
学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県東松島高等学校 普通科Ⅰ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，三部制・単位制・定時制の高校です。特色として，興味・関心に応じた科目を選択して学習を進められること，学年の区分なく自らの
ペースで学習に取り組めることなどがあげられます。本校では，進路目標達成のため，また興味・関心の強い分野に関する資質向上のため，効
果的に時間を使うことができます。
　本校は，自ら主体的に学ぶとともに豊かな人間性を育み，自立した人間として自信と誇りをもって，進んで社会に貢献する人材の育成を目指し
ています。そこで，以下の１の（１）～（３）の全てに当てはまる生徒で，２の（１）～（４）のいずれか１つ以上に当てはまる生徒を求めます。

　１（１）　三部制・単位制である本校のシステムを理解している生徒
　　（２）　学習に取り組む姿勢や日常生活が良好な生徒
　　（３）　社会のルールやマナーを遵守し，自制心をもって行動することができる生徒
　２（１）　将来への明確な目標があり，主体的に学習に取り組む意欲がある生徒
　　（２）　芸術や福祉に関心をもっており，入学後は積極的に取り組む意志がある生徒
　　（３）　地域の活動やボランティアに積極的に参加しており，入学後も継続して取り組む意志がある生徒
　　（４）　働きながら学ぶことに対して強い意欲を有している生徒

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 Ⅱ部　，　Ⅲ部 面接

共　通　選　抜 　４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・学校理解
　　(2)　学習意欲・活動意欲
　　(3)　進路設計
　　(4)　積極性
　　(5)　規範意識
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　　 １２５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．２５倍にする
　３　面接　          ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　 　　　　　合計　５１５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３６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，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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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　面接　         ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　合計　１３５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（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　創意工夫・学校理解
　　(2)～(5)　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県東松島高等学校 普通科Ⅱ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，三部制・単位制・定時制の高校です。特色として，興味・関心に応じた科目を選択して学習を進められること，学年の区分なく自らの
ペースで学習に取り組めることなどがあげられます。本校では，進路目標達成のため，また興味・関心の強い分野に関する資質向上のため，効
果的に時間を使うことができます。
　本校は，自ら主体的に学ぶとともに豊かな人間性を育み，自立した人間として自信と誇りをもって，進んで社会に貢献する人材の育成を目指し
ています。そこで，以下の１の（１）～（３）の全てに当てはまる生徒で，２の（１）～（４）のいずれか１つ以上に当てはまる生徒を求めます。

　１（１）　三部制・単位制である本校のシステムを理解している生徒
　　（２）　学習に取り組む姿勢や日常生活が良好な生徒
　　（３）　社会のルールやマナーを遵守し，自制心をもって行動することができる生徒
　２（１）　将来への明確な目標があり，主体的に学習に取り組む意欲がある生徒
　　（２）　芸術や福祉に関心をもっており，入学後は積極的に取り組む意志がある生徒
　　（３）　地域の活動やボランティアに積極的に参加しており，入学後も継続して取り組む意志がある生徒
　　（４）　働きながら学ぶことに対して強い意欲を有している生徒

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 Ⅰ部　，　Ⅲ部 面接

共　通　選　抜 　４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・学校理解
　　(2)　学習意欲・活動意欲
　　(3)　進路設計
　　(4)　積極性
　　(5)　規範意識
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　　 １２５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．２５倍にする
　３　面接　          ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　 　　　　　合計　５１５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３６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，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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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　面接　         ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　合計　１３５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（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　創意工夫・学校理解
　　(2)～(5)　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県東松島高等学校 普通科Ⅲ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，三部制・単位制・定時制の高校です。特色として，興味・関心に応じた科目を選択して学習を進められること，学年の区分なく自らの
ペースで学習に取り組めることなどがあげられます。本校では，進路目標達成のため，また興味・関心の強い分野に関する資質向上のため，効
果的に時間を使うことができます。
　本校は，自ら主体的に学ぶとともに豊かな人間性を育み，自立した人間として自信と誇りをもって，進んで社会に貢献する人材の育成を目指し
ています。そこで，以下の１の（１）～（３）の全てに当てはまる生徒で，２の（１）～（４）のいずれか１つ以上に当てはまる生徒を求めます。

　１（１）　三部制・単位制である本校のシステムを理解している生徒
　　（２）　学習に取り組む姿勢や日常生活が良好な生徒
　　（３）　社会のルールやマナーを遵守し，自制心をもって行動することができる生徒
　２（１）　将来への明確な目標があり，主体的に学習に取り組む意欲がある生徒
　　（２）　芸術や福祉に関心をもっており，入学後は積極的に取り組む意志がある生徒
　　（３）　地域の活動やボランティアに積極的に参加しており，入学後も継続して取り組む意志がある生徒
　　（４）　働きながら学ぶことに対して強い意欲を有している生徒

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 Ⅰ部　，　Ⅱ部 面接

共　通　選　抜 　４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・学校理解
　　(2)　学習意欲・活動意欲
　　(3)　進路設計
　　(4)　積極性
　　(5)　規範意識
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　　 １２５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．２５倍にする
　３　面接　          ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　 　　　　　合計　５１５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３６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，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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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　面接　         ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　合計　１３５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（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　創意工夫・学校理解
　　(2)～(5)　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ


