
学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ３２０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県仙台第一高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓である「自重献身」，標語「自発能動　以亮天功」のもと，社会に対する健全な批判力をもち，自主自立の精神に満ちた，心身とも
に健康な，国家及び社会の有為な形成者となる生徒の育成に努めています。
　そこで，本校の目指す人間像に共感し，高校生活のあらゆる場面で自己の可能性を追求しながら，豊かな人間性を磨いていこうとする，次の１
～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　極めて優秀な学力を有し，学問の本質を探究する意欲にあふれた生徒
　２　課題の解決や発信に積極的で，よりよい社会の構築にむけて理想を実現しようとする高い志を有する生徒
　３　幅広い知識，または優れた技能を有し，主体的な学習者として，継続的に日々努力できる生徒
　４　部活動，特別活動，校外活動等で中心的な役割を担い，または優れた能力や顕著な実績があり，入学後もリーダーシップを発揮し，協同的
   に活動できる生徒

　特に，特色選抜においては，上記の３，４を重視します。

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

共　通　選　抜 ２８８人　（募集定員の９０％）

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 ３２人　（募集定員の１０％）

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３２人の２００％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　　　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            ５５点
　　　   　 　合計　５５０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 （1）　志望動機
 　　　　　　（2）　中学校での活動状況
 　　　　　　（3）　将来の進路志望
 　　　　　　（4）　口頭試問
　４　観点 （1）　態度　   15点
 　　　　　　（2）　表現力　15点
 　　　　　　（3）　理解力　25点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２４０人

　※募集定員には併設型中学校(仙台二華中学校）からの入学予定者105名を含む

宮城県仙台二華高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １０１人　（募集定員の７５％）

特　色　選　抜 ３４人　（募集定員の２５％）

　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３４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「進取創造」「至誠貢献」の校訓のもとに，２１世紀の世界を切り拓き，先導していく皆さんの可能性を更に伸ばすために，様々な学習環
境を提供していきます。
　 主体的に学び，考え，それぞれの目標達成に向けて粘り強く努力する皆さんをお待ちしています。
　 そこで，入学後も本校の特色ある教育活動を理解し，学業や諸活動に強い意志と熱意をもって取り組む，次の１～５のいずれかに当てはまる
生徒を求めます。

   １　学業成績・人物ともに特に優れている生徒
   ２　部活動において顕著な成果を収めている生徒
   ３　校外のスポーツ・文化・芸術活動において高い評価を得ている生徒
   ４　生徒会活動・ボランティア活動において，指導的役割を果たし，高い評価を得ている生徒
   ５　地域貢献や国際交流に関わる活動実績があり，今後も積極的に取り組もうとする生徒

  特に，特色選抜においては，上記２～５のいずれか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 ２８０人宮城県仙台三桜高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １９６人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ８４人　（募集定員の３０％）

　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　　 　　８００点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を２．０倍にする
　　  ・　社会，理科 ・・・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　　 合計　１０７０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８４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

　本校では，校訓である「自律」「聡明」「敬愛」を根本に，豊かな個性と進取の気風をもち，自己実現に向けてより高い知識や技能を学ぶととも
に，広く社会に貢献できる生徒の育成に努めています。また，保護者，地域社会から支持され，信頼されている学校です。
　そこで，人間性豊かで，知性に溢れ，本校の部活動や特別活動等に積極的に関わり，自らの目標を実現しようとする次の１～５の全てに当ては
まる生徒を求めます。

　１　夢や高い志を持ち，将来リーダーとして社会貢献できるための高い知識と技能をもつ生徒
　２　国際的な視野と課題解決能力を有し，人を思いやる心をもつ生徒
　３　部活動や特別活動等で，積極的に活動する意欲のある生徒
　４　日々の授業を大事にし，特に国語・数学・英語の成績に秀でている生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や実績があり，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。

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 １６０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県仙台向山高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は「自律･和敬」を校訓とし，創立当初から制服を定めず，生徒たちの主体性を尊重しながら，一方で節度ある高校生活を模索させてきまし
た。その４０数年の歴史は，知性と気品を備えた自由で伸びやかな校風を創り上げ，生徒たちはその中で互いに切磋琢磨しながら，学習活動を
はじめとした諸活動に熱心に取り組んでいます。
　そのような校風を踏まえ，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

  １　大学への進学意識が明確で，将来について深く考え，自己を高め社会に貢献する意欲をもつ生徒
  ２　学習活動をはじめ，特別活動やスポーツ・文化活動に対して協調性をもって主体的に取り組む意欲をもつ生徒
  ３　学習成績が優秀で，特に探究活動に高い意欲をもつ生徒

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 理数科 なし

共　通　選　抜 １１２人　（募集定員の７０％）

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 ４８人　（募集定員の３０％）

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，社会，数学，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４８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　　 　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　）

宮城県仙台向山高等学校 理数科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は「自律･和敬」を校訓とし，創立当初から制服を定めず，生徒たちの主体性を尊重しながら，一方で節度ある高校生活を模索させてきまし
た。その４０数年の歴史は，知性と気品を備えた自由で伸びやかな校風を創り上げ，生徒たちはその中で互いに切磋琢磨しながら，学習活動を
はじめとした諸活動に熱心に取り組んでいます。
　そのような校風を踏まえ，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　大学への進学意識が明確で，将来について深く考え，自己を高め社会に貢献する意欲をもつ生徒
　２　学習活動をはじめ，特別活動やスポーツ・文化活動に対して協調性をもって主体的に取り組む意欲をもつ生徒
　３　学習成績が優秀で，特に探究活動に高い意欲をもつ生徒

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 普通科 なし

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

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 １２人　（募集定員の３０％）

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，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　　 ７００点
　　　・　国語，社会，英語・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・得点を２．０倍にする
　　　　　　　 合計　９２５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。

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 ２８０人宮城県仙台南高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ２２４人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ５６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）
　３　面接 　 　　　　　５０点
　　　　　　  　　合計  ５７５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　　  　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　　 ５００点
　　  ・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする。
　　　　　  　　　 合計６３５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５６人の２００％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）　将来の進路希望
　　　（4）　その他
　４　観点
　　　（1）　態度　　　　　　20点
　　　（2）　表現力等　　　30点

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，社会のさまざまな場面で活躍するとともに，積極的にリーダーシップを発揮して社会に貢献できる，知・徳・体のバランスの取れた人間
の育成に努めています。また，４年制大学への進学を想定した学習活動を進めるとともに，「英知，調和，自律」の校訓のもと，文武両道を目指
し，自己の総合力を高めようとする生徒の育成に努めています。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　日々の学習をとおして，思考力・判断力を磨き，状況の変化に柔軟に対応できる高い知性を身に付けようと努力する生徒
　２　豊かな情操と寛容性を備え，知・徳・体のバランスの取れた人間としての成長を目指し切磋琢磨することのできる生徒
　３　自らの将来について具体的な目標をもち，その実現のために学習や部活動，特別活動等に主体的・意欲的に取り組む意志のある生徒
　４　自ら課題を発見し，その解決のために，他者と協働しながら継続的に探求しようとする生徒
　５　地域に対する感謝の気持ちをもつとともに，積極的に地域・社会に貢献しようとする生徒

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 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。

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
    （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    （2） 表現力
   （3） 判断力

共　通　選　抜 １９２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 ４８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　　 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４８人の２００％の範囲
　に含まれる者とする。
　・　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 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県仙台西高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，多様な進路希望をもった生徒が自分の目標を達成しようと努力することのできる学校です。具体的には，基本的な生活習慣の定着や
家庭学習の習慣化の育成など，生徒諸君が積極的に特別活動へ参加できるように努めます。
　本校では，学習活動や部活動で牽引力を発揮するような，次の１～４に当てはまる生徒を求めます。
　
　１　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　２　学校行事に積極的に参加する生徒
　３　高い学力を有し，自ら学ぶ意欲をもつ生徒
　４　特別活動において優れた能力や顕著な実績をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記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 ２００人宮城県仙台東高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １００人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 １００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

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　　    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　　 ７００点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・得点を１．５倍にする
　　  ・　社会，理科・・・・・・・・・得点を１．２５倍にする
　　　　　　　 合計　８９５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１００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

特色選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース 英語科

  本校では，国際社会の中で広い視野をもち，地域から世界までをしっかりと見据えながら様々な場面で社会に貢献できる人の育成を目指して
います。
　また，自主自律の精神及び柔軟で創造的な考え方を身に付け，多様な価値観を理解して他者とコミュニケーションを取り，協働しながら問題を
解決していくことができる生徒の育成に努めています。
　そこで，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的な生活習慣が身に付いており，自主自律の精神を身に付けようとする生徒
　２　国際理解・異文化理解に関心をもち，多様な価値観を理解しながら，他者と協働して国際社会や地域に貢献する意欲のある生徒
　３　部活動，特別活動，校外活動に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も様々な活動に意欲をもって取り組もうとする生徒
　４　５教科の学習成績が優良で，特に国語・数学・英語の学習成績が優秀である生徒
 
　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 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 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 ２０人　（募集定員の５０％）

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 ２０人　（募集定員の５０％）

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　　 ７００点
　　　・　英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を２．０倍にする
　　　・　国語，数学，社会，理科 ・・・得点を１．２５倍にする
　　　　　　　 合計　８９５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２０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 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 普通科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県仙台東高等学校 英語科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校では，国際社会の中で広い視野をもち，地域から世界までをしっかりと見据えながら様々な場面で社会に貢献できる人の育成を目指して
います。
　また，自主自律の精神及び柔軟で創造的な考え方を身に付け，多様な価値観を理解して他者とコミュニケーションを取り，協働しながら問題を
解決していくことができる生徒の育成に努めています。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　英語の基礎的能力が身に付いており，コミュニケーション能力を高め，グローバルマインドをもって様々な場面で社会に貢献する意欲のある
   生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，自主自律の精神を身に付けようとする生徒
　３　国際理解・異文化理解に関心をもち，多様な価値観を理解しながら，他者と協働して国際社会や地域に貢献する意欲のある生徒
　４　部活動，特別活動，校外活動に積極的に取り組んだ実績があり，入学後も様々な活動に意欲をもって取り組もうとする生徒
　５　５教科の学習成績が優良で，特に英語の学習成績が優秀である生徒
　
　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。



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　）

宮城県工業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業教育での専門の知識・技術を身に付け，豊かな人間性と創造性を備えた心身共に健やかな新しい時代を担う工業技術者の育成
を目指しています。
　本校機械科では，地元はもとより全国の製造業を中心とした産業の担い手を目指し，その実現のために関連産業への就職や工業系大学等へ
の進学を通じて夢を実現しようとする意欲があり，次の１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　機械工業及びこれに関する諸分野に興味･関心があり，学習活動に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の学習を大事にする生徒
　３　自己の進路実現のために継続的に努力できる生徒
　４　日頃の学習に併せて機械科の専門性を生かした資格取得や特別活動にも積極的に取り組む生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　６　部活動や特別活動等でのリーダーの経験がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５，６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

　　　　　電子機械科，電気科，情報技術科，
　　　　　化学工業科，インテリア科 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　　    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１３５％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 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　　    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１２人の１３５％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，情報技術科，
　　　　　化学工業科，インテリア科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県工業高等学校 電子機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業教育での専門の知識・技術を身に付け，豊かな人間性と創造性を備えた心身共に健やかな新しい時代を担う工業技術者の育成
を目指しています。
　本校電子機械科では，地元はもとより全国の製造業を中心とした産業の担い手を目指し，その実現のために関連産業への就職や工業系大学
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１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　メカトロニクス工業及びこれに関する諸分野に興味･関心があり，学習活動に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の学習を大事にする生徒
　３　自己の進路実現のために継続的に努力できる生徒
　４　日頃の学習に併せて電子機械科の専門性を生かした資格取得や特別活動にも積極的に取り組む生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　６　部活動や特別活動等でのリーダーの経験がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５，６を重視します。



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　　 　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 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　　    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１３５％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，電子機械科，情報技術科，
　　　　　化学工業科，インテリア科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県工業高等学校 電気科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業教育での専門の知識・技術を身に付け，豊かな人間性と創造性を備えた心身共に健やかな新しい時代を担う工業技術者の育成
を目指しています。
　本校電気科では，地元はもとより全国の製造業を中心とした産業の担い手を目指し，その実現のために関連産業への就職や工業系大学等へ
の進学を通じて夢を実現しようとする意欲があり，次の１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　電気機器製造業，電気事業・電気工事及びその他電気関係の諸分野に興味･関心があり，学習活動に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の学習を大事にする生徒
　３　自己の進路実現のために継続的に努力できる生徒
　４　日頃の学習に併せて電気科の専門性を生かした資格取得や特別活動にも積極的に取り組む生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　６　部活動や特別活動等でのリーダーの経験がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５，６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 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　　    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１２人の１３５％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，電子機械科，電気科，
　　　　　化学工業科，インテリア科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県工業高等学校 情報技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業教育での専門の知識・技術を身に付け，豊かな人間性と創造性を備えた心身共に健やかな新しい時代を担う工業技術者の育成
を目指しています。
　本校情報技術科では，地元はもとより全国の製造業を中心とした産業の担い手を目指し，その実現のために関連産業への就職や工業系大学
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１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　コンピュータシステムの設計・開発やコンピュータを利用する分野に興味･関心があり，学習活動に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の学習を大事にする生徒
　３　自己の進路実現のために継続的に努力できる生徒
　４　日頃の学習に併せて情報技術科の専門性を生かした資格取得や特別活動にも積極的に取り組む生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　６　部活動や特別活動等でのリーダーの経験がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５，６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 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　　    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１２人の１３５％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，電子機械科，電気科，
　　　　　情報技術科，インテリア科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県工業高等学校 化学工業科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業教育での専門の知識・技術を身に付け，豊かな人間性と創造性を備えた心身共に健やかな新しい時代を担う工業技術者の育成
を目指しています。
　本校化学工業科では，地元はもとより全国の製造業を中心とした産業の担い手を目指し，その実現のために関連産業への就職や工業系大学
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１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　化学工業，環境及びこれらに関する諸分野に興味･関心があり，学習活動に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の学習を大事にする生徒
　３　自己の進路実現のために継続的に努力できる生徒
　４　日頃の学習に併せて化学工業科の専門性を生かした資格取得や特別活動にも積極的に取り組む生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　６　部活動や特別活動等でのリーダーの経験がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５，６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 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　　    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１２人の１３５％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，電子機械科，電気科，
　　　　　情報技術科，化学工業科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県工業高等学校 インテリア科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業教育での専門の知識・技術を身に付け，豊かな人間性と創造性を備えた心身共に健やかな新しい時代を担う工業技術者の育成
を目指しています。
　本校インテリア科では，地元はもとより全国の製造業を中心とした産業の担い手を目指し，その実現のために関連産業への就職や工業系大学
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１～６のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　デザイン技術・インテリア施工，建築設計等の諸分野に興味･関心があり，学習活動に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の学習を大事にする生徒
　３　自己の進路実現のために継続的に努力できる生徒
　４　日頃の学習に併せてインテリア科の専門性を生かした資格取得や特別活動にも積極的に取り組む生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　６　部活動や特別活動等でのリーダーの経験がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５，６を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ３０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台工業高等学校 建築科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
 
  本校は，工業のスペシャリストを育成する専門高校です。よき職業人になるためには，生きる力，思いやる力，社会と関わる力，学び続ける力，
公正な社会を実現しようとする力，そして精神力と創造力が必要です。本校は３年間の全ての教育活動を通じて，その力を育成します。
　学習活動，特別活動，部活動等に積極的に関わり，専門的な学びを進路目標に生かそうとする，次の１～５のいずれかに当てはまる生徒を求
めます。

　１　ものづくりに関心をもち，本校建築科で学ぶ目的が明確になっている生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，豊かな人間関係を築くことができる生徒
　３　日々の授業を大切にし，自らの学力を向上させようと努力している生徒
　４　部活動，校外でのスポーツ活動や文化活動で優れた実績があり，部活動や課外活動に積極的に取り組む生徒
　５　特別活動等でリーダーの経験がある生徒

　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 機械科，電気科，土木科 なし

共　通　選　抜 １８人　（募集定員の６０％）

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 １２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　　 　　２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　　　　　　　合計　 ５４２．５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２００％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）
　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。

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）　志望理由　（2）　進路希望
　　  （3）　入学後の学習や部活動
　４　観点
　　　（1）　態度　 　　　　　　  25点
　　　（2）　表現力　 　　　　　 25点
　　　（3）　興味・関心・意欲  25点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ７０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台工業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業のスペシャリストを育成する専門高校です。よき職業人になるためには，生きる力，思いやる力，社会と関わる力，学び続ける力，
公正な社会を実現しようとする力，そして精神力と創造力が必要です。本校は３年間の全ての教育活動を通じて，その力を育成します。
　学習活動，特別活動，部活動等に積極的に関わり，専門的な学びを進路目標に生かそうとする，次の１～５のいずれかに当てはまる生徒を求
めます。

　１　ものづくりに関心をもち，本校機械科で学ぶ目的が明確になっている生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，豊かな人間関係を築くことができる生徒
　３　日々の授業を大切にし，自らの学力を向上させようと努力している生徒
　４　部活動，校外でのスポーツ活動や文化活動で優れた実績があり，部活動や課外活動に積極的に取り組む生徒
　５　特別活動等でリーダーの経験がある生徒

　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 建築科，電気科，土木科 なし

共　通　選　抜 ４２人　（募集定員の６０％）

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 ２８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　　 　  ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・・・・ 得点を０．５倍にする
　　　　　　　合計　 ５４２．５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２００％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）
　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。

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）　志望理由　（2）　進路希望
　　  （3）　入学後の学習や部活動
　４　観点
　　　（1）　態度　 　　　　　　  25点
　　　（2）　表現力　 　　　　　 25点
　　　（3）　興味・関心・意欲  25点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ７０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台工業高等学校 電気科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業のスペシャリストを育成する専門高校です。よき職業人になるためには，生きる力，思いやる力，社会と関わる力，学び続ける力，
公正な社会を実現しようとする力，そして精神力と創造力が必要です。本校は３年間の全ての教育活動を通じて，その力を育成します。
　学習活動，特別活動，部活動等に積極的に関わり，専門的な学びを進路目標に生かそうとする，次の１～５のいずれかに当てはまる生徒を求
めます。

　１　ものづくりに関心をもち，本校電気科で学ぶ目的が明確になっている生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，豊かな人間関係を築くことができる生徒
　３　日々の授業を大切にし，自らの学力を向上させようと努力している生徒
　４　部活動，校外でのスポーツ活動や文化活動で優れた実績があり，部活動や課外活動に積極的に取り組む生徒
　５　特別活動等でリーダーの経験がある生徒

　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 建築科，機械科，土木科 なし

共　通　選　抜 ４２人　（募集定員の６０％）

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 ２８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　　  　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　　　　　　　合計　 ５４２．５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２００％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）
　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。

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）　志望理由　（2）　進路希望
　　  （3）　入学後の学習や部活動
　４　観点
　　　（1）　態度　 　　　　　　  25点
　　　（2）　表現力　 　　　　　 25点
　　　（3）　興味・関心・意欲  25点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ３０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台工業高等学校 土木科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，工業のスペシャリストを育成する専門高校です。よき職業人になるためには，生きる力，思いやる力，社会と関わる力，学び続ける力，
公正な社会を実現しようとする力，そして精神力と創造力が必要です。本校は３年間の全ての教育活動を通じて，その力を育成します。
　学習活動，特別活動，部活動等に積極的に関わり，専門的な学びを進路目標に生かそうとする，次の１～５のいずれかに当てはまる生徒を求
めます。

　１　ものづくりに関心をもち，本校土木科で学ぶ目的が明確になっている生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，豊かな人間関係を築くことができる生徒
　３　日々の授業を大切にし，自らの学力を向上させようと努力している生徒
　４　部活動，校外でのスポーツ活動や文化活動で優れた実績があり，部活動や課外活動に積極的に取り組む生徒
　５　特別活動等でリーダーの経験がある生徒

　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 建築科，機械科，電気科 なし

共　通　選　抜 １８人　（募集定員の６０％）

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 １２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　　   　２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　　　　　　　合計　 ５４２．５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２００％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）
　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。

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）　志望理由　（2）　進路希望
　　  （3）　入学後の学習や部活動
　４　観点
　　　（1）　態度　 　　　　　　  25点
　　　（2）　表現力　 　　　　　 25点
　　　（3）　興味・関心・意欲  25点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ３２０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　　    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３２人の２００％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，「至誠業に励み，雄大剛健の風を養い，ともに敬愛切磋を怠らず」という教育目標のもと，真摯な姿勢でものごとに対処できる，度量の
大きく心豊かな人物，そして，自ら主体的に行動して社会に貢献し，世界をリードできる人物を育成するために，日々の教育活動を行っていま
す。
　そこで，本校で自らの可能性を高めようとする意欲にあふれた，次の1～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　中学時代に，学業において極めて優秀な成績を収め，確かな目標をもち上級学校へ進学することを希望する生徒
　２　中学時代に，部活動や校外でのスポーツ活動，文化的活動に，積極的に参加したか，または優れた実績がある生徒
　３　社会に貢献するために心身の錬磨を図り，他と信頼関係を築いて，リーダーシップを発揮できる生徒
　４　思考力・表現力に優れ，自主・自律の精神に富み，世界の状況を見通す視点を身に付けようとする生徒

　特に，特色選抜においては，上記の１及び２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

宮城県仙台第二高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ２８８人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 ３２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 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）
　　　　　   　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 １９２人　（募集定員の８０％）

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 ４８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　　 ７５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　　　　　　　 合計　９４５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２００％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 なし なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県仙台第三高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，「心身の健康」「真・善・美（広く調和のとれた教養）の追求」「愛と知の稔り（感謝と自他尊重の精神および知的態度）」を建学の精神
に，明朗であること，探究的態度を身に付けること，自主自律の精神を培うこと，創造意欲をもつことを教育目標としています。
　その実現のために，本校生としての自覚と誇りを有し，心身ともに逞しく粘り強く，自己管理のもと規律ある生活を送り，自学自習の習慣を確立
することによって，主体性・多様性，広範な知識，科学的・論理的な思考力・判断力，豊かな表現力を身に付けた生徒の育成を目指します。
　普通科では特に，海外を含む多様な文化的背景をもつさまざまな人々と，積極的にコミュニケーションを取り，協働して課題を発見・解決するた
めに必要な力を，さまざまな角度から育成することを目指しています。また，「リベラルアーツ」と言われる幅広い教養を身に付ける中で，将来の専
門的な学問，仕事のための基盤となる力，必要な資質・態度の育成を目標としています。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　主体性をもってさまざまなことに取り組み，自律的・能動的に高校生活を送る生徒
　２　基礎学力が身に付いており，学習に対して強い意欲をもち続ける生徒
　３　社会的問題や哲学的課題などを，広い視野をもって捉え，総合的な判断ができる生徒
　４　論理性の高い自己の意見をもちつつ，多様な人々と協調し，問題発見・解決に向う生徒
　５　部活動や生徒会活動に積極的に取り組み，高いレベルでの文武両道を達成できる生徒
　



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　）

宮城県仙台第三高等学校 理数科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，「心身の健康」「真・善・美（広く調和のとれた教養）の追求」「愛と知の稔り（感謝と自他尊重の精神および知的態度）」を建学の精神
に，明朗であること，探究的態度を身に付けること，自主自律の精神を培うこと，創造意欲を強くもつことを教育目標としています。
　その実現のために，本校生としての自覚と誇りを有し，心身ともに逞しく粘り強く，自己管理のもと規律ある生活を送り，自学自習の習慣を確立
することによって，主体性・多様性，広範な知識，科学的・論理的な思考力・判断力，豊かな表現力を身に付けた生徒の育成を目指します。
　理数科では特に， 科学的な課題を発見・解決し，共有・発信するために必要な力を，課題発見に重点を置きながら，さまざまな角度から育成す
ることを目指しています。また， 世界やさまざまな地域が抱える容易に解の得られない諸課題の解決に主体的に取り組み，海外を含めた多様な
人々と協働して，共に新しい価値を創造していくために必要な資質・態度の育成を目標としています。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　主体性をもってさまざまなことに取り組み，自律的・能動的に高校生活を送る生徒
　２　基礎学力が身に付いており，学習に対して強い意欲をもち続ける生徒
　３　数学，理科の分野について，高い関心と適性をもち，強い探究意欲を有する生徒
　４　課題解決のために，粘り強く対象に取り組む生徒
　５　部活動や生徒会活動に積極的に取り組み，高いレベルでの文武両道を達成できる生徒
　

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 普通科 なし

共　通　選　抜 ６４人　（募集定員の８０％）

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 １６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　　　　 ８５０点
　　　・　国語，社会，英語・・・・・・・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　　　・　数学，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を２．０倍にする
　　　　　　　　 合計　１０４５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２００％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 ２００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 １８０人　（募集定員の９０％）

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 ２０人　（募集定員の１０％）

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２０人の２００％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 理数科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県宮城第一高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，長い歴史と伝統を誇り，文化に対する広く深い理解力，健全な批判力，困難を自ら克服していく力を身に付け，多くの分野で中核・
リーダーとして活躍し，社会の発展に寄与し得る人材を輩出してきました。
　「自主自律」の校風のもと，勉学と人格の陶冶に努め，諸外国の方々との交流を通して国際的に通用する高い識見を有する生徒の育成に力を
入れています。
　勉学，部活動等，あらゆることに関心をもち，かつ自発的に行動できる，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校の「自主自律」の校風を理解し，自ら判断する力をもち，積極的に高校生活を送り得る生徒
　２　基本的な生活習慣が確立されており，学習活動及び特別活動に意欲的に取り組み，入学後も継続してリーダーシップを発揮できる生徒
　３　４年制大学への進学等，将来について明確な目標をもち，その実現のために入学後も学習活動に取り組む生徒
　４　中学校までの学習に真剣に取り組み，あらゆる学問に興味をもち，様々な事象と学んだことを結び付けて考えることができる生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人宮城県宮城第一高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ７２人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 ８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

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　　   ２４０点
　　　・　国語，社会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　数学，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 ７４０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２００％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

理数科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科

　本校は，長い歴史と伝統を誇り，文化に対する広く深い理解力，健全な批判力，困難を自ら克服していく力を身に付け，多くの分野で中核・
リーダーとして活躍し，社会の発展に寄与し得る人材を輩出してきました。
　「自主自律」の校風のもと，勉学と人格の陶冶に努め，諸外国の方々との交流を通して国際的に通用する高い識見を有する生徒の育成に力を
入れています。
　勉学，部活動等，あらゆることに関心をもち，かつ自発的に行動できる，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校の「自主自律」の校風を理解し，自ら判断する力をもち，積極的に高校生活を送り得る生徒
　２　基本的な生活習慣が確立されており，学習活動及び特別活動に意欲的に取り組み，入学後も継続してリーダーシップを発揮できる生徒
　３　自然科学に対して強い興味・関心を有しており，医歯薬系，理工農系学部の４年制大学への進学等，将来について明確な目標をもち，そ
   の実現のために入学後も学習活動に意欲的に取り組む生徒
　４　中学校までの学習に真剣に取り組み，特に数学及び理科における学力をしっかりと身に付け，様々な事象と学んだことを自然科学の視点
   で結び付け，論理的に考えることのできる生徒

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 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　　　　　　 ８０点
　　　　　　　 合計　６０５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　　    ２１０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
　　　　　････・・・・・・・・・・・・・･･１，２年の評定を１．０倍にし，３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　　　　　　 ４０点
　　　　　　　 合計　５００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９６
   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
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　（1）　態度　　　40点
　　（2）　表現力　 40点

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，「がんばりを認め，伸ばしていく学校」をキャッチフレーズとし，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする教育環境を整え
ています。
　次の１と２のどちらにも当てはまり，かつ３～５の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，入学後も高い志をもち，学校生活に意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，確かな学力を身に付けるために努力できる生徒
　３　スポーツ活動や文化活動で優れた成績を収め，入学後も活動を継続する意志のある生徒
　４　生徒会活動や学級活動，学校行事で活躍するなど，優れたリーダー性を有する生徒
　５　校内外において継続的に奉仕的活動に取り組む意志のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の３～５のいずれか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

宮城県宮城広瀬高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　各組２０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　自己アピール
　　（3）　その他
　４　観点
　　（1）　態度　　　20点
　　（2）　表現力　 20点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 １４４人　（募集定員の６０％）

特　色　選　抜 ９６人　（募集定員の４０％）

　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 ２４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県泉高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校では，生徒たちが様々なことに取り組む「積極挑戦」を奨励しています。本校でいろいろなことに挑戦し，たくさんの経験を積み重ね，自ら
の高い志で成長する力を身に付けて，高校卒業後も自らの力で成長し続ける前向きな「泉高生」の育成を目指しています。そこで本校の普通科
では，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的な学習習慣や生活習慣を確実に身に付け，生徒会活動・部活動・ボランティア活動において積極的に活動する生徒
　２　多様化する社会の変化に対応できる生きる力と創造力を伸ばし，将来は積極的に社会に貢献しようとする強い意志をもって，意欲的に高校
   生活を送ろうとする生徒
　３　本校普通科を志望する強い意志をもち，入学後も上級学校へ進学するという明確な目標をもって積極的に学習活動に取り組む生徒
　４　基礎学力が身に付いており，特に国語・数学・英語の成績が優秀である生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動で優れた能力や顕著な実績があり，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 なし なし

共　通　選　抜 ２１６人　（募集定員の９０％）

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 ２４人　（募集定員の１０％）

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　　 ６５０点
　　　・　社会，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　  ・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　　　　　　　 合計　８４５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。

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。

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)　中学校での活動状況
　　(2)　将来の進路志望
　　(3)　その他
　４　観点
　　(1)　意欲　　　　　25点
　　(2)　態度　　　　　25点
　　(3)　表現力等　　25点



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　）

宮城県泉高等学校 英語科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校では，生徒たちが様々なことに取り組む「積極挑戦」を奨励しています。本校でいろいろなことに挑戦し，たくさんの経験を積み重ね，自ら
の高い志で成長する力を身に付けて，高校卒業後も自らの力で成長し続ける前向きな「泉高生」の育成を目指しています。そこで本校の英語科
では，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的な学習習慣や生活習慣を確実に身に付け，生徒会活動・部活動・ボランティア活動において積極的に活動する生徒
　２　多様化する社会の変化に対応できる生きる力と創造力を伸ばし，将来は積極的に社会に貢献しようとする強い意志をもって，意欲的に高校
   生活を送ろうとする生徒
　３　英語に強い関心があって，本校英語科を志望する強い意志をもち，入学後も語学力を生かして上級学校へ進学するという明確な目標を
   もって積極的に学習活動に取り組む生徒
　４　基礎学力が身に付いており，特に国語・数学・英語の成績が優秀である生徒
　５　英語に関して優れた能力や顕著な実績があり，入学後もその力を積極的に伸ばそうと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 面接

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
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機等（日本語）
　　(2)　口頭試問（英語）
　４　観点
　　(1)　意欲・態度　　　　　 30点
　　(2)　表現力（英語）等   70点

※面接については，２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 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　　 ６５０点
　　　・　社会，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　  ・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　３　面接　　　　　 １００点
　　　　　　　 合計　９４５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２００％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 　　　　 １００点
　　　　　  　合計　６２５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



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２４０人宮城県泉松陵高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
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

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

　本校は，進学を目指しながら，部活動も活発に行い，さらに，ボランテイア活動にも率先して取り組む，地域に根ざした学校です。授業は，生徒
に学ぶ意欲と活力をもたせ，基礎・基本の定着を図りながらも，応用力まで身に付けさせることに重点を置いています。
　課外活動では，部活動や生徒会活動，学校行事等への積極的な参加を促し，豊かな人間性と社会性・協調性を育ませ，主体性を身に付けた
生徒の育成に努めています。
　以上から，勉学，部活動，生徒会活動等に関わり，自主的・自律的・意欲的に取り組む，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

 　１　本校で学ぼうとする理由が明確で，目的意識の高い生徒
 　２　学習活動に意欲的に取り組み，学習習慣が身に付いている生徒
 　３　基本的な生活習慣が身に付いており，主体性・協調性・誠実性に富み，礼節をわきまえた生徒
 　４　自己の将来について明確な目標をもち，その実現に向け，継続的に根気強く努力できる生徒
   ５　部活動・生徒会活動，ボランティア活動に率先して取り組み，入学後も継続して意欲的に活動する生徒

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６０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。

共　通　選　抜 １８０人　（募集定員の７５％）

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 ６０人　（募集定員の２５％）

選抜順序



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）
　　　　　　　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
　　   　　　　 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２００％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

　本校では，校訓である「自律」「敬愛」「貢献」のもと，文武両道の精神を尊重し，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生徒の育成に努めています。
　そこで，学習活動，部活動，特別活動等に主体的に関わり，自己の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　本校の校風に共感し，４年制大学等への進学を目指して学習活動に意欲的に取り組むことができる生徒
　２　本校の一員として自他の人格を尊重し，相互に信頼し，良好な人間関係づくりができる生徒
　３　学習活動，部活動，特別活動等にバランス良く注力し，主体的に活動する意欲のある生徒
　４　中学校生活において，学習活動以外にも部活動・特別活動等で優れた能力や顕著な実績があり，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

宮城県泉館山高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

　

共　通　選　抜 ２１６人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 ２４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 １６０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）
　　　　　　  合計　４９５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 １１２人　（募集定員の７０％）

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 ４８人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２３２．５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２．０倍にする
　２　学力検査　　     ７５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・得点を１．５倍にする
　　　　　　　 合計　９８２．５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１２０％の範囲
   に含まれる者とする。
　・　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 総合学科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県宮城野高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　宮城野高校は創造的自由の精神を重んじ，主体的に課題を発見し，解決する能力を身に付け，自らの意思で高い目標を掲げて努力する生徒
の育成に努めています。そして，自己を律し，互いの個性を尊重する態度を備えた，福祉の向上に貢献できる人材の育成を目指しています。
　特に普通科は，多様な選択科目を有するカリキュラムや少人数教育の実践，自主的ボランティアによる自治活動を通して，自己の興味や適性
を見極め，他者と共生する柔軟な発想と何事も自ら考えて行動する主体性を身に付け，自己実現を果たすことができる人材の育成に取り組んで
います。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校の校風に共感し，高い目標を掲げ，自主的・自律的に学び，自己の進路実現のために継続的に努力することができる生徒
　２　本校普通科の教育課程に適応しうる確かな学力を備えている生徒
　３　本校の一員として自覚をもち，自主的ボランティアによる生徒企画行事や自治活動，校外での社会貢献活動などに積極的に参加しようとい
     う意欲を有する生徒
　４　現代社会の諸課題に対して興味・関心をもち，柔軟な発想と他者との対話によって共同して課題を解決しようとする意欲を有する生徒
　５　互いの個性を尊重し，相手の立場を考えて他者とのコミュニケーションを図ることができる生徒



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　　 　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　実技　　　　　    ５０点
　　　　　  　合計　 ５４５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　実技
　１　形態
　　　鉛筆デッサン
　２　時間
　　　５０分
　３　内容
　　　鉛筆デッサン
　４　観点
　  (1)　造形的な要素　 35点
　　(2)　制作態度　　　　 15点

共　通　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）
Ⅰ　実技
　１　形態
　　　鉛筆デッサン及び水彩画
　２　時間
　  (1)　鉛筆デッサン９０分
　　(2)　水彩画１８０分
　３　内容
　　(1)　鉛筆デッサン
　　(2)　水彩画
　４　観点
　　(1)　造形的な要素　100点
　　(2)　制作態度　　　  　 50点

※実技については，２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 ２４人　（募集定員の６０％）

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　実技　　　　　 １５０点
　　　　　　　 合計　８４５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２４人
   の１２０％の範囲に含まれる者とする。
　・　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。

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 総合学科 実技

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県宮城野高等学校 美術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　宮城野高校は創造的自由の精神を重んじ，主体的に課題を発見し，解決する能力を身に付け，自らの意思で高い目標を掲げて努力する生徒
の育成に努めています。そして，自己を律し，互いの個性を尊重する態度を備えた，福祉の向上に貢献できる人材の育成を目指しています。
　特に美術科は，豊富な体験学習や美術作品の鑑賞，そして創作活動を通して表現と鑑賞の能力を磨き，他者を思いやる想像力や知識を求め
る意欲，生涯にわたり芸術を愛好する感性豊かな心を育み，自然と調和し社会に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校の校風に共感し，高い目標を掲げ，自主的・自律的に学び，学業と創作活動の両立に努めることができる生徒
　２　本校美術科の教育課程に適応しうる確かな学力を備えている生徒
　３　創作活動に粘り強く取り組むことができ，絵画・彫刻・工芸・デザイン等に優れた創造的能力を有する生徒
　４　現代社会の様々な課題に対して興味・関心をもち，その本質を追究しようとする好奇心と，発想や構想力で課題を解決しようとする意欲を有
    する生徒
　５　他者との対話や芸術的体験を通して多様な価値観を見出し，新しい視点を得ようとする生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 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）
　　　　　     合計　４９５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　　    ２５１．２５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．７５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　　 　　　８７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・得点を１．７５倍にする
　　　　　　 合計　１１２６．２５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
   に含まれる者とする。
　・　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

総合学科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科

　宮城野高校は創造的自由の精神を重んじ，主体的に課題を発見し，解決する能力を身に付け，自らの意思で高い目標を掲げて努力する生徒
の育成に努めています。そして，自己を律し，互いの個性を尊重する態度を備えた，福祉の向上に貢献できる人材の育成を目指しています。
　特に総合学科は，自らの興味・関心を生かした多様な学びを実現する幅広い科目選択や探究活動，自主的ボランティアによる自治活動を通し
て視野の拡大を図り，課題を多角的に捉え，深い洞察力と主体性を身に付け，自己実現を果たすことができる人材の育成に取り組んでいます。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校の校風に共感し，高い目標を掲げ，自主的・自律的に学び，自己の進路実現のために継続的に努力することができる生徒
　２　本校総合学科の教育課程に適応しうる確かな学力を備えている生徒
　３　本校の一員として自覚をもち，自主的ボランティアによる生徒企画行事や自治活動，校外での社会貢献活動などに積極的に参加しようとい
    う意欲を有する生徒
　４　現代社会の諸課題に対して興味・関心をもち，その本質に迫ろうとする探究心と，他者との対話を通じて多角的な視点を獲得し，課題解決
   の方策を構想しようとする意欲を有する生徒
　５　互いの個性を尊重し，相手の立場を考えて他者とのコミュニケーションを図ることができる生徒

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

宮城県宮城野高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ５６人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ２４人　（募集定員の３０％）

　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 ２８０人仙台市立仙台高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ２２４人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ５６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　　　２２０点
　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・１，２年の評定を１．０倍にし，３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 ７２０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５６人の２００％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，「自主自立」の教育理念のもと，社会の一員としての自覚をもち，的確な判断力と課題を解決する能力を備えた自立できる人間を育て
ています。勉学はもとより，キャリア教育や部活動などの諸活動に積極的に取り組むことで，自他を尊重し，自ら考え，行動する生徒の育成に努
めており，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　仙台高等学校の一員としての自覚をもち，自他を尊重した責任ある言動をとる生徒
　２　自分の特長・特性の理解を深めながら進路を設定し，進学などの進路目標に向かって挑戦する生徒
　３　中学校において勉学に意欲的に取り組み，高校では授業への積極的な参加を通し，学習の伸長が期待できる生徒
　４　中学校において部活動などの自主的な諸活動に積極的に参加し，高校入学後も意欲的に活動することが期待できる生徒

　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 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 ３２０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。

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 ２５６人　（募集定員の８０％）
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)　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           10点
　　(2)　表現力等　　90点

※面接については，２日目に実施す
る。

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 ６４人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　９７．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・全学年の評定を０．５倍にする
　　　・　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　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　 合計　４４７．５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６４人
   の２００％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 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台商業高等学校 商業科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校では，校訓である「自律」，「友愛」，「創造」をもとに豊かな人間性のある生徒の育成を目指しています。保護者，地域社会から信頼される
商業高校として，人との繋がりを大切にしています。また，多様な進路希望を持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・技能を確実に習得させて学力の伸長を図りながら，商業高校生として必要な専門性やコミュニケーション能力を身につ
けさせるとともに，部活動，ボランティア活動等への積極的な参加を促すことにより，社会で活躍できる人材の育成に努めています。次の１～５の
いずれか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あり，学習活動及び部活動ともに意欲的に取り組む生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，学習成績及び人物ともに優れ，活力ある生徒
　３　商業に関して強い関心をもち，高度の資格取得を目指す生徒
　４　部活動・校外でのスポーツ活動で優れた能力を有し，入学後も本校の部活動で継続して活動する意志のある生徒
　５　自分の将来に夢をもち，その達成のために日々，努力できる生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２８０人宮城県塩釜高等学校

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

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　　    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

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，平成２２年に塩釜高校・塩釜女子高校が再編統合して誕生しました。２つのキャンパスに１，１６０名が学ぶ県内屈指の大規模校です。
勉学にも部活動にも励む環境が整っており，知・徳・体の調和がとれた生徒の育成を目指しています。
　本校普通科は，基礎基本の学びを重視し，幅広い進路希望の実現を可能にする学力を養います。将来，社会や地域の発展に貢献できる人材
を育てることを目標としています。
　そのため，自ら意欲的に学び，他者を尊重することができる，次の１～４に当てはまる生徒を求めます。

　１　基礎学力が身に付いており，本校入学後も明確な進路目標をもって学業に励む意志のある生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，生徒会活動や部活動に意欲的かつ主体的に取り組む生徒
　３　本校の一員として自己の責任を果たすとともに，礼儀正しく，他者を尊重することのできる生徒
　４　部活動や校外での諸活動で優れた能力や実績を有し，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 ８０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県塩釜高等学校 ビジネス科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，平成２２年に塩釜高校・塩釜女子高校が再編統合して誕生しました。２つのキャンパスに１，１６０名が学ぶ県内屈指の大規模校です。
勉学にも部活動にも励む環境が整っており，知・徳・体の調和がとれた生徒の育成を目指しています。
　本校ビジネス科は，商業という専門分野において基礎的・基本的な知識や技術の定着を図る一方，実践的・体験的学習をとおして課題を探求
し解決する力，仲間と意見を出し合い協調する力を養い，社会が抱える課題に立ち向かうことのできる実践力を育成します。
　よって，将来の地域産業を担う人材の育成という観点から，次の１～４に当てはまる生徒を求めます。
　
　１　基本的生活習慣が身に付いている生徒
　２　明確な目標をもって学校生活に臨むことのできる生徒
　３　進路実現に向けた継続的努力を惜しまない生徒
　４　校内外での諸活動で優れた能力や実績を有し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

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 なし なし

共　通　選　抜 ７２人　（募集定員の９０％）

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１０％）

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 ２４０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          ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　 　 合計　４９５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９６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，中学校での活動
       状況など
　４　観点
　　　態度，表現力等

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 災害科学科

　多賀城高校は「一人一人が生き生きと自分を伸ばせる学校」を目指し，創立以来，地域社会の期待に応えてきました。そして，多賀城高生は
「自身を大きく成長させるための努力を惜しまない」高校生活を送ってきました。
　そこで，普通科では次の１～４に当てはまる生徒を求めます。

　１　挨拶や言葉遣いなど，基本的生活習慣が身に付いている生徒
　２　中学校での学習への取り組みが良好で，その成果が優秀である生徒
　３　自己の進路実現のために学習に真剣に取り組み，継続的に努力できる生徒
　４　部活動や特別活動，生徒会活動等でリーダーシップを発揮し，積極的に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２～４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

宮城県多賀城高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １４４人　（募集定員の６０％）

特　色　選　抜 ９６人　（募集定員の４０％）

　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　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         　３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　  　 合計　４９５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　　 ６００点
　　　・　国語，社会，英語・・・得点を１．０倍にする
　　　・　数学，理科  ・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　３　面接　　　　 　３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　　　 合計　７９５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，面接の結果や調査書の記載事項（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
　　　第一次募集の内容に加えて中学
   校での活動状況等も聞く
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

災害科学科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科

　多賀城高校は「一人一人が生き生きと自分を伸ばせる学校」を目指し，創立以来，地域社会の期待に応えてきました。そして，多賀城高生は
「自身を大きく成長させるための努力を惜しまない」高校生活を送ってきました。
　特に災害科学科では，課題研究や校外研修等を通して防災・減災・環境等に関する学びを深め，「命とくらしを守る」未来の創造者の育成を目
指しています。
　そこで，災害科学科では次の１～４に当てはまる生徒を求めます。

　１　挨拶や言葉遣いなど，基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　２　中学校での学習への取り組みが良好かつ成果が優秀であり，特に数学・理科の成績に秀でている生徒
　３　本学科への志望動機が明確であり，入学後も上級学校への進学を視野に入れつつ，継続的に努力できる生徒
　４　部活動や特別活動等においてリーダーシップを発揮するとともに，互いの立場を考え，他者とのコミュニケーションを取ることができる生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２～４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

宮城県多賀城高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　その他
　４　観点
　　(1)　志望動機の明確さ
　　(2)　表現力等

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

　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 １２０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県松島高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，自律・友愛・創造の校訓のもと，自ら学ぶ意欲と能力を高め，社会の変化に主体的に対応できる自律の精神をもち，勤労と責任を重ん
じ，平和を尊び思いやりの友愛の精神に満ち，自らの個性を磨き，豊かな文化を探求する創造の精神をそなえた人間を育成する学校です。
　また家庭との連携を大切にし，学習，進路活動，学校生活に手厚い支援や指導を行い，地域との繋がりを大切にする学校です。
　基本的生活習慣が身に付いた，意欲的に学校生活を送る意思のある，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　将来について目的意識をもち，学習や部活動・学校行事等に積極的に参加する意欲，能力，適性を有する生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，日々の授業を大事にし，ルールを守り，充実した学校生活を送る意思がある生徒
　３　上級学校へ進学を希望し，進路実現に向かって継続的に努力し，進路活動に積極的に取り組む意欲のある生徒
　４　部活動や校外でのスポーツ活動で優れた能力を有し，顕著な実績をあげている活動を入学後も本校の部活動に３年間所属し，継続して
   活動する意欲のある生徒
　５　部活動や特別活動等でリーダーシップを発揮し，積極的に活動できる意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記３～５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 観光科 面接

共　通　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　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）　高校での部活希望
　　（4）　将来の進路志望
　　（5）  自分について
　　（6）　面接態度
　４　観点
　　（1）　目的意識・表現力　60点
　　（2）　意欲・態度等　　　　40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 ６０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　９７．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・全学年の評定を０．５倍にする
　　　・　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　   　２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　  　　　 １００点
　　　  　　 合計　４４７．５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６０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　　 　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）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　  　合計　５３５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



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）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　  　合計　５３５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％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　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）　高校での部活希望
　　（4）　将来の進路志望
　　（5）  自分について
　　（6）　面接態度
　４　観点
　　（1）　目的意識・表現力　60点
　　（2）　意欲・態度等　　　　40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 ４０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　９７．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・全学年の評定を０．５倍にする
　　　・　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　　   ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　  　　 １００点
　　　　　　 合計　４４７．５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 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 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県松島高等学校 観光科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，自律・友愛・創造の校訓のもと，自ら学ぶ意欲と能力を高め，社会の変化に主体的に対応できる自律の精神をもち，勤労と責任を重ん
じ，平和を尊び思いやりの友愛の精神に満ち，自らの個性を磨き，豊かな文化を探求する創造の精神をそなえた人間を育成する学校です。
　また家庭との連携を大切にし，学習，進路活動，学校生活に手厚い支援や指導を行い，地域との繋がりを大切にする学校です。
　基本的生活習慣が身に付いた，意欲的に学校生活を送る意思のある，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　将来について目的意識をもち，学習や部活動・学校行事等に積極的に参加する意欲，能力，適性を有する生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，日々の授業を大事にし，ルールを守り，充実した学校生活を送る意思がある生徒
　３　観光・サービスに強い関心を抱き，将来地域社会の担い手として貢献しようとする意思のある生徒
　４　部活動や校外でのスポーツ活動で優れた能力を有し，顕著な実績をあげている活動を入学後も本校の部活動に３年間所属し，継続して活
   動する意欲のある生徒
　５　部活動や特別活動等でリーダーシップを発揮し，積極的に活動できる意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記３～５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 ２００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）
　　　　　  　合計　４９５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 １４０人　（募集定員の７０％）

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 ６０人　（募集定員の３０％）

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６０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 なし なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県利府高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，高い志「鴻志の精神」をもち，「質の高い文武両道」の実践をとおして，未来に向かって力強く前進する知・徳・体の調和のとれた，人間
の育成を目指しています。
　部活動が非常に盛んである本校では，文武両道の理念の下，入学後も学習や部活動に積極的に取り組むことができる，次の１と２のいずれか
に当てはまる生徒を求めます。

　１　学習成績が優良であり，部活動または校外でのスポーツ活動・文化的活動で優れた能力や顕著な実績がある生徒
　２　学習成績が優秀であり，自ら課題を発見し，解決していこうとする意欲をもった生徒



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　実技　　　　　２５０点
　　　　　  　合計　７４５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　実技
　１　形態
　　　体育実技
　２　時間
　　　６０分程度
　３　内容
　　　専門的技能検査
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ８人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　実技
　１　形態
　　　体育実技
　２　時間
　　　９０分程度
　３　内容
　 （1）　基礎運動能力検査
　 （2）　専門的技能検査
　４　観点
　    技能・体力，関心・意欲・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。

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」

特　色　選　抜 ７２人　（募集定員の９０％）

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　実技　　 　　　２５０点
　　　　　　　 合計　６９５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７２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。

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 実技

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県利府高等学校 スポーツ科学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，高い志「鴻志の精神」をもち，「質の高い文武両道」の実践をとおして，未来に向かって力強く前進する知・徳・体の調和のとれた，人間
の育成を目指しています。
　スポーツ科学科では，体育・スポーツの分野に強い関心があり，入学後は学習に励みながら，運動部の中核として３年間同一の運動部で積極
的に活動することができる，次の１と２のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　部活動または校外でのスポーツ活動で極めて優れた能力や実績があり，入学後も積極的に文武両道を実践していこうとする意欲をもった
   生徒
　２　基礎学力が身に付いており，部活動または校外でのスポーツ活動で優れた能力や実績がある生徒



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 　　　　 　５０点
　　　　　  　合計　５４５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
　　　(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　20点 (2) 表現力等　30点

共　通　選　抜 ５６人　（募集定員の７０％）

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 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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　６４５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。

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，電子工学科，環境技術科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県黒川高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県内唯一の普通科と工業科を併設する高等学校として，３年間のキャリア教育をとおして，勤労を重んずる自主的な実践力と誠実に責
任を果たす態度を養い，健康で健全な判断力と社会性を兼ね備えた情緒豊かな人格育成を目指しています。
　将来の自己実現を目指して学校生活を送る意欲があり，次の１～６に当てはまる生徒を求めます。

　１　「開拓」の気概をもって，普通科の学習活動をとおして，幅広い知識・技能や判断力を身に付けるために，主体的に取り組み努力する生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，情緒豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　「公正」・「友愛」の校訓に共感し，自らの責任を果たすとともに，互いの立場を考え，コミュニケーションを取ることができる生徒
　４　「開拓」の気概をもって，高校入学後も学習活動に意欲的に取り組み努力する生徒
　５　生徒会活動や部活動，学校行事に熱心に取り組むことができる生徒
　６　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大切にした生徒

　特に，特色選抜においては，上記６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 　　　　 　５０点
　　　　　  　合計　５４５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
　　　(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　20点 (2) 表現力等　30点

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

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 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２４３．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・全学年の評定を１．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．５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
　　　　　　　 合計　４９３．７５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，電子工学科，環境技術科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県黒川高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県内唯一の普通科と工業科を併設する高等学校として，３年間のキャリア教育をとおして，勤労を重んずる自主的な実践力と誠実に責
任を果たす態度を養い，健康で健全な判断力と社会性を兼ね備えた情緒豊かな人格育成を目指しています。
　将来の自己実現を目指して学校生活を送る意欲があり，次の１～６に当てはまる生徒を求めます。

　１　機械系の分野に興味関心をもち、高校入学後も専門知識や技術・技能を習得し，専門分野への就職や大学等への進学を目指す生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，情緒豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　「公正」・「友愛」の校訓に共感し，自らの責任を果たすとともに，互いの立場を考え，コミュニケーションを取ることができる生徒
　４　「開拓」の気概をもって，高校入学後も学習活動に意欲的に取り組み努力する生徒
　５　生徒会活動や部活動，学校行事に熱心に取り組むことができる生徒
　６　部活動，特別活動，校外活動，ボランティア活動で優れた能力や顕著な実績のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記６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 　　　　 　５０点
　　　　　  　合計　５４５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
　　　(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　20点 (2) 表現力等　30点

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

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 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２４３．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を１．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．５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
　　　　　　　 合計　４９３．７５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，機械科，環境技術科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県黒川高等学校 電子工学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県内唯一の普通科と工業科を併設する高等学校として，３年間のキャリア教育をとおして，勤労を重んずる自主的な実践力と誠実に責
任を果たす態度を養い，健康で健全な判断力と社会性を兼ね備えた情緒豊かな人格育成を目指しています。
　将来の自己実現を目指して学校生活を送る意欲があり，次の１～６に当てはまる生徒を求めます。

　１　電子・電気・情報系の分野に興味関心をもち、高校入学後も専門知識や技術・技能を習得し，専門分野への就職や大学等への進学を目指
   す生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，情緒豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　「公正」・「友愛」の校訓に共感し，自らの責任を果たすとともに，互いの立場を考え，コミュニケーションを取ることができる生徒
　４　「開拓」の気概をもって，高校入学後も学習活動に意欲的に取り組み努力する生徒
　５　生徒会活動や部活動，学校行事に熱心に取り組むことができる生徒
　６　部活動，特別活動，校外活動，ボランティア活動で優れた能力や顕著な実績のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記６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 　　　　 　５０点
　　　　　  　合計　５４５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
　　　(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　20点 (2) 表現力等　30点

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

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 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２４３．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を１．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．５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
　　　　　　　 合計　４９３．７５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，機械科，電子工学科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県黒川高等学校 環境技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県内唯一の普通科と工業科を併設する高等学校として，３年間のキャリア教育をとおして，勤労を重んずる自主的な実践力と誠実に責
任を果たす態度を養い，健康で健全な判断力と社会性を兼ね備えた情緒豊かな人格育成を目指しています。
　将来の自己実現を目指して学校生活を送る意欲があり，次の１～６に当てはまる生徒を求めます。

　１　建設系の土木分野と，環境の分野に興味関心をもち、高校入学後も専門知識や技術・技能を習得し，専門分野への就職や大学等への進
   学を目指す生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，情緒豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　「公正」・「友愛」の校訓に共感し，自らの責任を果たすとともに，互いの立場を考え，コミュニケーションを取ることができる生徒
　４　「開拓」の気概をもって，高校入学後も学習活動に意欲的に取り組み努力する生徒
　５　生徒会活動や部活動，学校行事に熱心に取り組むことができる生徒
　６　部活動，特別活動，校外活動，ボランティア活動で優れた能力や顕著な実績のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記６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 ２８０人宮城県富谷高等学校

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

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　　    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
　　　　　　　 合計  ４４５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２００％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，進取の精神に富み，国際的な視野に立って広く社会の発展と文化の創造に貢献する，個性豊かな人間を育成することを目標としてい
ます。また，本校はユネスコスクールに加盟し，その基本分野である「国際交流・異文化理解」，「平和・人権」，「地球環境」のそれぞれについて
学ぶ機会を設けることで，幅広い分野・視野から世界や地域の問題を考察し，さらに自己の将来を考えることができる生徒を育成しています。さら
に，富谷市にある唯一の高校として，地域との結び付きを大切にし，部活動やボランティア活動など様々な交流や貢献を行っている，地域社会
に開かれた学校です。
　そこで，本校に入学後は主体的に学び，さらに大学等に進学して学識を深めて，持続可能な社会の実現に貢献しようという意欲をもつ，次の１
～６の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，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，他者と協働的に活動することができる生徒
　３　向上心をもって勉学に励み，進路実現に向かって継続的に努力できる生徒
　４　さまざまな物事への知的好奇心に満ち，自らすすんで学ぼうとする意欲をもつ生徒
　５　ボランティア活動や地域交流に関心をもち，地域社会に貢献する意欲をもつ生徒
　６　部活動や校内・校外の活動等において優れた能力を発揮し，顕著な実績をあげ，本校入学後も継続して活動する意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５及び６のいずれか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


