
学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １６０人宮城県築館高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １４４人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の１０％）

　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５：５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」

学力検査：調査書 ５　：　５

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　    合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・得点を０．５倍にする
　　　　　　　 合計　６４０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１６人の１２０％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，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。

面接・実技・作文

なし

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，「共助・研鑽・進取」を校訓に掲げ，地球社会の形成者として，一人一人が他者への共感をもち，自ら研鑽を積み，創造性と進取の精
神を養う，心身ともに健康な人間を育成することを目標とした学校です。
　次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　中学校の学習成績が優秀で，基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　２　将来についての明確な目標をもち，その実現のために学習に努力できる生徒
　３　部活動や生徒会活動，学校行事等に積極的に取り組んでおり，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県岩ケ崎高等学校
普通科

（文系教養コース）

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，建学の精神「尚志育英」にのっとり，３つの目標【①心身の健康②知性の伸長③人格の尊重】の達成に努め，調和のある人間形成を目
指しています。
　そこで，本校では，次の１～３のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　２　基礎学力が身に付いており，学業成績が良好な生徒
　３　生徒会活動や学校行事，部活動やボランティア活動等に積極的に取り組んだ生徒

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 理系教養コース なし

共　通　選　抜 ４０人　（募集定員の５０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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５：５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 ４０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　 　　　　合計　６６７．５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４０人の１５０％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，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　    合計　６００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
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機　(2)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　15点
　　(2)　表現力等　60点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　    合計　６００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
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機　(2)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　15点
　　(2)　表現力等　60点

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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５：５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 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２９２．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を３．０倍にする
　２　学力検査　　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　 　  　　合計　６６７．５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２０人の１５０％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，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。

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 文系教養コース なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県岩ケ崎高等学校
普通科

（理系教養コース）

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，建学の精神「尚志育英」にのっとり，３つの目標【①心身の健康②知性の伸長③人格の尊重】の達成に努め，調和のある人間形成を目
指しています。
　そこで，本校では，次の１～３のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　２　基礎学力が身に付いており，学業成績が良好な生徒
　３　生徒会活動や学校行事，部活動やボランティア活動等に積極的に取り組んだ生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２００人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　４５０点
　　　・　国語，数学，英語  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　社会，理科，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　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　    合計  ７５０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０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１００人の１５０％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，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態　　個人面接
　２　時間　　１０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動状況
　　（3）　将来の希望進路
　　（4）　その他
　４　観点
　　  応対の内容，態度，表現等か
　  ら総合的に評価する。

総合学科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，多様な進路希望の生徒が集まる総合学科の高校です。
　「進路希望の達成」「学力保障」「集団の中での自己実現」の３つの教育方針のもと，命あるものを尊び，豊かな人間性と進取の精神を養い，夢
のある未来社会を目指し創造的に自己練磨に励む，心身ともに健全な生徒の育成を目指しています。
　そこで，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　自分の将来についての明確な目標をもち，その実現に向けて本校の科目選択制度を活かして主体的に学ぶ意志のある生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，社会の秩序やマナーを守って学校生活を送る意志のある生徒
　３　自主的に勉強する意欲をもち，継続して学習する生徒
　４　何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　５　部活動，校外での文化・スポーツ活動に積極的に取り組む生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県迫桜高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １００人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 １００人　（募集定員の５０％）

　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６：４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」

学力検査：調査書 ６  ：  ４



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　   １００点
　　　　　 　合計　７９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

流通経済科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース 情報処理科

　本校では，校訓である「誠実・自律・奉仕」の精神を身に付け，豊かな心をもち，たくましく生きる人間の育成を目指しています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。基礎・基本的な知識・技能を確実に習得させ学力の伸長を図るととも
に特別活動等への積極的な参加を促すことにより，バランスのとれた生徒の育成に努めています。
　そこで，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校を志望する動機や理由が明確で，目的意識をもって何事にも一生懸命に取り組む生徒
　２　流通業（販売・サービス）等に関する基礎的な知識や技術を身に付け，本校で学んだことを生かし，就職及び進学を希望している生徒
　３　職業教育に興味関心をもち，積極的に資格取得（簿記,情報処理など）に取り組む生徒
　４　中学校で運動や文化活動などに積極的に取り組み，努力してきた生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県一迫商業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　進路意識
　　(3)　自己理解
　　(4)　部活動・生徒会活動等
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　20点
　　(2)　表現力等　　80点

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

　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５：５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」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５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
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　進路意識
　　(3)　自己理解
　　(4)　部活動・生徒会活動等
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　20点
　　(2)　表現力等　　80点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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５：５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 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査 　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　   １００点
　　　　　 　合計　７９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

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 流通経済科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県一迫商業高等学校 情報処理科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校では，校訓である「誠実・自律・奉仕」の精神を身に付け，豊かな心をもち，たくましく生きる人間の育成を目指しています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。基礎・基本的な知識・技能を確実に習得させ学力の伸長を図るととも
に特別活動等への積極的な参加を促すことにより，バランスのとれた生徒の育成に努めています。
　そこで，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校を志望する動機や理由が明確で，目的意識をもって何事にも一生懸命に取り組む生徒
　２　コンピュータに関する基礎的な知識や技術を身に付け，本校で学んだことを生かし，就職及び進学を希望している生徒
　３　職業教育に興味関心をもち，積極的に資格取得（簿記，情報処理など）に取り組む生徒
　４　中学校で運動や文化活動などに積極的に取り組み，努力してきた生徒



学校名 課程 全日制 学科
（コース・部）

募集定員 ２４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　１５点
　　　　　    合計　５４０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査  ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科　・・・・・得点を０．５倍にする
　　  　 　   合計　４４５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２４人の１２０％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，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　志望動機等
　４　観点
 　（1）　態度　　  　 　 5点
　 （2）　表現力等　　10点

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，生徒心得に謳われた「質実剛健　進取独創　自ら進運を開拓すべし」を教育の礎に置き，謙虚で健全な自尊心を抱き，品性をそなえ，
崇高な志をもって社会貢献する，心豊かな生徒の育成に努めています。
　また，知性を尊び将来の夢や目標に向かって主体的に学び，仲間と切磋琢磨しながら進路達成を図れるように指導しています。そこで，勉学，
部活動，特別活動，その他の活動に積極的に関わり，自他共に成長しようとする意欲と実行力があり，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求め
ます。

　１　学業・人物がともに優れ，今後も向上しようとする意欲が旺盛な生徒
　２　社会への関心を深め自己の将来像を描き，課題解決に向け思考力・判断力・表現力を培おうとする生徒
　３　望ましい集団生活のあり方を考え，自他尊重の精神を人間関係の中で確立できる生徒
　４　高校生活のあらゆる場面で，誠実かつ主体的に活動できる生徒
　５　特別活動，部活動等でリーダーシップを発揮し，積極的に活動できる生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県石巻高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ２１６人　（募集定員の９０％）

特　色　選　抜 ２４人　（募集定員の１０％）

　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７：３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」

学力検査：調査書 ７  ：  ３



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２００人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
               合計　５２５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

なし

共　通　選　抜 １６０人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ７  ：  ３
　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７：３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 ４０人　（募集定員の２０％）

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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５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４０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，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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県石巻好文館高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，平成２４年に創立百周年を迎えた歴史と伝統のある学校で，長年にわたり石巻地方の中枢を担う人材を輩出してきました。「自発能動」
「一事貫行」「醇朴成徳」を校訓とし，校是である「甲斐ある人といわれなむ」を体現し文武両道を実践できる生徒の育成に努めています。
　そこで，勉学，部活動等に積極的に関わり，将来４年制大学等の上級学校への進学を目指し，自己実現をしようとする意思が十分にあり，次の
１～３のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　学習成績が優良で，入学後も自己実現に向けて意欲的に学習活動に取り組むことができる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，日々の授業を大事にして，継続的に努力ができる生徒
　３　リーダー性が高く，部活動，特別活動，校外活動で優れた能力を発揮するとともに顕著な成績をあげ，入学後も勉学と並行して継続して活
   動する意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制 学科
（コース・部）

募集定員 １６０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　 　　　　５０点
　　　　　    合計　５７５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　 ２４０点
　　　・　国語，数学，英語，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　社会，理科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　　２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を０．５倍にする
             合計　　４９０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４８人の１２０％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，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態  　個人面接
　２　時間    １０分程度
　３　内容
　　(1)  志望動機
　　(2)  中学校での活動
　　(3)  将来の進路希望
　４　観点
　　(1)  態度 8点　(2)　表現力 18点
　　(3)　関心・意欲　24点

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は「敬愛　探求　進取」を校訓とし，自主的・自律的に行動できる人材，新しい時代に対応し，社会に貢献できる人材の育成を目指していま
す。そこで，次の１～５のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校を志望する意思が強く，向学心・探究心が旺盛で，４年制大学等への進学を希望し，敬愛心に満ちた社会人を目指す生徒
　２　基本的な生活態度や家庭学習の習慣が身に付いており，入学後も部活動や特別活動，ボランティア活動に意欲的に取り組む意思のある
   生徒
　３　「国際理解・異文化理解」に関心があり，積極的に学ぶ意思のある生徒
　４　国語・数学・英語の成績に秀でている生徒
　５　中学校時代に諸活動で活躍した生徒(学習や資格取得で努力をした生徒，部活動・生徒会活動・ボランティア活動でリーダーシップを発
　  揮し，実績を残している生徒)

　特に，特色選抜においては，上記の４及び５の全てに当てはまる生徒を求めます。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県石巻西高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １１２人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ４８人　（募集定員の３０％）

　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６：４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」

学力検査：調査書 ６  ：  ４



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２００人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県石巻北高等学校 総合学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校のキャッチフレーズは「人の数だけ道がある」です。一人一人がさまざまな活動を通じて，自分について，社会について，世の中のしくみに
ついて考え学びます。学校生活の中で，社会人として自分がどのように世の中と関わっていくべきかを見つけられる時間が本校の授業には組み
込まれています。本校での取り組みは生涯にわたり続く学びの土台を築くスタートともいえるものです。この上にたち，大学または上級学校への
進学や公務員，企業への就職などを目指します。
　本校では，選択できる５つの系列を準備し，一人一人の可能性を伸ばし，地域を支え，地域の人々と共に生きることができる人を育てることを目
指しています。
　具体的には，次の１～６の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校の特徴や取り組みを理解し，自分の目標に向かって意欲的に活動する場所を選択できる生徒
　２　規則正しい学校生活を送っており，今後も継続しようとする意志をもつ生徒
　３　自己の適性や社会でのあり方を探求し，進路を選択する努力ができる生徒
　４　進路達成および将来に向けて，日々の学習を大切にする生徒
　５　部活動や学校行事等で，仲間と協力し，目標を達成するために努力する生徒
　６　自己の視野を広げることに積極的な意欲をもつ生徒

  特に，特色選抜においては，上記の２，４及び５の全てに当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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 なし

共　通　選　抜 １４０人　（募集定員の７０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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５：５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 ６０人　（募集定員の３０％）

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　　２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．５倍にする
　　　　 　　 合計　６４０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６０人の１５０％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，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　 　　　　７５点
　　　　　　  合計　６００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
　２　時間　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望の動機　(2)　中学校での生活
　　(3)　将来の進路　(4)　人物・生活全般
　　(5)　自己アピール
　４　観点
　　(1)　意欲　15点     　(2)　態度　15点
　　(3)　表現力　15点
  　(4)　協調性・社会性　15点
　　(5)　責任感・役割意識　15点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １６０人宮城県水産高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動状況
　　（3）　将来の進路志望
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　態度　　　             30点
　　（2）　表現力等　 150点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ８０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ８０人　（募集定員の５０％）

　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７：３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」

学力検査：調査書 ７  ：  ３

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語･･・・・・････････････････････････全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　　 　　１８０点
　　　　　　　 合計　６９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する８０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

面接・実技・作文

　なし

海洋総合科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，水産海洋教育を行い，水産海洋関連産業の担い手を育成することを目的とする専門高校です。水産海洋に対する興味・関心をもた
せ，基礎的・基本的な知識・技術の習得，資格取得及び研究発表等をとおして水産海洋のスペシャリスト及び人間性豊かな職業人の育成に努
めます。また，保護者，地域社会との連携を強くし，信頼される学校を目指します。
　豊かな人間性とたくましさをもち，自ら学び，自ら創意工夫し，自らの考えを活用して活動する，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　何事にも諦めず粘り強く取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，自主・自律の精神で，学校生活に意欲的に取り組む生徒
　３　本校で学ぼうとする理由が明確で，積極的に資格取得に取り組む生徒
　４　中学校での部活動をはじめとした諸活動において積極的な取組みがあり，入学後も継続し努力できる生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人宮城県石巻工業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　30点
　　(2)　意欲　　　　30点
　　(3)　表現力等　40点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 １２人　（募集定員の３０％）

　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６：４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」

学力検査：調査書 ６  ：  ４

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．７５倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　８６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

機械科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

電気情報科，化学技術科，土木システム科，建築科

　本校は，校訓「堅忍不撓」（けんにんふとう。いかなる困難や苦境にあっても，じっと耐えて，あらゆる努力を試み，運命の展開を図ろうとする粘り
強さ）を掲げ，石巻地域はもとより県内各地で活躍する工業技術者を育成する“ものづくり教育”をおこなう専門高校です。
　本校では，次の２つを常に目指しています。
　①　地域社会で工業技術者として即戦力となる人材の育成
　②　自ら考え判断し，意欲的に行動する，誠実で思いやりのある人材の育成
　よい技術者になるには，確かな専門知識をもち，それを有効に発揮するための豊かな人間性を備えていることが必要です。県内でも有数の充
実した施設設備を活用し，授業で確かな専門知識を身に付ける指導を行うことで，社会常識のある真面目で熱意のある生徒を育成していきま
す。
　また，本校機械科では，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　機械系のものづくりに関わる分野，またはそれを支える技術に興味・関心をもち，将来，専門分野での就職や上級学校への進学を目指す
   生徒
　２　高校入学後，専門知識や技術を習得し資格取得にチャレンジする生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，学校生活において他の模範となる生徒
　４　部活動，生徒会活動，ボランティア活動に積極的に取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記３及び４のいずれかに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５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
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　30点
　　(2)　意欲　　　　30点
　　(3)　表現力等　40点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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６：４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 １２人　（募集定員の３０％）

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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．７５倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　８６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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

機械科，化学技術科，土木システム科，建築科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県石巻工業高等学校 電気情報科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓「堅忍不撓」（けんにんふとう。いかなる困難や苦境にあっても，じっと耐えて，あらゆる努力を試み，運命の展開を図ろうとする粘り
強さ）を掲げ，石巻地域はもとより県内各地で活躍する工業技術者を育成する“ものづくり教育”をおこなう専門高校です。
　本校では，次の２つを常に目指しています。
　①　地域社会で工業技術者として即戦力となる人材の育成
　②　自ら考え判断し，意欲的に行動する，誠実で思いやりのある人材の育成
　よい技術者になるには，確かな専門知識をもち，それを有効に発揮するための豊かな人間性を備えていることが必要です。県内でも有数の充
実した施設設備を活用し，授業で確かな専門知識を身に付ける指導を行うことで，社会常識のある真面目で熱意のある生徒を育成していきま
す。
　また，本校電気情報科では，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　電気・情報系のものづくりに関わる分野，またはそれを支える技術に興味・関心をもち，将来，専門分野での就職や上級学校への進学を目
   指す生徒
　２　高校入学後，専門知識や技術を習得し資格取得にチャレンジする生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，学校生活において他の模範となる生徒
　４　部活動，生徒会活動，ボランティア活動に積極的に取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記３及び４のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５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
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　30点
　　(2)　意欲　　　　30点
　　(3)　表現力等　40点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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６：４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 １２人　（募集定員の３０％）

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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．７５倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　８６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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

機械科，電気情報科，土木システム科，建築科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県石巻工業高等学校 化学技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓「堅忍不撓」（けんにんふとう。いかなる困難や苦境にあっても，じっと耐えて，あらゆる努力を試み，運命の展開を図ろうとする粘り
強さ）を掲げ，石巻地域はもとより県内各地で活躍する工業技術者を育成する“ものづくり教育”をおこなう専門高校です。
　本校では，次の２つを常に目指しています。
　①　地域社会で工業技術者として即戦力となる人材の育成
　②　自ら考え判断し，意欲的に行動する，誠実で思いやりのある人材の育成
　よい技術者になるには，確かな専門知識をもち，それを有効に発揮するための豊かな人間性を備えていることが必要です。県内でも有数の充
実した施設設備を活用し，授業で確かな専門知識を身に付ける指導を行うことで，社会常識のある真面目で熱意のある生徒を育成していきま
す。
　また，本校化学技術科では，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　化学系のものづくりに関わる分野，またはそれを支える技術に興味・関心をもち，将来，専門分野での就職や上級学校への進学を目指す
   生徒
　２　高校入学後，専門知識や技術を習得し資格取得にチャレンジする生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，学校生活において他の模範となる生徒
　４　部活動，生徒会活動，ボランティア活動に積極的に取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記３及び４のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５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
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　30点
　　(2)　意欲　　　　30点
　　(3)　表現力等　40点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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６：４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 １２人　（募集定員の３０％）

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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．７５倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　８６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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

機械科，電気情報科，化学技術科，建築科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県石巻工業高等学校 土木システム科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓「堅忍不撓」（けんにんふとう。いかなる困難や苦境にあっても，じっと耐えて，あらゆる努力を試み，運命の展開を図ろうとする粘り
強さ）を掲げ，石巻地域はもとより県内各地で活躍する工業技術者を育成する“ものづくり教育”をおこなう専門高校です。
　本校では，次の２つを常に目指しています。
　①　地域社会で工業技術者として即戦力となる人材の育成
　②　自ら考え判断し，意欲的に行動する，誠実で思いやりのある人材の育成
　よい技術者になるには，確かな専門知識をもち，それを有効に発揮するための豊かな人間性を備えていることが必要です。県内でも有数の充
実した施設設備を活用し，授業で確かな専門知識を身に付ける指導を行うことで，社会常識のある真面目で熱意のある生徒を育成していきま
す。
　また，本校土木システム科では，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　土木系のものづくりに関わる分野，またはそれを支える技術に興味・関心をもち，将来，専門分野での就職や上級学校への進学を目指す
   生徒
　２　高校入学後，専門知識や技術を習得し資格取得にチャレンジする生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，学校生活において他の模範となる生徒
　４　部活動，生徒会活動，ボランティア活動に積極的に取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記３及び４のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５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
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　30点
　　(2)　意欲　　　　30点
　　(3)　表現力等　40点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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６：４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 １２人　（募集定員の３０％）

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　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．７５倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　８６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２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，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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

機械科，電気情報科，化学技術科，土木システム科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県石巻工業高等学校 建築科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓「堅忍不撓」（けんにんふとう。いかなる困難や苦境にあっても，じっと耐えて，あらゆる努力を試み，運命の展開を図ろうとする粘り
強さ）を掲げ，石巻地域はもとより県内各地で活躍する工業技術者を育成する“ものづくり教育”をおこなう専門高校です。
　本校では，次の２つを常に目指しています。
　①　地域社会で工業技術者として即戦力となる人材の育成
　②　自ら考え判断し，意欲的に行動する，誠実で思いやりのある人材の育成
　よい技術者になるには，確かな専門知識をもち，それを有効に発揮するための豊かな人間性を備えていることが必要です。県内でも有数の充
実した施設設備を活用し，授業で確かな専門知識を身に付ける指導を行うことで，社会常識のある真面目で熱意のある生徒を育成していきま
す。
　また，本校建築科では，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　建築系のものづくりに関わる分野，またはそれを支える技術に興味・関心をもち，将来，専門分野での就職や上級学校への進学を目指す
   生徒
　２　高校入学後，専門知識や技術を習得し資格取得にチャレンジする生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，学校生活において他の模範となる生徒
　４　部活動，生徒会活動，ボランティア活動に積極的に取り組む意欲をもつ生徒

　特に，特色選抜においては，上記３及び４のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制 学科
（コース・部） 募集定員 １６０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・ 全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　    ７５点
　　　　　  　合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０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３２人の１５０％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，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態　　　個人面接
　２　時間　　　１０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動状況
　　（3）　将来の進路希望
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　態度　　　　　15点
　　（2）　表現力等　　60点

総合ビジネス科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校では，校是である「独立自尊」を体現する自律性に富み，自己の尊厳を保つ精神を有する生徒の育成に努めています。歴史と伝統のある
本校の卒業生は，地域の経済界はもちろんのこと，全国各地・各方面で活躍しています。
  商業のスペシャリストを目指し，関連産業への就職や大学又はその他の上級学校への進学を通して，将来の夢を実現させようとする意欲があ
り，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　商業の専門性を身に付け，自律した生活を営み，社会貢献を志す生徒
　２　本校の専門性を生かした資格取得のために，学習活動に真面目に取り組む生徒
　３　学習と部活動の両立に励み，文武両道を実践し，高い志をもって学校生活を送ることができる生徒
　４　本校の一員として自己の責任を果たすとともに，他者の立場を考慮し，円滑な人間関係を築きあげることができる生徒

  特に，特色選抜においては，上記２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県石巻商業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １２８人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ３２人　（募集定員の２０％）

　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５：５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」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

石巻市立桜坂高等学校
普通科

(学励探求コース)

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，県内唯一の公立女子高校です。「品格教育」・「キャリア教育」・「学力保証」の教育の３本柱を通して人間力を高め，生徒一人一人の
夢の実現を目指しています。社会人としての基礎的な力の育成，地域と連携した教育活動による社会に貢献できる力の育成，多様な進路に対
応できる学力の育成に努めています。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への進学を強く志望し，入学後も志高く，学校生活に意欲的に取り組む生徒
　２　 しっかりとした基礎学力を有し，特に国語・数学・英語の成績が良好な生徒
　３　進学を目指すなど，将来に明確な目的意識がある生徒
　４　基本的生活習慣を基盤に，社会人としての基礎的な力を身に付けるために努力できる生徒
　５　部活動，委員会活動，学校行事等の活動において積極的に取り組む意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記２に当てはまる生徒を重視します。

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 キャリア探求コース なし

共　通　選　抜 ９６人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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６：４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 ２４人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２１７．５点
　　　・ 国語，数学，英語 　 ・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・ 社会，理科　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・ 音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　 　　６５０点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　　　・　社会，理科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　   　合計　８６７．５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２４人の１２０％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，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　     合計  ５２５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

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

石巻市立桜坂高等学校
普通科

(キャリア探求コース)

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，県内唯一の公立女子高校です。「品格教育」・「キャリア教育」・「学力保証」の教育の３本柱を通して人間力を高め，生徒一人一人の
夢の実現を目指しています。社会人としての基礎的な力の育成，地域と連携した教育活動による社会に貢献できる力の育成，多様な進路に対
応できる学力の育成に努めています。
　そこで，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への進学を強く志望し，入学後も志高く，学校生活に意欲的に取り組む生徒
　２　 しっかりとした基礎学力を有し，特に国語・数学・英語の成績が良好な生徒
　３　将来の進路に明確な目的意識がある生徒
　４　基本的生活習慣を基盤に，社会人としての基礎的な力を身に付けるために努力できる生徒
　５　部活動，委員会活動，学校行事等の活動において積極的に取り組む意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記２に当てはまる生徒を重視します。

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 学励探求コース なし

共　通　選　抜 ６４人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ６  ：　４
　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６：４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 １６人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　２１７．５点
　　　・ 国語，数学，英語   ・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．５倍にする
　　　・ 社会，理科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・ 音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　 　　６５０点
　　　・ 国語，数学，英語    ・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．５倍にする
　　　・ 社会，理科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　  　 合計　８６７．５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１６人の１２０％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，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　     合計  ５２５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

なし



学校名 課程 全日制 学科
（コース・部）

募集定員 ２４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県気仙沼高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓「究理創造，和親協同，至誠励業」のもと「文武両道」の精神を尊重し，健全な心身と地域愛・国際的視野をもって，新しい時代に
対応できる学力と創造的能力を発揮し，志の実現に向けて積極的に行動できる自立した生徒の育成を目指しています。平成２８年度からのＳＧ
Ｈ(スーパーグローバルハイスクール）文部科学省指定を活用して，社会を豊かにたくましく生きる基礎力として「グローバル・リテラシー」を養い，
教科の協働型学習，課題研究活動，志教育に力を入れています。自己の志の実現に向けて，学び続ける強い意思をもち，次の１～４に当てはま
る生徒を求めます。

　１　本校で学ぼうとする理由が明確で，大学進学など将来への目的意識をもち，自らの可能性に挑戦する生徒
　２　本校での学習活動に適応できる学力を有し，継続的に学習に取り組む強い意思のある生徒
　３　地域社会を理解し，グローバルな視点で未来社会を考えようとする生徒
　４　次の（１），（２）のいずれかに当てはまる生徒
　　（１）体育的活動，文化的活動，社会的活動等で顕著な実績を収めた生徒
　　（２）中学校の学習やその他の活動において，集団の核となって活動した生徒

選抜順序 共通選抜 特色選抜
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 なし

共　通　選　抜 ２１６人　（募集定員の９０％）

学力検査：調査書 ７　：　３
　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７：３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 ２４人　（募集定員の１０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･････全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭･･･全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科･･･得点を１．０倍にする
　　　　　　　　 合計　６９５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２４人の１２０％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，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ･･････････････････････････････全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ･･･全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　３００点
　    ・　国語，数学，英語(各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 ５０点
　　　　　    合計　５７５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
　２　時間　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校における活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　表現力等　 40点
　　(2)　態度　　　　 10点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人普通科

特色選抜／連携型選抜

面接

　本校は，将来地域を支え，地域を担っていく有為な人材を育成するため，地域に根ざし，地域に学び，地域を考える学習を重視しています。そ
の上で，生徒の多様な進路目標達成のため，生徒の個々に即したきめ細やかな学習指導に力を入れ，生徒の夢の実現を全力でサポートしてい
ます。
　また，宮城県唯一の連携型中高一貫教育を実施する高校として，高校教員が連携中学校で授業を行ったり，生徒会や部活動で中学生ととも
に学んだりしています。
　本校では，このように地域や他者との積極的な関わりの中で自らを磨こうとする，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への志望理由が明確であり，入学後も進路実現に向けて努力できる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，日常の学習活動に対して真剣に取り組める生徒
　３　中学校の学習において，特に国語，数学，英語の基礎基本が身に付いている生徒
　４　中学校において，部活動，生徒会活動，ボランティア活動等に意欲的に取り組んだ生徒
　５　これからの地域の担い手を目指し，自覚を持って日々の諸活動に主体的に取り組もうとする生徒

　特に，特色選抜／連携型選抜においては，上記の３，５を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 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 なし

宮城県志津川高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １６人　（募集定員の２０％）

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　学力検査　　 ６５０点
　　　・　国語，数学，英語・・・得点を１．５倍にする
　　  ・　社会，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接 　　      ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　　　 合計　７８５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１６人の１２０％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。

　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５：５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」

学力検査：調査書 ５  ：  ５

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動状況
　　（3）　高校生活への意欲
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　態度
　　（2）　表現力等

※面接については，１日目に実施す
る。

面接・実技・作文

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　     ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

特色選抜：１６人（募集定員の２０％） 連携型選抜：４８人（募集定員の６０％）

対象：連携型中学校以外の者及び連携型中
学校を過年度に卒業した者

対象：令和２年３月に連携型中学校を卒業見込
みの者　※出願資格については，ⅱページを参照



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

面接・実技・作文

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　     ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

特色選抜：８人（募集定員の２０％） 連携型選抜：２４人（募集定員の６０％）

対象：連携型中学校以外の者及び連携型中
学校を過年度に卒業した者

対象：令和２年３月に連携型中学校を卒業見込
みの者　※出願資格については，ⅱページを参照

共　通　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

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　学力検査　　 ６５０点
　　　・　国語，数学，英語・・・得点を１．５倍にする
　　  ・　社会，理科 ・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接 　　      ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　　　 合計　７８５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８人の１２０％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。

　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５：５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」

学力検査：調査書 ５  ：  ５

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
 　 （2）　中学校での活動状況
 　 （3）　高校生活への意欲
　  （4）　その他
　４　観点
 　 （1）　態度
　  （2）　表現力等

※面接については，１日目に実施す
る。

情報ビジネス科

特色選抜／連携型選抜

面接

　本校は，将来地域を支え，地域を担っていく有為な人材を育成するため，地域に根ざし，地域に学び，地域を考える学習を重視しています。そ
の上で，生徒の多様な進路目標達成のため，生徒の個々に即したきめ細やかな学習指導に力を入れ，生徒の夢の実現を全力でサポートしてい
ます。
　また，宮城県唯一の連携型中高一貫教育を実施する高校として，高校教員が連携中学校で授業を行ったり，生徒会や部活動で中学生ととも
に学んだりしています。
　本校では，このように地域や他者との積極的な関わりの中で自らを磨こうとする，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　ビジネスやコンピュータによる情報処理に強く関心をもち，本校への志望理由が明確で，入学後も進路実現に向けて努力できる生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，日常の学習活動に対して真剣に取り組める生徒
　３　中学校の学習において，特に国語，数学，英語の基礎基本が身に付いている生徒
　４　中学校において，部活動，生徒会活動，ボランティア活動等に意欲的に取り組んだ生徒
　５　これからの地域の担い手を目指し，自覚を持って日々の諸活動に主体的に取り組もうとする生徒

　特に，特色選抜／連携型選抜においては，上記の３，５を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 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 なし

宮城県志津川高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像



学校名 課程 全日制 学科
（コース・部）

募集定員 １２０人宮城県本吉響高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　関心・意欲　　　　　30点
　　(2)　表現力・判断力　　30点
　　(3)　態度　　　　　　　　  15点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

　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６：４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」

学力検査：調査書 ６  ：  ４

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　  　  合計  ６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　  ７５点
　　　　　　　 合計　９６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する６０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　学力検査点，調査書点及び面接の得点を合計した点数を基に，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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

総合学科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。基礎的・基本的な学力の定着と向上及び自ら学ぶ姿勢の育成を図
るとともに，社会性を身に付け社会の一員としての自覚をもって地域に積極的に貢献しようとする生徒の育成に努めています。
　また，家庭，地域社会と一体となって生徒を育てる開かれた学校です。
　豊かな感性をもち，自主的・創造的に生き生きと活動する，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校で学ぼうとする明確な目標をもち，学校生活に自主的，創造的に臨む生徒
　２　基礎学力が身に付いており，日々の授業を大事にする生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，互いの立場を考え他者とのコミュニケーションを取ることができる生徒
　４　進路実現に向かって継続的に努力し，進学教養・産業情報（商業・工業）・生活表現（美術・音楽）・人間環境（理科・家庭・福祉・農業）のい
   ずれかの分野に強い興味，関心のある生徒
　５　部活動や特別活動等に熱心に取り組み，入学後も諸活動に意欲的に取り組むことができる生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　    合計　４９５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

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　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０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２０人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象とし，選抜する。
　・　学力検査点と調査書点を合計した点数を基に，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。

面接・実技・作文

なし

情報海洋科

特色選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース 産業経済科，機械技術科

　本校は，個性と創造性の伸長を図り，豊かな人間性を育むとともに，専門的な知識と技術を習得させ，時代の進展に柔軟に対応できる人間の
育成を目指しています。教育内容は，専門高校としての知識・技術を習得できるだけでなく，普通科目を多く取り入れた特色のある教育課程と
なっています。幅広い視野で物事を判断することができ，いろいろな社会分野に適応できるような人材を育成するために，次の１～５の全てに当
てはまる生徒を求めます。

　１　電子・情報・通信または海洋に関する学習に強い興味・関心があり，本校入学後は専門知識や技術・技能の習得と専門分野での就職や大
   学等への進学を目指す生徒
　２　教科以外の活動（部活動，生徒会活動，課外活動，その他校内外での諸活動）にも積極的かつ意欲的に取り組もうとする生徒
　３　基本的生活習慣が身に付いており，他者と望ましい人間関係を築こうとする生徒
　４　日々の授業を大事にし，基礎的・基本的な知識をしっかり身に付けようと努力する生徒
  ５　基礎学力が定着しており，専門知識を学びたい生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県気仙沼向洋高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

　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５：５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」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県気仙沼向洋高等学校 産業経済科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，個性と創造性の伸長を図り，豊かな人間性を育むとともに，専門的な知識と技術を習得させ，時代の進展に柔軟に対応できる人間の
育成を目指しています。教育内容は，専門高校としての知識・技術を習得できるだけでなく，普通科目を多く取り入れた特色のある教育課程と
なっています。幅広い視野で物事を判断することができ，いろいろな社会分野に適応できるような人材を育成するために，次の１～５の全てに当
てはまる生徒を求めます。

　１　食品や商業に関する学習に強い興味・関心があり，本校入学後は専門知識や技術・技能の習得と専門分野での就職や大学等への進学を
   目指す生徒
　２　教科以外の活動（部活動，生徒会活動，課外活動，その他校内外での諸活動）にも積極的かつ意欲的に取り組もうとする生徒
　３　基本的生活習慣が身に付いており，他者と望ましい人間関係を築こうとする生徒
　４　日々の授業を大事にし，基礎的・基本的な知識をしっかり身に付けようと努力する生徒
  ５　基礎学力が定着しており，専門知識を学びたい生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５に当てはまる生徒を重視します。

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 情報海洋科，機械技術科 なし

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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５：５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 ２０人　（募集定員の５０％）

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　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０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２０人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象とし，選抜する。
　・　学力検査点と調査書点を合計した点数を基に，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計  ４９５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

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県気仙沼向洋高等学校 機械技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，個性と創造性の伸長を図り，豊かな人間性を育むとともに，専門的な知識と技術を習得させ，時代の進展に柔軟に対応できる人間の
育成を目指しています。教育内容は，専門高校としての知識・技術を習得できるだけでなく，普通科目を多く取り入れた特色のある教育課程と
なっています。幅広い視野で物事を判断することができ，いろいろな社会分野に適応できるような人材を育成するために，次の１～５の全てに当
てはまる生徒を求めます。

　１　ロボット・機械などのものづくりに強い興味・関心があり，本校入学後は専門知識や技術・技能の習得と専門分野での就職や大学等への進
   学を目指す生徒
　２　教科以外の活動（部活動，生徒会活動，課外活動，その他校内外での諸活動）にも積極的かつ意欲的に取り組もうとする生徒
　３　基本的生活習慣が身に付いており，他者と望ましい人間関係を築こうとする生徒
　４　日々の授業を大事にし，基礎的・基本的な知識をしっかり身に付けようと努力する生徒
  ５　基礎学力が定着しており，専門知識を学びたい生徒

　特に，特色選抜においては，上記の５に当てはまる生徒を重視します。

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 情報海洋科，産業経済科 なし

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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５：５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 ２０人　（募集定員の５０％）

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　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０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２０人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象とし，選抜する。
　・　学力検査点と調査書点を合計した点数を基に，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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　 　 合計　４９５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

なし


