち着いて学習活動に取り組む生徒
　５　規範意識が高く，ルールに基づいて学校生活を送る生徒

　特に，特色選抜においては，上記４及び５の全てに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県蔵王高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　1　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　10点
　　(2)　表現力等　　90点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）

　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は４：６とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ４  ：  ６



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県白石工業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県南唯一の工業高校として，地域に根ざしつつ社会で活躍できる工業技術者の育成を目指しています。
　特に，地域産業を支える人材の育成を目指し，身に付けた技術や技能を活かし，関連産業への就職や大学またはその他の上級学校等への進
学を通じて，夢を実現しようとする意欲があり，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　工業やものづくりに興味があり，機械を用いた作品製作や機械の設計デザインに関心をもっている生徒
　２　機械に関する専門知識及び技術・技能を習得し，機械関係への就職や工業系分野への進学を目指している生徒
　３　あいさつや身だしなみといった，社会人に求められる生活習慣を確立し，３年間の学習活動や，志望学科の専門性を活かした資格の取得
   に積極的に取り組む意欲がある生徒
　４　部活動（運動部・文化部），学校行事，ボランティア活動等に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も前向きに取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４に当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

電気科，工業化学科，建築科，設備工業科 なし

共　通　選　抜 ６４人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２２５点
　　　・　国語，社会，英語 ・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　技術家庭・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　 ４２５点
　　　・　国語，社会，英語・・・得点を０．７５倍にする
　　  ・　数学，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　６５０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２２５点
　　　・　国語，社会，英語 ・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　技術家庭・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　 ４２５点
　　　・　国語，社会，英語・・・得点を０．７５倍にする
　　  ・　数学，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　６５０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

機械科，工業化学科，建築科，設備工業科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県白石工業高等学校 電気科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県南唯一の工業高校として，地域に根ざしつつ社会で活躍できる工業技術者の育成を目指しています。
　特に，地域産業を支える人材の育成を目指し，身に付けた技術や技能を活かし，関連産業への就職や大学またはその他の上級学校等への進
学を通じて，夢を実現しようとする意欲があり，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　工業やものづくりに興味があり，電気・電子・情報に関心をもっている生徒
　２　電気に関する専門知識及び技術・技能を習得し，電気関係への就職や工業系分野への進学を目指している生徒
　３　あいさつや身だしなみといった，社会人に求められる生活習慣を確立し，３年間の学習活動や，志望学科の専門性を活かした資格の取得
   に積極的に取り組む意欲がある生徒
　４　部活動（運動部・文化部），学校行事，ボランティア活動等に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も前向きに取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４に当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２２５点
　　　・　国語，社会，英語 ・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　技術家庭・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　 ４２５点
　　　・　国語，社会，英語・・・得点を０．７５倍にする
　　  ・　数学，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　６５０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

機械科，電気科，建築科，設備工業科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県白石工業高等学校 工業化学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県南唯一の工業高校として，地域に根ざしつつ社会で活躍できる工業技術者の育成を目指しています。
　特に，地域産業を支える人材の育成を目指し，身に付けた技術や技能を活かし，関連産業への就職や大学またはその他の上級学校等への進
学を通じて，夢を実現しようとする意欲があり，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　工業やものづくりに興味があり，地球環境や化学の実験に関心をもっている生徒
　２　化学に関する専門知識及び技術・技能を習得し，化学関係への就職や工業系分野への進学を目指している生徒
　３　あいさつや身だしなみといった，社会人に求められる生活習慣を確立し，３年間の学習活動や，志望学科の専門性を活かした資格の取得
   に積極的に取り組む意欲がある生徒
　４　部活動（運動部・文化部），学校行事，ボランティア活動等に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も前向きに取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４に当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県白石工業高等学校 建築科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県南唯一の工業高校として，地域に根ざしつつ社会で活躍できる工業技術者の育成を目指しています。
　特に，地域産業を支える人材の育成を目指し，身に付けた技術や技能を活かし，関連産業への就職や大学またはその他の上級学校等への進
学を通じて，夢を実現しようとする意欲があり，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　工業やものづくりに興味があり，木工・建築模型等の作品製作や設計デザイン等に関心をもっている生徒
　２　建築に関する専門知識及び技術・技能を習得し，建築関連分野への就職や工業系分野への進学を目指している生徒
　３　あいさつや身だしなみといった，社会人に求められる生活習慣を確立し，３年間の学習活動や，志望学科の専門性を活かした資格の取得
   に積極的に取り組む意欲がある生徒
　４　部活動（運動部・文化部），学校行事，ボランティア活動等に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も前向きに取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４に当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

機械科，電気科，工業化学科，設備工業科 なし

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２２５点
　　　・　国語，社会，英語 ・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　技術家庭・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　 ４２５点
　　　・　国語，社会，英語・・・得点を０．７５倍にする
　　  ・　数学，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　６５０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県白石工業高等学校 設備工業科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県南唯一の工業高校として，地域に根ざしつつ社会で活躍できる工業技術者の育成を目指しています。
　特に，地域産業を支える人材の育成を目指し，身に付けた技術や技能を活かし，関連産業への就職や大学またはその他の上級学校等への進
学を通じて，夢を実現しようとする意欲があり，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　工業やものづくりに興味があり，空気調和（冷房・暖房・換気），上下水道，防災設備などの生活と密着した設備に関心をもっている生徒
　２　設備に関する専門知識及び技術・技能を習得し，建設業，製造業等の設備関係への就職や工業系分野への進学を目指している生徒
　３　あいさつや身だしなみといった，社会人に求められる生活習慣を確立し，３年間の学習活動や，志望学科の専門性を活かした資格の取得
   に積極的に取り組む意欲がある生徒
　４　部活動（運動部・文化部），学校行事，ボランティア活動等に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も前向きに取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４に当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

機械科，電気科，工業化学科，建築科 なし

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２２５点
　　　・　国語，社会，英語 ・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　技術家庭・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　 ４２５点
　　　・　国語，社会，英語・・・得点を０．７５倍にする
　　  ・　数学，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　６５０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　   ７５点
　　　　　　  合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・ 全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・ 得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する６０人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態     個人面接
　２　時間     １０分程度
　３　内容
　 (1)  志望動機
   (2)  中学校での活動状況
   (3)  高校での活動意欲
   (4)  進路希望
   (5)  その他
　４　観点
   (1)  態度      　 ２５点
   (2)  表現力等　５０点

総合学科

特色選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，知・徳・体の調和のとれた幅広い力量を備え，夢と志をもって社会や地域の発展に貢献できる生徒の育成に努めています。また，落ち
着いた潤いのある学習環境が整い，総合学科として特色ある教育活動を推進し，保護者・地域から信頼されている学校です。スローガン 「生活
に活気，学習に意欲，行動に責任」 の下，次に示す本校の教育目標に沿って努力する，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　主体的に考えて行動できる力をもち，自らの夢や希望の実現を図るために努力する生徒
　２　歴史や文化及び規範を尊重する心と責任感や思いやりの心を持ち，地域社会に貢献できる生徒
　３　健康な身体，基本的な生活習慣を身に付ける生徒
　４　中学校で高い学習意欲をもち，努力を続けてきた生徒
　５　中学校で部活動，ボランティア活動等にしっかりと取り組みながら，学習と両立させてきた生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県村田高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人宮城県柴田農林高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
    　(3)　高校生活での目標
　　(4)　将来の進路志望
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　　  20点
　　(2)　表現力等　　 　130点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　   ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査   ２２５点
　　　・　国語，数学，英語（各教科７５点満点）
　３　面接          １５０点
　　　　     合計　 ６４５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　    １５０点
　　　　     合計　 ６７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

食農科学科・
動物科学科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース 森林環境科・園芸工学科

　本校は，多様な産業界で活躍できるふるさと定住後継者の育成を目指し，地域や生徒の実態に即して，特色と魅力ある幅広い職業教育・職業
準備教育を展開しています。
　また，グローバル社会に対応できる国際的視野をもち，社会の進展に寄与する人物を目指し，高い知性，豊かな情操，優れた道徳性と健康な
体をもち，さらに正義と勤労を愛し，人を敬うことのできる調和のとれた人間の育成に努めています。
　そこで，食農科学科・動物科学科では，野菜や果樹，動物の生産・飼育から流通・加工・消費に至る学習に意義と価値を見いだし，将来，これ
らの分野で地域に貢献し，活躍することを目指して学習に取り組もうとする意欲があり，次の１～６に当てはまる生徒を求めています。
　
　１　基本的な生活習慣が身に付いており，学習に自主的・意欲的に取り組む生徒
　２　学校内の活動（生徒会活動や学級活動，清掃，部活動など）や学校外の活動（ボランティア活動など）などに意欲的・継続的に取り組む
   生徒
　３　専門教育に必要となる基礎的な知識，特に国語，数学，社会，英語，理科の成績が良好な生徒
　４　農業への興味・関心があり，自らの知識・技能を高めようと努力する生徒
　５　進路実現の為に高い志をもち，学んだ専門性を生かそうと意欲をもって取り組む生徒
　６　職業教育を通して勤労観，職業観を身に付け，地域や社会の発展のために貢献しようとする生徒

　特に，特色選抜においては，上記の３，４を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　   ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査   ２２５点
　　　・　国語，数学，英語（各教科７５点満点）
　３　面接          １５０点
　　　　     合計　 ６４５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
    　(3)　高校生活での目標
　　(4)　将来の進路志望
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　　  20点
　　(2)　表現力等　　 　130点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　    １５０点
　　　　     合計　 ６７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 特色選抜 共通選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 食農科学科・動物科学科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県柴田農林高等学校
森林環境科・
園芸工学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，多様な産業界で活躍できるふるさと定住後継者の育成を目指し，地域や生徒の実態に即して，特色と魅力ある幅広い職業教育・職業
準備教育を展開しています。
　また，グローバル社会に対応できる国際的視野をもち，社会の進展に寄与する人物を目指し，高い知性，豊かな情操，優れた道徳性と健康な
体をもち，さらに正義と勤労を愛し，人を敬うことのできる調和のとれた人間の育成に努めています。
　そこで，森林環境科・園芸工学科では，自然環境・造園・土木のものづくりや草花・植物バイオテクノロジーなどの学習に意義と価値を見いだ
し，将来，これらの分野で地域に貢献し，活躍することを目指して学習に取り組もうとする意欲があり，次の１～６に当てはまる生徒を求めていま
す。
　
　１　基本的な生活習慣が身に付いており，学習に自主的・意欲的に取り組む生徒
　２　学校内の活動（生徒会活動や学級活動，清掃，部活動など）や学校外の活動（ボランティア活動など）などに意欲的・継続的に取り組む
   生徒
　３　専門教育に必要となる基礎的な知識，特に国語，数学，社会，英語，理科の成績が良好な生徒
　４　農業への興味・関心があり，自らの知識・技能を高めようと努力する生徒
　５　進路実現の為に高い志をもち，学んだ専門性を生かそうと意欲をもって取り組む生徒
　６　職業教育を通して勤労観，職業観を身に付け，地域や社会の発展のために貢献しようとする生徒

　特に，特色選抜においては，上記の３，４を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　    合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，理科，英語・・・得点を１．０倍にする
　３　面接                 ７５点
　　　　　　　 合計　　８００点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

面接・実技・作文

普通科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校では，校訓である『質実剛健・自律調和』の下，基礎・基本の着実な定着を図る等，学力の伸長を図るとともに，部活動等の特別活動への
積極的な参加を促し，心身の調和のとれた生徒の育成に努めています。また，地域に貢献できる人材の育成を目指し，奉仕の精神をもち，自主
的・自律的・意欲的に生き生きと活動する生徒の育成に努めています。
  そこで，次の１～３の全てに当てはまり，かつ４，５いずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校で学ぼうとする理由が明確で，自主・自律の精神で何事にも意欲的に取り組む生徒
　２　基礎・基本的学力の向上を目指し，継続的に努力できる生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために部活動や特別活動に積極的に取り組む生徒
　４　中学時代に部活動や生徒会活動等の特別活動，その他校外でのスポーツ活動・文化活動に励み，入学後も継続して意欲的に取り組むと
     ともに，リーダーシップを発揮することができる生徒
　５　ボランティア活動に参加した実績があり，入学後も積極的に地域社会に貢献する意志のある生徒

  特に特色選抜においては，上記４及び５の両方の項目に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県柴田農林高等学校川崎校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
       (1)  態度　 　　　　　15点
       (2)  表現力　　　　　15点
       (3)  判断力　　　　　15点
       (4)  協調性　　　　　15点
       (5)  責任感　　　　　15点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県大河原商業高等学校 流通マネジメント科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，生徒一人一人が心豊かで，薫り高い芸術文化の創造者となるとともに，社会に貢献できる人間の育成を目指す学校です。地域，家
庭，学校，企業が一体となり，人や社会との関わりの中で，積極性，協調性，責任感，忍耐力を養い，豊かな心や社会性を身に付けることを目標
としています。
　その実現に向けて「大商ブランド」の育成を掲げ，読み書き計算能力の基礎学力と教養を身に付けるとともに，挨拶や礼儀作法のビジネスマ
ナーを備えた地域社会に貢献しリードし続ける質の高いビジネスマンを育成することを目標としています。
　本校流通マネジメント科では，これらのことを達成するために挑戦する，次の１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　商業教育に強い興味と関心をもち，意欲的に学習活動に取り組む生徒
　２　コミュニケーション能力や販売に関する専門的な知識と技術を習得し，各種の職業資格・検定試験の取得を目標に挑戦していく生徒
　３　将来，ビジネス界において活躍しようと志していること及び大学等の商業系学部へ進学を希望することを目指す生徒
　４　中学校生活において日常生活の努力を怠らず，日々の学習を大事に取り組む生徒
　５　特別活動・文化的・体育的活動等で顕著な成績を収め，高校入学後も活動を継続する意志があり，学習活動にも意欲的に取り組む生徒
　６　職業教育を通じて勤労観，職業観を身に付け，地域や社会の発展のために貢献しようとする生徒

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 情報システム科，OA会計科 なし

共　通　選　抜 ５６人　（募集定員の７０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２４人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２４人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１３５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計　４３５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１３５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計　４３５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし

共　通　選　抜 ５６人　（募集定員の７０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２４人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２４人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 流通マネジメント科，OA会計科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県大河原商業高等学校 情報システム科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，生徒一人一人が心豊かで，薫り高い芸術文化の創造者となるとともに，社会に貢献できる人間の育成を目指す学校です。地域，家
庭，学校，企業が一体となり，人や社会との関わりの中で，積極性，協調性，責任感，忍耐力を養い，豊かな心や社会性を身に付けることを目標
としています。
　その実現に向けて「大商ブランド」の育成を掲げ，読み書き計算能力の基礎学力と教養を身に付けるとともに，挨拶や礼儀作法のビジネスマ
ナーを備えた地域社会に貢献しリードし続ける質の高いビジネスマンを育成することを目標としています。
　本校情報システム科では，これらのことを達成するために挑戦する，次の１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　商業教育に強い興味と関心をもち，意欲的に学習活動に取り組む生徒
　２　情報処理能力やコンピュータに関する専門的な知識と技術を習得し，各種の職業資格・検定試験の取得を目標に挑戦していく生徒
　３　将来，ビジネス界において活躍しようと志していること及び大学等の商業系学部へ進学を希望することを目指す生徒
　４　中学校生活において日常生活の努力を怠らず，日々の学習を大事に取り組む生徒
　５　特別活動・文化的・体育的活動等で顕著な成績を収め，高校入学後も活動を継続する意志があり，学習活動にも意欲的に取り組む生徒
　６　職業教育を通じて勤労観，職業観を身に付け，地域や社会の発展のために貢献しようとする生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１３５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計　４３５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 流通マネジメント科，情報システム科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県大河原商業高等学校 ＯＡ会計科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，生徒一人一人が心豊かで，薫り高い芸術文化の創造者となるとともに，社会に貢献できる人間の育成を目指す学校です。地域，家
庭，学校，企業が一体となり，人や社会との関わりの中で，積極性，協調性，責任感，忍耐力を養い，豊かな心や社会性を身に付けることを目標
としています。
　その実現に向けて「大商ブランド」の育成を掲げ，読み書き計算能力の基礎学力と教養を身に付けるとともに，挨拶や礼儀作法のビジネスマ
ナーを備えた地域社会に貢献しリードし続ける質の高いビジネスマンを育成することを目標としています。
　本校OA会計科では，これらのことを達成するために挑戦する，次の１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　商業教育に強い興味と関心をもち，意欲的に学習活動に取り組む生徒
　２　簿記やコンピュータに関する専門的な知識と技術を習得し，各種の職業資格・検定試験の取得を目標に挑戦していく生徒
　３　将来，ビジネス界において活躍しようと志していること及び大学等の商業系学部へ進学を希望することを目指す生徒
　４　中学校生活において日常生活の努力を怠らず，日々の学習を大事に取り組む生徒
　５　特別活動・文化的・体育的活動等で顕著な成績を収め，高校入学後も活動を継続する意志があり，学習活動にも意欲的に取り組む生徒
　６　職業教育を通じて勤労観，職業観を身に付け，地域や社会の発展のために貢献しようとする生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人宮城県柴田高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ９６人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ２４人　（募集定員の２０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  １００点
　　　・　国語（１００点満点）
　　　　　  　合計　２９５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　合計　　 ６９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２４人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

面接・実技・作文

なし

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース なし

　　本校は，多くの生徒が勉強と部活動の両立に励み，文武両道を実践しています。校風である「夢実現」を体現する主体的で創造的な生徒の
育成に努め，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。基礎的・基本的な知識・技能習得と学力の伸長を図り，社会に
貢献できる人材の育成を目指します。
　自ら学び，自ら考え，主体的に判断し行動できる豊かな人間性と生活習慣を確立し，自律的・意欲的に生き生きと活動する，次の１～４の全て
に当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への志望動機が明確で，強い意欲をもって文武両道を実践し，自分自身を高めたい生徒
　２　生き生きとした規律ある学校生活を送り，豊かな人間性を育むための不断の努力ができる生徒
　３　進路について明確な目標をもち，基礎的・基本的な学力の定着を図り，その実現に向かって日々の授業を大事にする生徒
　４　生徒会活動・部活動・校外スポーツ・文化活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して何事にも意欲的に取り組める生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記の４に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  １２５点
　　　・　国語（１２５点満点）
　３　実技 　　　　 ３２０点
　　　　　  　合計  ６４０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 １２５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・得点を０．２５倍にする
　３　実技　　　　 　３２０点
　　　　　　　 合計　６４０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び実技の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する３６人
   の１３０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び実技の得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。

面接・実技・作文

Ⅰ　実技
　１　形態
　　　個人実技
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

体育科

特色選抜

実技
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科

　本校は，多くの生徒が勉強と部活動の両立に励み，文武両道を実践しています。校風である「夢実現」を体現する主体的で創造的な生徒の育
成に努め，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。基礎的・基本的な知識・技能習得と学力の伸長を図り，社会に貢
献できる人材の育成を目指します。
　本校体育科では，優れた実績をあげるとともに，スポーツ活動を通して，豊かな人間性と生活習慣を育み，自ら学び，自ら考え，主体的に判断
し行動する実践力を身に付けるために活動する，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への志望動機が明確で，強い意欲をもって文武両道を実践し，自分自身を高めたい生徒
　２　生き生きとした規律ある学校生活を送り，豊かな人間性を育むための不断の努力ができる生徒
　３　進路について明確な目標をもち，その実現に向かって日々の授業を大事にする生徒
　４　生徒会活動・校外活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して何事にも意欲的に取り組み，高い志を有している生徒
　５　運動部活動，校外におけるスポーツ活動等において，特に優れた能力を有する生徒や顕著な実績をあげた生徒で，本校指定の専門実技
   種目に競技力向上に向けて強い意志を持って取り組もうとする生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記の５に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県柴田高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　実技
　１　形態
　　　個人実技
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　専攻実技種目に関する
　　　　　運動能力
　　(2)　その他
　４　観点
　　　技能・体力，態度を総合的に評
   価する

※実技については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の９０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １６０人宮城県角田高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １４４人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の１０％）

　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ６  ：  ４

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　  ・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

面接・実技・作文

なし

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，伊具地区で唯一の普通科の高校で，地域からの期待も高く，積極的に地域の問題に取り組み，地域に貢献できる人材を求めていま
す。また，国際交流にも力を入れ，グローバル化に対応できる人材の育成も目指しています。生徒は，「質実剛健」の校訓のもと，学習と部活動の
文武両道に励み，心身の鍛練に日夜努力しています。また，もう一つの校訓である「自他敬愛」の精神も常に心がけ，個人や部活動単位で地域
におけるボランティア活動に関わっています。このような活動を通して自分を理解し，自分にあった職業を考えて将来の理想像を描く機会をもち，
それぞれの夢を実現するために日々の学習に勤しんでいます。そのため，進路希望は大学進学から就職まで多岐に渡り，様々な進路の生徒に
対して少人数教育の利点を生かした手厚い指導を行っています。いずれの進路を達成するにしてもその基礎となるものは日々の授業であり，基
礎学力を有することが不可欠だと考えています。
　以上のような本校の精神や活動に共感し，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　主体的に地域社会や国際社会に関わりをもちながら，社会貢献に強い意欲をもつ生徒
　２　理想的な自分となるために，何事にも積極的に取り組み，新しいことに挑戦しようとする生徒
　３　挨拶や自己規律など基本的生活習慣が身に付いており，周りの信頼を得るための努力を惜しまない生徒
　４　目的をもって日々の学校生活に向き合い，学習と部活動の両立のため一生懸命に取り組む生徒
　５　日々の授業を大切にし，社会に出ても通用するような基礎学力を有している生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人宮城県伊具高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路状況
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　25点
　　(2)　表現力等　　80点

※面接については，1日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

　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は４：６とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ４  ：  ６

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　  　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１０５点
　　　　　　　 合計　８００点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する６０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　1５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

総合学科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校の校訓は「質実剛健」「穏健着実」で，総合学科の特色ある多様な教科・科目の選択履修を通した教育によって，地域社会の将来を託す
にふさわしい，「生きる智恵」にあふれた人材の育成を目指しています。
　また，生徒の学習意欲を喚起し，主体的・対話的で深い学びにより学力向上を図っています。
　本校の校訓に共感し，勉学に向上心をもって取り組むと共に明確な進路意識をもち，進路を実現しようと努力する，次の１～５の全てに当ては
まる生徒を求めます。

　１　本校を志望する理由が明確である生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　進路実現に向かって継続的に努力し，積極的にインターンシップ等の体験活動に取り組もうとする生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動，校外でのスポーツ活動または文化活動で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲ある生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２４０人宮城県名取高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １９２人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ４８人　（募集定員の２０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接　　　　　　３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　　  　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　 　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　  合計　　８９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動状況等
　４　観点
　　（1）　関心・意欲
　　（2）　態度
　　（3）　表現力等

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース なし

　本校は，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和を重視する「生きる力」
を育成し，望ましい生活習慣の確立を図り，正しい倫理観，規範意識と自他を尊重する生徒の育成に努めています。また，望ましい職業観・勤労
観を醸成し，主体的に自己の生き方を考え行動する態度を育成することに努め，家庭（保護者）・地域社会に支持され信頼される開かれた学校
です。
　学業・人物ともに優れ，自主的・意欲的にいきいきと活動する，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校で学ぼうとする理由が明確で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　自分の将来について明確な目標をもち，その実現のために積極的に学習に取り組もうとする生徒
　４　部活動，校外でのスポーツ活動・文化活動で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接　　　　　　３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　　  　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動状況等
　４　観点
　　（1）　関心・意欲
　　（2）　態度
　　（3）　表現力等

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２２５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育 ・・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　技術家庭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７２５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県名取高等学校 家政科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和を重視する「生きる力」
を育成し，望ましい生活習慣の確立を図り，正しい倫理観，規範意識と自他を尊重する生徒の育成に努めています。また，望ましい職業観・勤労
観を醸成し，主体的に自己の生き方を考え行動する態度を育成することに努め，家庭（保護者）・地域社会に支持され信頼される開かれた学校
です。
　学業・人物ともに優れ，自主的・意欲的にいきいきと活動する，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校で学ぼうとする理由が明確で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　自分の将来について明確な目標をもち，その実現のために積極的に学習に取り組もうとする生徒
　４　部活動，校外でのスポーツ活動・文化活動で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒
　５　「技術・家庭」の教科に強い興味関心をもち，特に食物・被服・保育・福祉といった生活産業の担い手を目指し，大学またはその他の上級学
   校への進学や関連産業への就職を希望し，夢を実現しようとする意欲がある生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２８０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １８０点
　　　・　国語，数学，英語　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　６８０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２８人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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。

面接・実技・作文

なし

普通科

特色選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，｢人間愛」，「創造」，「貢献」の校訓のもと，安心・安全な学校づくりと支えあう人間関係を大切にした学校経営を行っています。生徒は
素直で真面目であり，お互いを思いやることができる者が多く，また，日々の高校生活において，学習や部活動等に積極的に取り組んでおり，自
主性，自律性を身に付けるべく切磋琢磨しています。生徒個々の進路希望を実現できるよう，上級学年ほど進学のための選択科目を多く配置
し，丁寧な学習指導を実施しています。
　そこで本校では，自己の様々な可能性に挑戦し，自己開発に取り組み，自己の将来像を考えその希望に向かって努力を継続できる生徒で，
具体的には次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　希望する進路に向かって平常の授業を大切にし，特に国語・数学・英語の３教科において優秀な成績の生徒
　２　３年間，部活動や校外のスポーツ活動・文化活動・ボランティア活動等に継続して取り組むことができる生徒
　３　生徒会活動，各種検定試験，学校行事等に積極的に参加する意思をもつ生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県名取北高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ２５２人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 ２８人　（募集定員の１０％）

　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ６  ：  ４



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県亘理高等学校
普通科・

普通コース

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校普通科・普通コースでは大学・短大・専門学校や公務員受験など多様な進路目標達成のための基礎的な学力を身に付けさせるために，
普通科目の指導に重点を置き，教養豊かな社会人・職業人としての資質を育成することに努めています。
　大学・専門学校等への進学，又は公務員等を目指す明確な目標をもち，学習に積極的に取り組む，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求め
ます。

　１　本学科で学ぼうとする理由が明確で，自主・自立の精神で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　進路実現に向かって継続的に努力し，積極的にインターンシップ等の体験活動に取り組もうとする生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動や校外活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

  特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科（園芸コース） 面接

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　 （1）　志望動機
　 （2）　中学校での活動状況
　 （3）　将来の進路
　 （4）　その他
　４　観点
　 （1）　態度      　　　45点
　 （2）　表現力等　　180点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　　 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　 　 　　２２５点
　　　　　 　  合計　１０１７．５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　１８０点
　　　　　  　　合計　７０５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　 （1）　態度      　　　36点
　 （2）　表現力等　　144点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　１８０点
　　　　　  　　合計　７０５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　 （1）　態度      　　　36点
　 （2）　表現力等　　144点

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　 （1）　志望動機
　 （2）　中学校での活動状況
　 （3）　将来の進路
　 （4）　その他
　４　観点
　 （1）　態度      　　　45点
　 （2）　表現力等　　180点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　　 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　 　 　　２２５点
　　　　　 　  合計　１０１７．５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科（普通コース） 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県亘理高等学校
普通科・

園芸コース

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校普通科・園芸コースでは普通科としての学習を行いながら，園芸に関する基礎・基本を重視した学習を行い，実習を通して技術の習得と
職業観を育成することに努めています。
　草花・野菜栽培，環境保全の担い手として，将来地域に貢献しようとする意思があり，学習に積極的に取り組む，次の１～５の全てに当てはまる
生徒を求めます。

　１　本学科で学ぼうとする理由が明確で，自主・自立の精神で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　進路実現に向かって継続的に努力し，積極的にインターンシップ等の体験活動に取り組もうとする生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動や校外活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

  特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　１８０点
　　　　　  　　合計　７０５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　 （1）　態度      　　　36点
　 （2）　表現力等　　144点

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　 （1）　志望動機
　 （2）　中学校での活動状況
　 （3）　将来の進路
　 （4）　その他
　４　観点
　 （1）　態度      　　　45点
　 （2）　表現力等　　180点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　　 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　 　 　　２２５点
　　　　　 　  合計　１０１７．５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県亘理高等学校 食品化学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　 本校食品化学科では食品の分析に関する実験や食品製造等の実習を通して，食品に対する知識・技術を習得させ，これらに関わる業務に従
事する能力と態度を育成することに努めています。
　 農産加工，農業に強い興味・関心を抱き，将来地域産業の担い手として貢献しようとする意思があり，学習に積極的に取り組む，次の１～５の
全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本学科で学ぼうとする理由が明確で，自主・自立の精神で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　進路実現に向かって継続的に努力し，積極的にインターンシップ等の体験活動に取り組もうとする生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動や校外活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

  特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　１８０点
　　　　　  　　合計　７０５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　 （1）　態度      　　　36点
　 （2）　表現力等　　144点

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　 （1）　志望動機
　 （2）　中学校での活動状況
　 （3）　将来の進路
　 （4）　その他
　４　観点
　 （1）　態度      　　　45点
　 （2）　表現力等　　180点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　　 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　 　 　　２２５点
　　　　　 　  合計　１０１７．５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県亘理高等学校 商業科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校商業科では経済社会の変化に対応し，職業人として必要とされる人材を育成するため，ビジネスの諸活動における実践力を養うことに努
めています。
　 ビジネスの諸活動に強い関心を抱き，将来地域経済の担い手として貢献する意思があり，ビジネス関係への進学・就職を目指す明確な目標を
もち，学習に積極的に取り組む，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本学科で学ぼうとする理由が明確で，自主・自立の精神で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　進路実現に向かって継続的に努力し，積極的にインターンシップ等の体験活動に取り組もうとする生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動や校外活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

  特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  　３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　１８０点
　　　　　  　　合計　７０５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　 （1）　態度      　　　36点
　 （2）　表現力等　　144点

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（５人程度で編成した
       グループごと）
　２　時間
　　　２５分程度
　３　内容
　 （1）　志望動機
　 （2）　中学校での活動状況
　 （3）　将来の進路
　 （4）　その他
　４　観点
　 （1）　態度      　　　45点
　 （2）　表現力等　　180点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　　 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　 　 　　２２５点
　　　　　 　  合計　１０１７．５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県亘理高等学校 家政科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校家政科では生活に必要な知識と技術を習得させ，生活産業の社会的な役割を理解させるとともに，生活の質の向上と社会の発展を図る
創造的な能力と実践的な態度を育てることに努めています。
　生活向上のための研究態度と実践力を身に付け，将来地域の生活・福祉の向上に貢献しようとする意思があり，家政・食物・保育・福祉関係へ
の進学・就職を目指す明確な目標をもち，学習に積極的に取り組む，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本学科で学ぼうとする理由が明確で，自主・自立の精神で，学校生活に意欲的に臨む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　進路実現に向かって継続的に努力し，積極的にインターンシップ等の体験活動に取り組もうとする生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動や校外活動等で優れた能力を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

  特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県農業高等学校 農業科・園芸科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校では，教育目標である「自然を愛し，心身共に健康でたくましく」を体現し主体的で創造的な生徒の育成に努めています。また，県内の生
命・食・環境・エネルギー等の農業に関する教育の中心校として，新しい時代を担い地域振興に貢献できる志を養い，生命に向き合う優しさや他
者とコミュニケーションが図れる人間の育成を目指しています。
　地域社会のリーダーを目指し，その実現のために大学又はその他の上級学校等への進学や関連産業への就職を通じて，夢を実現しようとする
意欲があり，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　入学する志望動機が明確であり，入学後は意欲的に農業学習・学校生活に取り組み，模範生徒として活躍できる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており豊かな人間性を磨くために努力し，互いにコミュニケーション能力を高められる生徒
　３　本校の目標である校訓「自啓」を理解し，進路実現に向かって継続的に努力できる生徒
　４　中学校３年間続けてきたスポーツ的活動，文化的活動を高校入学後も継続して活動する意欲のある生徒
　５　稲や野菜・草花等の栽培または家畜の飼育及び農業経営に関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農
   業関係等への進学・就職を目指している生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記４及び５のいずれかに当てはまる生徒を重視します。
　

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業機械科，食品化学科，生活科 面接

共　通　選　抜 ９６人　（募集定員の８０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　    (3)  学習への興味・関心
　    (4)  農業学習への心構え
　　(5)　将来の進路志望
　　(6)　その他
　４　観点
　　(1)　意欲・関心・態度    90点
　　(2)　責任感・規範意識   45点
　　(3)　協調性・適応性      45点
　　(4)　表現力・理解力      45点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２４人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　２２５点
　　　　　　　 合計　６７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２４人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 ２２５点
　　　　　   　合計  ７２０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 ２２５点
　　　 　　  　合計  ７２０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　    (3)  学習への興味・関心
　    (4)  農業学習への心構え
　　(5)　将来の進路志望
　　(6)　その他
　４　観点
　　(1)　意欲・関心・態度    90点
　　(2)　責任感・規範意識   45点
　　(3)　協調性・適応性      45点
　　(4)　表現力・理解力      45点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　２２５点
　　　　　　　 合計　６７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業科・園芸科，食品化学科，生活科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県農業高等学校 農業機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校では，教育目標である「自然を愛し，心身共に健康でたくましく」を体現し主体的で創造的な生徒の育成に努めています。また，県内の生
命・食・環境・エネルギー等の農業に関する教育の中心校として，新しい時代を担い地域振興に貢献できる志を養い，生命に向き合う優しさや他
者とコミュニケーションが図れる人間の育成を目指しています。
　地域社会のリーダーを目指し，その実現のために大学又はその他の上級学校等への進学や関連産業への就職を通じて，夢を実現しようとする
意欲があり，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　入学する志望動機が明確であり，入学後は意欲的に農業学習・学校生活に取り組み，模範生徒として活躍できる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており豊かな人間性を磨くために努力し，互いにコミュニケーション能力を高められる生徒
　３　本校の目標である校訓「自啓」を理解し，進路実現に向かって継続的に努力できる生徒
　４　中学校３年間続けてきたスポーツ的活動，文化的活動を高校入学後も継続して活動する意欲のある生徒
　５　農業機械やものづくりに関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農業関係等への進学・就職を目指して
    いる生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記４及び５のいずれかに当てはまる生徒を重視します。
　



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 ２２５点
　　　　 　  　合計  ７２０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　    (3)  学習への興味・関心
　    (4)  農業学習への心構え
　　(5)　将来の進路志望
　　(6)　その他
　４　観点
　　(1)　意欲・関心・態度    90点
　　(2)　責任感・規範意識   45点
　　(3)　協調性・適応性      45点
　　(4)　表現力・理解力      45点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　２２５点
　　　　　　　 合計　６７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業科・園芸科，農業機械科，生活科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県農業高等学校 食品化学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校では，教育目標である「自然を愛し，心身共に健康でたくましく」を体現し主体的で創造的な生徒の育成に努めています。また，県内の生
命・食・環境・エネルギー等の農業に関する教育の中心校として，新しい時代を担い地域振興に貢献できる志を養い，生命に向き合う優しさや他
者とコミュニケーションが図れる人間の育成を目指しています。
　地域社会のリーダーを目指し，その実現のために大学又はその他の上級学校等への進学や関連産業への就職を通じて，夢を実現しようとする
意欲があり，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　入学する志望動機が明確であり，入学後は意欲的に農業学習・学校生活に取り組み，模範生徒として活躍できる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており豊かな人間性を磨くために努力し，互いにコミュニケーション能力を高められる生徒
　３　本校の目標である校訓「自啓」を理解し，進路実現に向かって継続的に努力できる生徒
　４　中学校３年間続けてきたスポーツ的活動，文化的活動を高校入学後も継続して活動する意欲のある生徒
　５　食品の特性や加工の原理に関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農業関係等への進学・就職を目指
    している生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記４及び５のいずれかに当てはまる生徒を重視します。
　



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 ２２５点
　　　　　  　 合計  ７２０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　    (3)  学習への興味・関心
　    (4)  農業学習への心構え
　　(5)　将来の進路志望
　　(6)　その他
　４　観点
　　(1)　意欲・関心・態度    90点
　　(2)　責任感・規範意識   45点
　　(3)　協調性・適応性      45点
　　(4)　表現力・理解力      45点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･････････・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　２２５点
　　　　　　　 合計　６７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業科・園芸科，農業機械科，食品化学科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県農業高等学校 生活科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校では，教育目標である「自然を愛し，心身共に健康でたくましく」を体現し主体的で創造的な生徒の育成に努めています。また，県内の生
命・食・環境・エネルギー等の農業に関する教育の中心校として，新しい時代を担い地域振興に貢献できる志を養い，生命に向き合う優しさや他
者とコミュニケーションが図れる人間の育成を目指しています。
　地域社会のリーダーを目指し，その実現のために大学又はその他の上級学校等への進学や関連産業への就職を通じて，夢を実現しようとする
意欲があり，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　入学する志望動機が明確であり，入学後は意欲的に農業学習・学校生活に取り組み，模範生徒として活躍できる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており豊かな人間性を磨くために努力し，互いにコミュニケーション能力を高められる生徒
　３　本校の目標である校訓「自啓」を理解し，進路実現に向かって継続的に努力できる生徒
　４　中学校３年間続けてきたスポーツ的活動，文化的活動を高校入学後も継続して活動する意欲のある生徒
　５　農業及び家庭科目に関する学習に強い興味・関心があり,生活科の学習を通して学んだことを将来の進路（進学・就職）へ繋げることができ
    る生徒
　
　特に，特色選抜においては，上記４及び５のいずれかに当てはまる生徒を重視します。
　


