泉松陵高等学校
校訓

自律・啓発

友愛・協調

１ 基本データ

堅忍・不撓

創立 昭和５６年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数 787 名
所在地：〒981-3109
仙台市泉区鶴が丘 4 丁目 26-1
ＴＥＬ：022-373-4125
ＦＡＸ：022-373-4126

ホームページアドレス：https://shoryo.myswan.ed.jp/
電子メールアドレス：shoryo@od.myswan.ed.jp
主な交通機関 【宮城交通バス】
鶴が丘ニュータウン線：
『泉松陵高校入口』下車徒歩 5 分
・地下鉄泉中央駅 ５－２番→約 18 分 ・地下鉄八乙女駅 ３番→
約 24 分 ・ＪＲ岩切駅前 <泉中央駅行>→約 15 分（発車時刻：
8:00） ・仙台駅西口６番 <鶴が丘ニュータウン行>→約 51 分

２ 学校の特色
（３）教育方針
広く国際的視野を持ち，２１世紀のわが
国に貢献し得る人物を育成すべく，知・情・
意の調和ある発達を図り，心身ともに健全
で，個性豊かな人間を育てます。

キャッチフレーズ

部活動のさかんな進学校
～学力保証・進学保証・充実保証～
大学進学に主眼を置き，センター入試に
対応した教育課程を編成しています。
「わか
りやすさ」を基本に，各自の希望進路に合
わせた多彩な授業を展開します。また，部
活動が大変盛んで，各顧問の熱心な指導と
相まって将来へとつながる貴重な人間形成
の場となっています。

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等)
宮城県泉松陵高等学校は，昭和５６年４
月に創立されました。以来，生徒・保護者・
教職員の協力によって，学習活動，進学・
就職，部活動などで着実な歩みを続け，多
くの成果を上げてきました。また校舎・教
育設備の面においても，折にふれて整備・
充実が図られてきました。近年は創立３０
周年記念事業の一環として，自学室「松学
館」を設置しました。冷暖房が完備されて
おり，生徒諸君は快適な環境で自習してい
ます。
卒業生は１万１千人を突破し，各方面で
同窓生が活躍しています。
本校は泉区の東部，鶴が丘の高台に位置
しています。隣接する県民の森など自然環
境に恵まれ，変化に富んだ四季の景観の移
り変わりの中で，生徒諸君はのびのびと明
るく高校生活を送っています。また都市部
の学校としては校地が広く，各運動部がそ
れぞれの専用練習場を確保して，練習に汗
を流しています。
（２）設置学科等
(過去 3 年間の学科コース別・前後期選抜
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
63
63

H29
92
84

H28
99
84

H30
182
177

H29
260
196

H28
294
196

＜後期選抜＞
普通科

出願者数
合格者数

（４）教育課程の特色
１年生は，基礎的，基本的な事項をしっ
かりと身に付ける学習に主眼を置き，数学
と英語の２教科の授業時数を増やし，ＴＴ
授業や習熟度別授業を行い，基礎学力の充
実を図っています。
２年生では，文系と理系に分かれて進路
に応じた選択科目を学習します。英語は 1
年に引き続き習熟度別授業を行っています。
３年生になると個々の適性，進路に応じ
た科目選択を取り入れ，
国公立文系・理系，
私立文系・理系，看護医療系の５類型に分
かれて進路目標の実現に向けた学習を行い
ます。
総合的な学習の時間には小論文指導の他，
様々な進路情報についての学習を行うとと
もに，大学模擬授業や大学生と語る会など
を実施することによって，生徒一人一人が
将来の自己の進路を的確に選択することが
できるよう配慮しています。
指導にあたっての基本姿勢
①課外講習も考えに入れた各教科の年間指
導計画に基づいて行います。
②各種テスト等の結果を分析し授業の反省
材料にし，場合によっては放課後に再テス
ト，補習，個人指導などを実施します。
③生徒の質問に応じられるように教職員の
会議をできるだけ少なくしています。
④進路に応じた講習が長期の休みだけでな
く放課後にも実施され，年間を通して計画
的・継続的に学習します。
（５）行事・生徒会活動・部活動
① 学校行事
学校行事としてはスキー教室（１年）
，修
学旅行（２年）の他に松陵祭，球技大会，
マラソン大会などがあります。なかでも球
技大会は，生徒諸君の自主的運営のもと，
学年を越えて各クラスがその団結力を競い
合い，毎年大いに盛り上がります。
② 生徒会活動
生徒会は組織的に運営されており，美化
委員会では美化活動として校内の花壇づく
り等を行っています。また，夏休み明けに
行っている球技大会は体育委員会が主催し

ます。
この他，
生徒会執行部が中心となり，
ペットボトルのキャップを回収し，エコキ
ャップ推進協会へ送り，再資源化に協力し
ています。ボランティアも盛んで年間のべ
約７００人の生徒が地域の児童館・市民セ
ンター等でボランティア活動をしています。
③ 部活動
＜過去数年間の主な戦績＞
弓道部（男子・女子団体・個人）全国総体
出場，陸上競技部（男子）全国総体出場，
水泳部（女子）東北大会出場，新体操部（女
子）東北大会出場
（６）卒業生の進路状況
進路一覧
(過去３年間，実数)
進

路

H29

H28

H27

4
2
3
国公立短大
0
0
0
私立大学
132 143 140
私立短大
25
33
28
専各学校
72
61
66
就職
25
18
17
その他
17
14
7
卒業生計
275 271 261
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＞
岩手大学，山形大学(3)
＜私立大学＞
東北学院大(25)，東北工業大(40)，尚絅学院
大(19)，東北福祉大(11)，宮城学院女子大(1
5)，仙台大(5)，東北文化学園大(7)，石巻専
修大(2)， 仙台白百合女子大(10)，東北芸術
工科大(3)，酪農学園大，東北公益文科大，
桜美林大，十文字学園女子大，流通経済大，
聖学院大，帝京大，東京国際大，日本大
＜短期大学＞
聖和学園短期大(10)，仙台青葉学院短期
大(10)，仙台赤門短期大(2)，東北生活文
化大短期大学部，拓殖大北海道短期大，
上智大短期大学部
＜専修各種学校＞
葵会仙台看護専門学校(4)，
仙台徳洲看護専
門学校(2)，
仙台医療センター附属仙台看護
助産学校，JCHO 横浜中央病院附属看護専門
学校(2)，おだわら看護専門学校 他
＜就職＞アイリスオーヤマ(株)(3)，
山崎製
パン(株)(2)，(株)ファミーナ(2)，メルパ
ルク（株）(2)，東北電力（株）
，仙台トヨ
ペット(株)，(株)ホテル佐勘，(株)藤崎，
(株)カルラ，自衛隊(3) 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 ２４０名

（２）前期選抜について

泉三校定期戦

イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内（７２名以内）
ロ 出願できる条件
次の１～３のすべての条件を満たしていること。
１ 自分の将来（高校卒業後の進路）について明確な目標を持ち，
基本的な生活習慣及び学習習慣が身に付いている生徒
２ 本校への入学を強く望み，入学後も学習活動や部活動に意欲的
に取り組み，目標実現を目指して努力を継続する意志のある生徒
３ 次の（１）
，
（２）のうち，どちらかを満たすこと。
（１）中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．８以上【調査
書】であること。
（２）中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．３以上かつ３．
８未満【調査書】であり，次の①，②のうち１つ以上を満たす
こと。
① 中学校時代の部活動等において，全県レベルで活躍した実
績があると自己アピールできる生徒
② 部活動，生徒会活動及び文化的・社会的活動において，リ
ーダーシップを発揮し，中心的な役割を果たそうという意欲
のあることを自己アピールできる生徒
◆３の（１）
，
（２）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
二 学校独自検査
個人面接（配点７５点）１０分以内

球技大会

（３）後期選抜について
イ 募集人数
普通科
１６８名
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
４：６
ホ 学科の第２志望
該当なし

松陵祭（文化祭）

（４）平成３０年度転編入学試験について
日 程
平成 30 年 7 月 23 日
9 月 14 日
12 月 19 日
平成 31 年 3 月 15 日

対象学年
全学年
全学年
全学年
新 2，3 学年

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

我が校のＰＲポイント
本校は毎年９割以上の生徒が進学を希望しており，教育課程も生徒の進路希望
達成を目標に置いています。そのため本校は，毎日の授業に真剣に取り組むこと
がそのまま進路目標の実現につながるような体制をとっています。そして豊富な
進路資料を提供するとともに丁寧な進路指導も行っています。
＜学習サポート＞
確かな基礎力と，進学に向けた学力をあらゆる方向からサポートします。
Support１ 国公立大学に対応した５類型（３学年）のカリキュラム
Support２ 放課後，長期休業は課外講習
Support３ １・２年英語は習熟度別授業，１年数学はＴＴ授業
Support４ 国・数・英を中心とした基礎力定着度テスト（ＰＴテスト）の実施
Support５ 総合的な学習の時間に小論文を指導
高校生活を楽しくかつ有意義に過ごしたいと考えている中学生の皆さん，泉松
陵高校への入学を心よりお待ちしています。本校はそのような積極的な姿勢を持
つ皆さんの期待に十分応えられる高校であると自負しています。

