仙台三桜高等学校
校訓

自律 聡明 敬愛

１ 基本データ

創立：大正 13 年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数 ８３１名
所在地：〒982-0845
仙台市太白区門前町 9 番 2 号
ＴＥＬ：022-248-0158
ＦＡＸ：022-248-0482

２ 学校の特色

（３）教育方針

キャッチフレーズ

意欲に溢れ，人間性豊かで
知性ある生徒を育てる！

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
本校は大正１３年２月に宮城県第三高等女
学校の設立認可を受け，宮城県女子師範学校
に併置され４月に開校しました。昭和２３年
４月新しい学制に伴い，宮城県第三女子高等
学校となりました。昭和３２年４月，現在地
に新校舎が落成して中島丁から移転しました。
平成１８年度に新校舎建設工事が始まり，平
成２１年１２月に工事は完了。教員と生徒が
総出で引っ越し作業を行いました。そして平
成２２年度より「仙台三桜高校」として毎年
３０名前後の男子生徒が入学しています。平
成２４年度に全学年に男女がそろい，共学化
が完成しました。平成２６年には第三高女以
来創立９０周年記念式典を挙行し，かつ仙台
三桜高としても６年目の節目を迎えました。
風光明媚な大年寺丘陵南麓に位置する本校
は，自然に恵まれ，四季の移り変わりを肌で
感じられます。校訓「自律･聡明･敬愛」は人
間性豊かな三桜高生の理想像を表しています。
平成２９年度より，新しく阿部智校長先生
を迎え，仙台三桜高校１０周年を一つの目標
に，全校一つになって取り組んでいます。生
徒達は，歴史と伝統を重んじ，自ら目標に向
かう心を育て，他者を思いやる心を持ち，た
くましく明るくのびのびと学校生活を送って
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＞
普通科

出願者数
合格者数

H30
100
84

H29
111
84

H28
134
84

H30
237
196

H29
278
196

H28
262
196

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

ホームページアドレス：
https://sen3o-h.myswan.ed.jp/
電子メールアドレス：
chief@sen3o-h.myswan.ne.jp
主な交通機関
JR 長町駅から徒歩 20 分，地下鉄長町一丁目駅から徒歩 15 分
宮城交通バス三桜高前から徒歩１分

教育目標は，
「豊か個性と進取の気風を持ち，
自己実現に向けてより高い知識や技能を学ぶ
と共に，広く社会に貢献できる，健康明朗な
人間を育成する」としています。
＜指導方針＞
1)自主自立の精神を養い，
未来を切り開く力
を伸ばす。
2)一人一人の個性を伸ばし,能力を引き出す。
3)困難に打ち克つ強い意志力を育て，
他と協
調する態度を養う。
4)異文化の理解や芸術・文化・スポーツおよ
び体験活動に積極的に取り組ませ，
幅広い
視野を育てる。
5)能力・適性に応じ進路を選択し，実現する
力を育てる。
（４）教育課程の特色
「文武両道」というよき伝統を受け継ぎな
がら，学習と部活動との高いレベルでの両立
を目指し，平成２２年度から４５分７時間授
業を実施しています。学力向上と進路希望達
成に向けて次のような観点で教育課程が編成
されています。また，｢総合的な学習の時間｣
において，１学年では新聞を利用して地域社
会の課題を知り，探究活動をとおして解決し
ます。２学年では大学や教育施設と連携した
校外での探究活動を行っています。
１学年：基礎教科･科目，普通教科の学習に
重点を置き，
どのような進路にも進めるよう，
生徒は芸術科目を除いた全科目を共通履修し，
自己理解を深めるようにします。
２学年：進路希望に応じて文系，理系に別
れ，地歴や理科，芸術などの科目を選択し，
それぞれの進路実現に向かって本格的に学習
を深めていきます。
３学年：文系，理系の各選択群に準備され
た多様な選択科目の中から，自分にとって必
要な科目を選択します。各自の希望する進路
目標達成に向けてより学力を高めていきます。
（５）行事・生徒会活動・部活動
本校の努力目標の一つ「学級と生徒会の活
動に積極的に参加し，受け継がれるべき良き
校風を維持するよう，自覚ある行動をする」
に沿って，生徒会活動は活発に行われていま
す。生徒会執行部を中核として各種委員会が
設置され，体育大会や合唱コンクールではレ
クリエーション委員会が，文化祭では三桜祭
実行委員会が運営の主体となり活躍していま
す。学校行事では，全校生徒が一丸となって

積極的に参加し，大いに盛り上がることが第
三女子高校時代から続く大切な伝統です。ま
た,全員が競技と応援に本気で取り組み，
クラ
スの団結や友人との絆を深めながら，高校生
活を豊かなものにしていくことができます。
部活動も大変盛んで，運動部が１３，文化
部が１９，同好会が２団体あり大きな成果を
上げています。平成２９年度は，運動部で陸
上競技部がインターハイに，ワンダーフォー
ゲル部が東北大会に出場しました。文化部で
は，演劇部・書道部・美術部・放送部が全国
高等学校総合文化祭に出場しました。また，
文芸部は全国高文連北海道・東北文芸大会に
出場しました。他に，音楽部は全日本合唱コ
ンクール東北大会銅賞およびＮＨＫ全国学校
音楽コンクール東北大会で銅賞を受賞するな
ど，各部が活躍しています。
（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)
進

路

H29

H28

H27

45
38
51
国公立短大
3
2
3
私立大学
172 150 157
私立短大
11
13
10
専各学校
29
50
33
就職
11
10
13
その他
10
12
13
卒業生計
281 275 280
主な進路先（平成３０年３月卒業生）
，
（ ）内は人数 （1）は省略。
＜国公立大学＞
東北大，宮城教育大(4)，宮城大（15）
，弘前
大，岩手大(3)，山形大(8)，福島大(6)，北海
道教育大函館校，釧路公立大，岩手県立大，
青森県立保健大(2)，秋田県立大，都留文科大
＜私立大学＞
東北学院大(61)，東北福祉大(32)， 宮城学院
女子大(20)，
東北工業大(3)，
尚絅学院大(12)，
仙台大，東北医科薬科大(6)，酪農学園大，聖
和学園短期大(2)，仙台青葉学院短期大(7)，
東北芸術工科大(7)，大妻女子大，駒澤大，日
本大，日本女子体育大，立命館大，創価大，
神奈川大，専修大，武蔵野大，他
＜専修各種学校＞
(国)仙台医療センター(4)，
公立看護系専門学
校(3)，仙台徳洲看護，東北労災看護(3)，私
立看護系専門学校(9)，他
＜就職＞
国家公務員(2)，地方公務員(2)，アイリスオー
ヤマ，お茶の井ヶ田，藤崎，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 募集割合等
普通科 定員の３０％以内（８４名以内）
ロ 出願できる条件
次の１から３の条件をすべて満たしていること。
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が４．３以上の者
【調査書】
２ 本校を志望する明確な動機を持ち，将来の目標を実現するた
め本校の教育活動に意欲的であることを自己アピールできる
者
３ 次の（１）又は（２）のいずれかに該当することを自己アピ
ールできる者
（１）運動部・文化部・ボランティア活動において，一生懸命
取り組んだ者
（２）学級活動，生徒会活動，学校行事などで，リーダーシッ
プを発揮して活動した者
◆１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 各１００点
ニ 学校独自検査
作文（配点７５点） ５０分
６００字
「題」を提示して，それについての自由作文を書く
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
１９６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 学科の第２志望
該当なし
（４）平成３０年度転編入学試験について
日程
平成 30 年 4 月 19 日
平成 30 年 7 月 12 日
平成 30 年 9 月 27 日
平成 30 年 12 月 13 日
平成 31 年 3 月 19 日

対象学年
全学年
全学年
全学年
全学年
新 2，3 年

試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接
国・数・英・面接

我が校のＰＲポイント
授業中の真剣なまなざし，明るく元気で大きな笑顔，周囲の友人を思い
やる優しさ，何事にも自発的に取り組む行動力。第三女子高校から仙台三
桜高校へと学校名は変わりましたが，伝統的に続く本校生徒の素晴らしい
気質はまったく変わっておらず，そのような生徒たちこそが本校最大のＰ
Ｒポイントといえるでしょう。共学化９年目を迎え，新鮮で活気に満ちた
雰囲気の中に，三桜１０年目に向けた新たな伝統と「三桜らしさ」が日々
創りあげられているところです。
これまでの長い歴史の中で積み重ねてきた運動や文化・芸術面での輝か
しい成果に加え，学習面においても，日々の授業と家庭学習を大切にする
姿勢を土台とした更なる学力向上に向けた取り組みを充実させています。
「学習と部活動の高いレベルでの両立」を基本に据え，
「学力の桜」
「部活
[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入力してください。テキスト
動や学校行事における日本一の桜」
「社会に貢献する社会人としての桜」の
ボックスは文書のどの位置にも配置できます。
抜粋用テキスト ボックス
三つの桜を咲かせるため，生徒たちと教職員，保護者や同窓生の方々が一
の書式を変更するには、[描画ツール] タブを使用します。]
丸となって新しい学校づくりに取り組んでいます。
バリアフリーに対応した，明るく日差しの溢れる新校舎で，学習も部活
動も行事もすべて本気でやる，そんな有意義な高校生活を送ってみません
か。入学を心よりお待ちしております。

写真①

校舎風景等

