仙台第二高等学校
教育目標 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
創立：明治３３年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：９６４名
所在地：〒980-8631
仙台市青葉区川内澱橋通１

１ 基本データ

ホームページアドレス：http://www.sen2-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：niko@sen2-h.myswan.ne.jp
主な交通機関
仙台市営地下鉄 東西線 国際センター駅下車 徒歩４分
仙台市営バス：仙台駅バスターミナルより
730 系統交通公園・川内(営)行き

ＴＥＬ：022-221-5626
ＦＡＸ：022-221-5628

宮城交通バス：仙台駅前より

739 系統交通公園循環

広瀬通経由川内亀岡行き

いずれも 二高・宮城県美術館前下車 徒歩 0 分

２ 学校の特色

（３）教育方針
《育てたい生徒像》

キャッチフレーズ

（５）行事・生徒会活動・部活動
①

① 真摯な姿勢で物事に対処でき，度量の大き
な，心豊かな若者

文 武 一 道

５月 仙台二高・一高定期戦

② 自ら主体的に行動でき，社会に貢献し，世

本校の大先輩，柔道家三船久蔵十段のことば。学業
と部活は相反するものではなく，人間形成のためには
両者を等しく追求することが不可欠であるとの信念
に基づくものです。

６月 芸術鑑賞

界をリードしうる人材

７月 岩手山登山（１年生）

《中・長期的目標》

アメリカ研修（２年生）

① 幅広い教養と確かな学力の保証

８月 東京大学見学会・企業大学訪問

② 主体的な進路選択とその実現
③ 人格の練磨と自主自律の精神の伸長
④ 「本物」に触れる機会の提供，

９月 北陵祭（文化祭）
１０月 秋季体育大会
②

豊かな感性と情操の涵養

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
明治３３年に宮城県第二中学校として創設以

によって活発に運営されています。年２回の

《本年度重点目標》

総会では激論が展開され，１２ある委員会も

授業第一主義の学習態度の育成とより
質の高い授業づくりの追求
自主・自立の精神・態度の育成と生徒の

東北大学や県美術館，仙台市博物館，仙台国際
センターなどがある文教地区に位置しており，
まさに「学都仙台」を象徴する学校といえます。
校内には１５０本を超える桜をはじめ，樹齢
数十年のヒマラヤスギが林立し，あたかも森に
囲まれたような見事な景観を呈し，学校生活に

自発的行動による学校生活の向上
①

さらに平成２５年度より全教室に冷房設備が

好ましい生活習慣・態度の高いレベルでの

定着と実践
②

高大接続改革・新学習指導要領への対応と

進路指導の充実・強化
③

潤いを与えてくれています。

生徒会活動
生徒会は自由な雰囲気の中，生徒自らの手

⑤ 開かれた学校づくりの推進

来，百十余年の歴史と伝統を有する学校です。
青葉山の麓，広瀬川の清流に臨み，近隣には

主な行事
４月 大運動会

全国高校総文祭・南東北ＩＨの成功に向け

た取組と円滑な教育活動の実施

積極的に活動しています。また，北陵祭（文
化祭）における実行委員諸君の献身的な活躍
にも特筆すべきものがあります。
③

部活動
運動部が２２部，学芸部が１５部そして愛

好会も多数あります。兼部等も認められてい
ます。昨年度はフェンシング部，水泳部，ヨ
ット部がインターハイに出場し，学芸部で将
棋部，囲碁部，化学部が全国総合文化祭に出
場しました。

完備され，真夏でも快適な環境で学習に励むこ
とができるようになりました。

（４）教育課程の特色

学校の主な施設の概要は以下のとおりです。
・校地面積：５６，９６５㎡
・運動場：硬式・軟式野球場，ラグビー・
サッカー場，テニスコート４面
・建物：管理棟（南校舎２階建）
，教室棟（北校
舎３階建・各教室冷暖房完備）
，理科教室棟，
家庭科実習棟，生徒集会所兼食堂，図書館（冷
暖房完備）
，講堂，柔剣道場，体育館，５０ｍ
プール，弓道場，北陵館（百周年記念館）

（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期入試＞
普通科

出願者数
合格者数

H29
274
96

H28
249
96

H27
245
96

H29
320
224

H28
270
224

H27
286
224

＜後期入試＞
普通科

出願者数
合格者数

①選択科目の設定
１年次は共通履修を基本として編
成し，２年次からは文科系・理科系の
類型制を設定しています。１年は芸
術，２年は理科と地理歴史，３年は進
路に応じた科目を選択することにな
ります。
②個に対する指導
国公立大２次試験，私大受験に対応
するため第３学年に増加単位を設け，
選択制を導入しています。
平常講習，長期休業講習，個別添削
指導，小論文指導などを実施し，生徒
の要望に応えています。
③教育課程
授業は１時限を４５分，一日７時限
で実施しています。また「総合的な学
習の時間」を通して知的探究心を高め
るとともに，学問的人間的な視野を広
げ，個々の資質の伸長を図っていま
す。

（６）卒業生の進路状況
進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数)
路

H28

H27

H26

国公立大学

進

110
0
23
1
0
0
182
316

121
0
39
1
0
1
163
325

127
0
32
0
0
2
151
312

国公立短大
私立大学
私立短大
専各学校
大学校・就職
その他
卒業生計

主な進路先（平成２９年３月卒業生）
（ ）内は人数

(1)は省略

＜国公立大学＞
東北大(52)，宮城教育大(7)，北海道大(5)，秋田大
弘前大（4）
，岩手大(2)，山形大(13)，筑波大
千葉大(4)，東京大，一橋大，東京学芸大,京都大(2)
国際教養大，東京芸大(2)，首都大東京(2)，大阪大
＜私立大学＞
慶應義塾大(2),早稲田大(3)，中央大(2),明治大(2)
青山大，自治医科大

３ 入試情報
４ 写真で見る学校生活
（１）募集定員
普通科 男女 ３２０名
（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内（９６名以内）
ロ 出願できる条件
１ 自分の将来について明確な目標を持ち，高い専門性を身に付け
るために向上心をもって上級学校へ進学することを希望し，社会
貢献するために心身の錬磨を図り，入学後も学習，部活動等の両
面で意欲的に取り組む生徒
２ 思考力・表現力に優れ，物事に挑戦する意欲が旺盛であり，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

校舎正面

アメリカ研修

上記１と２に該当することを自己アピールでき，かつ以下の３又は
４のいずれかの条件を満たす生徒
３ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４.８以上の生徒
【調査書】
４ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４.３以上【調査書】
で，体育的・文化的活動等で下記（１）又は（２）の条件を満た
す生徒
（１）体育的活動で次のいずれかの成績を収めた生徒
【添付書類又は調査書】
ア 団体で選手として出場し，県ベスト８以上
イ 個人で県ベスト８以上
ウ 各競技における県レベル以上の優秀選手，選抜選手
（２）文化的活動で次のいずれかの成績を収めた生徒
【添付書類又は調査書】
ア 団体で選手として出場し，東北大会以上に出場
イ 個人で東北大会以上に出場
◆３及び４の学習成績，４の（１）及び（２）の活動実績は
「資格確認の対象とする条件」である
ハ 学力検査

国語，数学，英語

定期戦勝利 校庭での
ファイアーストーム

各１００点

ニ 学校独自検査
２題を出題する。
小論文（配点１００点）
（１）小論文Ⅰ（資料読取型）
（配点５０点） ５０分
（２）小論文Ⅱ（資料読取型）
（配点５０点） ５０分
図や表を含む資料から読み取れる事柄についての基
礎的な知識を問う設問や，資料から考察されることに
ついて論述展開する。
小論文Ⅰは社会科的能力，小論文Ⅱは理科的能力に
関する事柄について問う。

（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科 ２２４名（予定）
ロ 面接・実技の有無
なし
ハ 傾斜配点の有無
なし
二 調査書点と学力検査点の比重
３：７
ホ 学科の第２志望
該当なし
（４）平成２９年度転編入学試験について （７月以降分）
日程
平成 29 年 9 月 15 日
平成 30 年 3 月 16 日

岩手山登山

対象学年
試験科目等
全学年
国・数・英・面接
新 2，3 年
国・数・英・面接
海外からの編入学は随時

北陵祭（文化祭）

大運動会の華
相撲で決着を付けるミス二高

我が校のＰＲポイント
長い歴史と伝統を持ち，優れた人材を世に輩出してきた本校は，生徒が
教職員に厚い信頼を寄せ，教職員もそれに熱心に応えるという，良き師弟
関係によって成り立ってきた自由闊達な学校です。
ほぼ全員が大学進学をめざしていますが，部活動も盛んです。
「文武一道」
の精神を受け継いでいるからです。
本校は平成１９年４月から男女共学，平成２２年４月からは全県一学区
となり「全国屈指の進学校」を目指して，新たな一歩を踏み出しました。
２年生の希望者を対象とした夏休みのアメリカ研修も４回目を迎えます。
昨年も参加者一人一人が本物に触れ，大きな成果を持ち帰りました。
私たちは本校で切磋琢磨し，自分の秘めた可能性を大きく花開かせたい
と熱望する皆さんを待っています。

