宮 城 広 瀬高 等学 校
１ 基本データ

校訓 自律 自照 自愛
創立：昭和５８年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：８２３名
所在地：〒989-3126
仙台市青葉区落合 4 丁目 4-1
ＴＥＬ：022-392-5512
ＦＡＸ：022-392-5513

２ 学校の特色
キャッチフレーズ
清かに，豊かに学び，活気ある部活動
本校では，習熟度別学習や外部指導者との連携
による授業など，一人一人にあった丁寧な指導，
多様な教育内容を実施しています。大学・短大へ
の進学をはじめ，個々の進路目標を達成できるよ
う学力の充実に取り組んでいます。また，活発に
行われている部活動や質の高いボランティア活
動などを通して豊かな人間性を育みます。
・

本校は昭和５８年４月に開校した全日制普通
科の高校です。広瀬川の清流に近い仙台市西部
の閑静な住宅地に位置し，
南には蕃山がそびえ，
北方には船形山を望む豊かな自然環境に恵まれ
ています。
校地内には，校舎・体育館のほか，４００ｍ
トラック兼サッカー場，野球場，ソフトボール
場，ハンドボール場（２面）
，トレーニングハウ
スがあります。
また，平成１９年２月には開校２０周年記念
事業の一環として「清流館」
（多目的施設）が完
成しました。
さらに，平成２５年度には弓道場・武道館･
食堂および駐輪場を備えた武道館棟が完成し，
全天候型のテニスコート（４面）
，プールおよび
部室棟も新たに整備されました。
ＪＲ仙山線陸前落合駅から徒歩７分という交
通の便にも恵まれた位置にあり，現在通学して
いる生徒の通学範囲は仙台北地区のほぼ全域に
及んでいます。女子生徒の割合が高く，全校生
徒の約２／３が女子ですが，部活動では男子も
活躍しています。
（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)
＜前期選抜＞
出願者数
合格者数

H29
83
70

H28
87
70

H27
84
70

H29
327
210

H28
311
210

H27
335
210

＜後期選抜＞
普通科

＜教育目標＞
１ 正しく自己を見つめ，愛情をもって人に接
する調和のとれた人間性を養う。
２ たゆまぬ努力により積極的に学ぶ態度を身
につけ，自己啓発に努めるとともに豊かな創
造性を養う。
３ 困難に屈しない自主独立の精神力と体力を
鍛え，社会に奉仕する実践的態度を養う。
＜重点目標＞
１ 学力の向上と進路目標の実現
２ 学習環境の整備と環境保全の推進
３ 特色ある教育活動の推進
の充実に努める。

１ 教育課程
本校は全日制普通科の高校で，定員は１学年
７学級，２８０名です。本校では，大学に進む
生徒，専門学校に進む生徒，就職する生徒がそ
れぞれいることから，多様な進路希望に対応で
きるよう，教育課程を編成しています。なお，
授業時間は５０分で，週３１単位での教育課程
を実施しています。
２ 学習内容
１・２学年では基礎学力の定着に重点を置き，
生徒が幅広い分野にわたって学習できるように，
共通の必修科目を多く設定しています。また，
数学と英語の科目については習熟度別授業を展
開しています。
３学年では進路希望に応じた多様な選択科目
を設定し，進路実現に向けた学習ができるよう
になっています。文系と理系のコースを設け，
大学進学を希望する生徒から，専門学校進学希
望者，就職・公務員等を希望する生徒それぞれ
に対してきめ細かな対応ができるようにしてい
ます。特に「生活と福祉」や「フードデザイン」
の授業などでは，外部から指導者を招いた授業
も実施しています。
また，英語検定や漢字検定などについては技
能審査の成果に応じて単位認定を実施していま
す。また「社会体験」という教科を設定し，
「ボ
ランティア活動」
「インターンシップ活動」とい
う科目を設け，所定の手続きを行い，一定の条
件を満たした場合に，学年末に単位として認定
しています。
（５）行事・生徒会活動・部活動

出願者数
合格者数

（３）教育方針
＜教育方針＞
心身ともに健全で，知・徳・体の調和がと
れ，社会に貢献できる有能な人物を育成する。

ています。
３ 部活動は全員加入制になっており，各部が
活発に活動しています。
平成２８年度は，弓道部が全国大会，東北
大会に出場，陸上部も砲丸投げ，円盤投げで
東北大会に出場しました。また文化部では，
吹奏楽部が第２９回全日本マーチングコン
テスト東北大会，第４５回マーチングバン
ド・バトントワーリング東北大会，さらに第
４４回マーチングバンド全国大会に出場，書
道部は第６５回宮城県高等学校書道展覧会
で推薦・特選を受賞，写真部が全日本写真展
で入選するなど，それぞれが成果を挙げてい
ます。
（６）卒業生の進路状況

（４）教育課程の特色

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)

普通科

ホームページアドレス：
http://www.hirose-h.myswan.ne.jp/
電子メールアドレス：
chief@hirose-h.myswan.ne.jp
主な交通機関：
ＪＲ仙山線：陸前落合駅下車 徒歩７分
仙台市営バス：
「愛子・作並方面行き」広瀬高校前下車 徒歩２分

１ 学校行事としては，修学旅行（２学年）
，広
高祭，スポーツフェスティバル，芸術鑑賞会
などを実施しています。
２ 生徒会活動には，対面式・部活動紹介や生
徒総会があります。学校行事である広高祭・
スポーツフェスティバルも生徒会が中心と
なって企画・運営をしています。また，ボラ
ンティア活動への参加など，積極的に活動し

進路一覧(過去３年間，進学者・就職者数)
進

路

H28

H27

H26

1
2
0
国公立短大
0
0
0
私立大学
66
87
70
私立短大
18
18
23
専各学校
115
86
93
就職
55
63
62
その他
15
16
17
卒業生計
270
272
265
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＞山形大
＜私立大学＞ 東北学院大(18)，東北工業大
(12)，
宮城学院女子大(6)，
仙台白百合女子大(6)，
東北福祉大(3)，仙台大(4)，尚絅学院大(3)，東
北文化学園大(4)，石巻専修大，東北医科薬科大
(1)，明海大，郡山女子大，東京家政学院大，東
北芸術工科大，聖徳大，城西国際大，作新大，
いわき明星大，専修大，尚美学園大，聖和学園
短大(5)，仙台青葉学院短大(11)，佐野日本大学
短大，有明教育芸術短大
＜専修各種学校＞ 仙台徳洲看護専門学校，仙
台市医師会看護専門学校，塩釜医師会附属准看
護学院，葵会看護専門学校(2)，小田原高等看護
専門学校，花壇自動車大学校(4)，仙台医療福祉
専門学校(2)，
仙台リハビリテーション専門学校
(3)，宮城調理製菓専門学校(3)，仙台ビューテ
ィーアート専門学校(7)，仙台こども専門学校
(3)，仙台総合ビジネス公務員専門学校(6)，仙
台医療秘書福祉専門学校(4)，
仙台医療福祉専門
学校(8)，
仙台大原簿記情報公務員専門学校(9)，
専門学校デジタルアーツ仙台(4)，
アニマルイン
ターカレッジ(4)，宮城県農業大学校 他
＜就職＞自衛隊(4)，アイリスオーヤマ，いたが
き，ジェイ・エス・エス，菓匠三全，清川屋，
金沢村田製作所仙台工場，白松がモナカ本舗，
清月記，マックスバリュ南東北，玉澤総本店，
ヨークベニマル，緑水亭，ヤマザワ，
藤崎，やまや 他
国公立大学

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２８０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２５％以内（７０名以内）
ロ 出願できる条件
＜普通科＞
本校を志望する動機が明白であり，自分の将来について明確な目標
を持ち，その実現に向けて努力を続ける意志のあることが自己アピ
ールできる生徒で，次の１又は２のいずれかの条件を満たしている
こと。
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上の生徒
【調査書】
又は
２ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．０以上
【調査書】で，以下の（１）～（３）の条件のうち１つ以上を満
たしている生徒
（１）学校のスポーツ活動で，県大会以上の大会に選手として
エントリーされた生徒【調査書】
（２）学校の文化活動で，県レベル以上の大会，コンクールで
入賞した生徒【調査書】
（３）学校外のスポーツ活動，文化活動において東北レベル以上
の大会で入賞した生徒【調査書】
◆１及び２（１）～（３）は「資格確認の対象とする条件」である

校舎

吹奏楽部

制服（冬）

演劇部

ハ 学力検査
国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査
個人面接 （配点７５点） １０分

弓道部の練習

（３）後期選抜について
イ 募集人数
普通科 ２１０名（予定）
ロ 面接・実技の有無
なし
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
４：６
ホ 第２志望について
該当なし

全天候型テニスコート

対象学年
全学年
全学年
全学年

ボランティア活動
（読み聞かせ）

（４）平成２９年度転編入学試験について
日 程
平成 29 年 4 月 7 日
平成 29 年 8 月 25 日
平成 29 年 12 月 20 日

武道館棟

試験科目等
英・数・国・面接
英・数・国・面接
英・数・国・面接

我が校のＰＲポイント
本校は今年で創立３５年目を迎えます。教職員・生徒が一体となって，より良き伝統
づくりに努力しているところです。さらに「自律・自照・自愛」の校訓をモットーに，
広い視野と柔軟性を備え，積極的かつ個性的な人材の育成を目指し，学力の向上と他を
尊重し他と協働できることを重要な課題として，教科の学習はもちろんのこと，部活動
や学校行事に積極的に取り組んでいます。
本校では「清かに，豊かに学び，活気ある部活動」をキャッチフレーズとして，一人
一人を大切にし，本質的で豊かな教育内容の実践に努めています。挨拶運動も活発で，
校舎内では常に明るく元気で礼儀正しい挨拶が交わされています。またボランティア活
動は奉仕活動部，運動部，文化部，生徒会など様々な形で，地域，校内を問わず積極的
に活動しています。
主体的・創造的に行動する個性豊かな生徒諸君の入学を期待しています。

ボランティア活動
（赤い羽募金）

