
学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人宮城県白石高等学校七ヶ宿校

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)　高校生活への展望
　　(4)　将来の進路志望
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　意欲　　　　　　　　25点
　  (2)　態度　　　　　　　　25点
　　(3)　表現力，社会性  50点

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ８人　（募集定員の２０％）

特　色　選　抜 ３２人　（募集定員の８０％）

　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　　　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　 ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接  　　　 １００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　　  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３２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。
Ⅲ　社会人特別選抜：無

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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

普通科

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３修制（３ヶ年で卒業できる制度）を取り入れた昼間定時制高校です。小規模校の特色を生かし，きめ細やかな学習指導を行い，基礎学
力の向上を目指しています。学校行事や地域社会との交流を通じて豊かな人間性や社会性を養うとともに，地域社会に貢献できる人材の育成を
目標にしています。また，体系的な進路指導を行うことで生徒の進路意識を育てることにも力を入れています。そして，町内唯一の公立高校とし
て，地域社会及び保護者から信頼される開かれた学校づくりにも努めています。
　本校では次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　本校を志望する理由が明確で，本校及び社会のルールを守り，他者と協力して高校生活を送ろうと考えている生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，社会人として自立した人間になろうと努力する生徒
　３　自分の将来について明確な目標を持ち，その実現のために高等学校での学習活動等に積極的に取り組む生徒
　４　中学校において，学習活動，特別活動や部活動に真剣に取り組んだ生徒
　５　地域社会へ貢献しようと考えている生徒

　特に，特色選抜においては，上記の１，２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



学校名 課程 定時制
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　　１５０点
　　　・　国語，数学，英語（各教科５０点満点）
　３　面接 　　　　 ３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　 　 合計　３７５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　　　　３９点
　　　・  国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．２倍にする
　　　・  音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．４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　　　   １６０点
              合計　３２４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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　(1)　目的意識　(2)　活動意欲
　　(3)　表現力　 　(4)　面接態度等

普通科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は夜間定時制の学校です。働きながら学ぶことで自ら進路を切り開き，更に行動に責任をもち，規律と礼儀を重んずる生徒の育成を目指
します。また，少人数クラスによるきめ細かな指導により，生徒一人一人の力を伸ばします。
　豊かな人間性と教養を内面に備え，社会で輝ける人材として，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校定時制課程への入学を強く希望し，学校生活に意欲的に取り組める生徒
　２　自分の将来についての目標をもち，その目標の実現に向けて努力できる生徒
　３　学業と就労を両立させようという強い意志をもち，学校生活に取り組める生徒
　４　ルールやマナーを重んじ，集団生活において互いを尊重しあえる生徒

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

宮城県大河原商業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　高校生活への意欲
　　(3)　中学校での活動状況
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　目的意識　　　40点
　　(2)　活動意欲　　　40点
　　(3)　表現力　　　　 40点
　　(4)　面接態度等　 40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 定時制
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　　    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　　 ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接　　　 　　２００点
　　　　　　   合計   ５３５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　　    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　　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　２００点
　　　 　　    合計   ５８５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３６
   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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

普通科

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，４年制の定時制課程であり，社会人としての責任と自覚をもち，卒業後の社会で活躍できる人材の育成に努めています。就業による社
会経験を日々の学校生活に活かし，多様な個性や価値観を認め合える協調性を身に付けたり，自らの将来に明確な目標をもって意欲的に学習
に取り組んだりできる，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　集団の一員としてルールやマナーを守り, よりよい学校生活を送ろうとする意志の強い生徒
　２　日々の学習に必要な基礎学力に加え，基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　３　学業と就業の両立に向けた強い意志をもち, 目標や将来の夢の実現のために努力を継続できる生徒

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

宮城県名取高等学校

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)　学校生活や就業に対する意
       欲
　　(3)　自己理解
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　関心意欲　100点
　　(2)　判断力     　50点
　　(3)　態度    　     50点

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の９０％）

　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 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人仙台市立仙台工業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　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
  　(2)　意欲
　　(3)　表現力等

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の９０％）

　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　　 　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　  ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接　　４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　  　 合計 ３９５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
　３　面接　　４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　 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３６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）を用いて，求める生徒像に照らして総合的に審査し，選抜する。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

建築土木科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース 機械科

　本校は，全国屈指の長い歴史と伝統を持つ夜間定時制工業高校です。
　「働きながら学ぶ」強い意志と信念，「不撓不屈（ふとうふくつ）」の精神（強い意志をもってどんな困難にもくじけないこと。本校生が伝統とする合
言葉です。）を養うとともに，知・徳・体の調和のとれた成長を促し，実践的職業能力と勤労観を育成するという教育目標のもと，日々の教育活動
に取り組んでおります。
　本学科では，ものづくりに興味関心をもたせ，学科に関する基礎的な知識と技術・技能を習得し，基本的生活習慣を確立させるとともに学習意
欲を高め，勤労意欲や安全教育の充実を図ることを目標としております。
　建築土木に興味・関心があり，将来，ものづくりを通して社会に貢献しようと考え，意欲的な高校生活を送る意思をもっていることを自己アピー
ルできる者，かつ，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　基礎学力が身に付いている生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　３　他を思いやり尊重することができる生徒

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 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台工業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，全国屈指の長い歴史と伝統を持つ夜間定時制工業高校です。
　「働きながら学ぶ」強い意志と信念，「不撓不屈（ふとうふくつ）」の精神（強い意志をもってどんな困難にもくじけないこと。本校生が伝統とする合
言葉です。）を養うとともに，知・徳・体の調和のとれた成長を促し，実践的職業能力と勤労観を育成するという教育目標のもと，日々の教育活動
に取り組んでおります。
　本学科では，ものづくりに興味関心をもたせ，学科に関する基礎的な知識と技術・技能を習得し，基本的生活習慣を確立させるとともに学習意
欲を高め，勤労意欲や安全教育の充実を図ることを目標としております。
　機械に興味・関心があり，将来，ものづくりを通して社会に貢献しようと考え，意欲的な高校生活を送る意思をもっていることを自己アピールでき
る者，かつ，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　基礎学力が身に付いている生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　３　他を思いやり尊重することができる生徒

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 建築土木科 面接

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）
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
 　 　(2)　意欲
　　　　　 　　　　　(3)　表現力等

※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 ３６人　（募集定員の９０％）

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
　３　面接　　４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　 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３６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）を用いて，求める生徒像に照らして総合的に審査し，選抜する。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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　  ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接　　４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　  　 合計 ３９５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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人宮城県古川工業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機・学習意欲
　　(2)　基本的生活習慣・
          中学校生活
　　(3)　生活・行動
　　(4)　興味関心
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　 　   70点
　　(2)　表現力等  　　445点

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の９０％）

　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３：７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 ３  ：  ７

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
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　 　２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接　　　  　 ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　   合計 　　　 ５９０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　　　 　　５１５点
　　　　　　 合計　１０３０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３６
   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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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)　中学校生活
　　(3)　入学後の生活　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　(2)　表現力等

電気科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース 機械科

　
　本校は，工業専門高等学校定時制として，普通科目の基礎基本の確実な定着を図るとともに，工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と
技術を習得させ，工業技術の諸問題を主体的・合理的にかつ倫理観をもって判断できる思考態度を身に付けるため，専門教育の充実に取り組
んでいます。次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　電気･電子･情報に対する興味･関心及び資格取得に積極的に取り組む意欲をもち，将来は電気系の専門分野への就職を目指す生徒
　２　定時制課程（夜間）において, 卒業に向けて前向きに学業に励む生徒
　３　基本的生活習慣が確立していて，道徳やルールを守ることができる生徒
　４　中学校で学習や生活に意欲的に取り組んだ生徒

　特に，特色選抜においては，上記１～４の全て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 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川工業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，工業専門高等学校定時制として，普通科目の基礎基本の確実な定着を図るとともに，工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と
技術を習得させ，工業技術の諸問題を主体的・合理的にかつ倫理観をもって判断できる思考態度を身に付けるため，専門教育の充実に取り組
んでいます。次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　機械の原理やしくみに対する興味･関心及び製作実習等に積極的に取り組む意欲をもち，将来は機械系の専門分野への就職を目指す
　 生徒
　２　定時制課程（夜間）において, 卒業に向けて前向きに学業に励む生徒
　３　基本的生活習慣が確立していて，道徳やルールを守ることができる生徒
　４　中学校で学習や生活に意欲的に取り組んだ生徒

　特に，特色選抜においては，上記１～４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 電気科 面接

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）
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・学習意欲
　　(2)　基本的生活習慣・
          中学校生活
　　(3)　生活・行動
　　(4)　興味関心
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　 　   70点
　　(2)　表現力等 　 445点

※面接については，１日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　　　 　　５１５点
　　　　　　 合計　１０３０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３６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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
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　 　２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接　　　  　 ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　   合計 　　　 ５９０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)　中学校生活
　　(3)　入学後の生活　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　(2)　表現力等



学校名 課程 定時制
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　　 　２４０点
　　　・　国語，数学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　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２．０倍にする
　２　学力検査　  ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　５０点
　　　　　    合計　４９０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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接（3人程度）
　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)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　20点
　　(2)　理解と反応　10点
　　(3)　意欲　等　　 20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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　　　 　　  ５０点
　　　　　　　 合計　７４５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３６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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県佐沼高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，校訓「『献身・窮理・力行』の三徳を『至誠』をもって貫く」の教えを大切にし，これからの社会を生き抜くことができる，健全な心身をもっ
た特性の高い人物を育成することを目標としています。
　また，働きながら学ぶことができる学校として地域で重要な役割を果たしており，多様な生徒が各自の個性を生かして学校生活を送っていま
す。そのような本校定時制課程で学びたいという強い意志を持ち，基本的な生活ルールを守って，卒業後の夢や目標に向かって努力できる，次
の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的な生活習慣の確立と個性の伸張に努力できる生徒
　２　進路実現に向けて継続的に努力し，日々の授業を大切にする生徒
　３　積極的に社会と関わり，就業体験等の活動に取り組もうとする生徒
　４　本校で学ぼうとする意志が明確で，学校生活に意欲的に取り組む生徒

　特に，特色選抜においては，上記４に当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人宮城県石巻北高等学校飯野川校

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　　　　 　  80点
　　(2)　表現力等　  　170点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の９０％）

　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）
　３　面接 　　　　 ２５０点
　　　　　　  合計　７７５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　　　 ４８．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・全学年の評定を０．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を０．５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         ２５０点
　　　　　  合計　７９８．７５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３６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。
Ⅲ　社会人特別選抜：無

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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　  第一次募集と同じ

普通科

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, １日４時間授業（９：００～１２：３０）の昼間定時制であり，平成３１年度から単位制に移行します。各教科では基礎・基本から学習し，生
徒全員が理解を深められるよう，手厚い指導をしています。また，国語・数学・英語の３教科では，「習熟度別授業」や「学び直し」の授業を実施し
ています。さらに，宮城県美田園高等学校通信制課程での一部科目の単位の修得のほか，インターンシップやボランティア活動など，学校外に
おける学修等の成果を自校の科目の履修とみなし，自校の単位として認定することができます。認定された単位は，卒業に必要な単位数のうち
に加えることができるため，通常は４年間で卒業ですが，３年次終了時に修得単位数が７４単位以上である生徒は，３年間で卒業することが可能
です。
　本校では，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校志望の意思が強く，将来の展望をもって努力できる生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，校則など基本的な決まりを主体的に守る生徒
　３　社会で必要とする知識を身に付けるため，基礎・基本から着実に学び，学習に意欲的に取り組む生徒
　４　インターンシップやボランティア活動など，学校外における学修等の活動に関心を持ち，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 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県気仙沼高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，社会的自立を果たすための土台をつくり，社会に貢献できる人間を育成することを目指しています。また，勤労しながら学ぼうとする生
徒や様々な事情を抱えている生徒，あるいは人生の様々な段階で学びの必要な人にも学びの場を届け，充実した生活の実現を支援します。
　受験する皆さんの「これまでがどうだったかより，これからどうするのか」を大切にしていきます。これまでの学校生活において自己の能力や適性
を十分生かしきれなかった人も，本校で日々の授業を大切にすることにより，自らの目標の実現に挑戦していくことを強く望みます。
　よって，本校では次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　働きながら学ぶことを強く望み，気仙沼高校定時制で学びたいと思う生徒
　２　社会で自立するために，基礎・基本となる学力の習得に取り組み，毎日の授業を大切にする生徒
　３　他者の立場を尊重し，思いやりの心と協調性をもつ人，かつ，粘り強く物事に取り組み，最後まであきらめずに成し遂げることを目指す生徒

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 面接

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）
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（職場，前籍校）での
          活動・生活状況
　　(3)　入学後に取り組みたいこと
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　学校生活に対する意欲
　　　　　　　　　　　　　　　60点
　　(2)　コミュニケーション能力
　　　　　　　　　　　　　　　40点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　４８．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．５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　　　　　   １００点
　　　　 合計　  ２７３．７５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３６
   人の１２０％の範囲に含まれるものを対象として行う。
　・　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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　４８．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．５倍にする
　２　学力検査　　 　　 ５０点
　　　・　国語，数学（各教科２５点満点）
　３　面接　　　　 　 　１００点
　４　作文　　　　　  　　５０点
　　      合計　　２４８．７５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　第一次募集と同じ
　４　観点　第一次募集と同じ
Ⅱ　作文
　１　形式　本校が提示する「題」に
                よる自由作文
　２　時間　４０分
　３　観点
　　(1)　「読み・書き」の基礎力  10点
　　(2)　思考・判断・表現力　　   40点



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県第二工業高等学校 電子機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，次のような学校です。

　・　本校は昭和１８年（１９４３年）に開設され，平成３０年に創立７５周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。校舎や実習棟は仙台市内の閑静
   な住宅地に位置し，広瀬川畔の豊かな緑に囲まれています。
　・　本校は電子機械科と電気科の２学科からなる工業高校で，日進月歩で進化する科学技術に即応できる工業人や，教養豊かな社会人の育
   成を目指した授業を展開しています。
　・　本校は修業年限４年の夜間定時制の工業高校で，昼間働きながら学習できます。

　本校では，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　働きながら工業技術を学ぼうとする意欲のある生徒
　２　多くの資格を取得して優れた職業人を目指そうとする生徒
　３　ものづくりや，電子機械技術に興味がある生徒
　４　仲間と助け合いながら高校生活に取り組もうとする生徒
　５　生活態度が良好な生徒

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 電気科 面接

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）
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)　中学校生活
　　(3)　高校生活
　　(4)　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 ３６人　（募集定員の９０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ９７．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科　・・・・・・・・　全学年の評定を０．５倍にする
　　　・　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　　   ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科　・・・・・・・・　得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　  １００点
　　　　　   合計　４４７．５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３６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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１８０点
　　　・　国語，数学　・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．７５倍にする
　　　・　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１．５倍にする
　２　学力検査　  １５０点
　　　・　国語，数学（各教科７５点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計   ４３０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



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県第二工業高等学校 電気科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，次のような学校です。

　・　本校は昭和１８年（１９４３年）に開設され，平成３０年に創立７５周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。校舎や実習棟は仙台市内の閑静
   な住宅地に位置し，広瀬川畔の豊かな緑に囲まれています。
　・　本校は電子機械科と電気科の２学科からなる工業高校で，日進月歩で進化する科学技術に即応できる工業人や，教養豊かな社会人の育
   成を目指した授業を展開しています。
　・　本校は修業年限４年の夜間定時制の工業高校で，昼間働きながら学習できます。

　本校では，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　働きながら工業技術を学ぼうとする意欲のある生徒
　２　多くの資格を取得して優れた職業人を目指そうとする生徒
　３　電気の国家資格を取得して優れた電気技術者を目指そうとする生徒
　４　仲間と助け合いながら高校生活に取り組もうとする生徒
　５　生活態度が良好な生徒

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 電子機械科 面接

共　通　選　抜 ４人　（募集定員の１０％）
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)　中学校生活
　　(3)　高校生活
　　(4)　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 ３６人　（募集定員の９０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ９７．５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科　・・・・・・・・　全学年の評定を０．５倍にする
　　　・　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　　   ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科　・・・・・・・・　得点を０．５倍にする
　３　面接　　　 　　  １００点
　　　　　   合計　４４７．５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３６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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１８０点
　　　・　国語，数学　・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を０．７５倍にする
　　　・　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１．５倍にする
　２　学力検査　  １５０点
　　　・　国語，数学（各教科７５点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　　  合計  ４３０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



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人宮城県貞山高等学校

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）　中学校等での活動状況
　　（3）　将来の進路志望
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　意欲　　　　 30点
　　（2）　自己理解　 30点
　　（3）　思考　　　 　30点
　　（4）　態度等　　  30点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ４８人　（募集定員の４０％）

特　色　選　抜 ７２人　（募集定員の６０％）

　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　　 　　　０点
　　　・　評定は用いない
　２　学力検査　  ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １２０点
　　　　　  　合計  ３２０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　　　　　　０点
　　　・　評定は用いない
　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　　　 　　１２０点
　　　　　　　 合計　６２０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する７２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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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

普通科
(昼間部)

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース なし

　本校では，自主・自立の精神を尊び，自由と責任を重んじ，創造性豊かで，社会の向上・発展に寄与できる人間の育成を目標に掲げていま
す。
　また，定時制・単位制の利点を生かし，「夢をかなえる」ことができる自分に合ったスタイルの学校生活設計ができます。そのような本校の特色を
理解し，本校入学に明確な意志をもち，自己実現のために努力できる，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　自ら学ぼうとする意志をもち，単位制の特色を生かし，計画的に学習できる生徒
　２　ルールやマナーを守り，自他の人格を尊重できる誠実な生徒
　３　夢や目標をもち，その実現に向けて意欲的に取り組む生徒

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 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県貞山高等学校
普通科
(夜間部)

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校では，自主・自立の精神を尊び，自由と責任を重んじ，創造性豊かで，社会の向上・発展に寄与できる人間の育成を目標に掲げていま
す。
　また，定時制・単位制の利点を生かし，「夢をかなえる」ことができる自分に合ったスタイルの学校生活設計ができます。そのような本校の特色を
理解し，本校入学に明確な意志をもち，自己実現のために努力できる，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　自ら学ぼうとする意志をもち，単位制の特色を生かし，計画的に学習できる生徒
　２　ルールやマナーを守り，自他の人格を尊重できる誠実な生徒
　３　夢や目標をもち，その実現に向けて意欲的に取り組む生徒

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 なし 面接

共　通　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）
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）　中学校等での活動状況
　　（3）　将来の進路志望
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　意欲　　　　 30点
　　（2）　自己理解　 30点
　　（3）　思考　　　 　30点
　　（4）　態度等　　  30点

※面接については，２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 ２４人　（募集定員の６０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　　　　　０点
　　　・　評定は用いない
　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　　　 　　１２０点
　　　　　　　 合計　６２０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と面接の得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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　　０点
　　　・　評定は用いない
　２　学力検査　  ２００点
　　　・　国語，数学（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １２０点
　　　　　  　合計  ３２０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



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人宮城県田尻さくら高等学校

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)　志望理由・意志
　　(2)　高校生活の抱負
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　求める生徒像について
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　   　 45点
　　(2)　表現力等    105点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 １６人　（募集定員の２０％）

特　色　選　抜 ６４人　（募集定員の８０％）

　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３：７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 ３  ：  ７

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 　　　　 １５０点
　　　　  　  合計  　６７５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　　    　  　０点
　　　・　評定は用いない。
　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
　３　面接　　　 　　１５０点
　　　　　　　 合計　４００点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する６４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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

普通科Ⅰ部

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース なし

　本校は，多様な学習歴，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。
　本校単位制の特徴を生かし，自己の進路達成に向かって地道に努力を重ね，将来的に社会に有為な人材となる生徒の育成を目指していま
す。
　このことにより，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校で新たな一歩を踏み出し，自分の可能性を引き出したい，伸ばしたいという意欲をもっている生徒
　２　進路目標の達成に向け，本校の選択履修制度を生かして積極的に学ぶ意志をもっている生徒
　３　基礎・基本から一歩一歩取り組み，継続して学習する意欲をもっている生徒
　４　社会の秩序や集団のマナーを守り，他者を尊重しながら，より良い学校生活を送る意志をもっている生徒
　５　体験的な学習や地域での活動などを通して，公共心やボランティア精神を身に付けようとする生徒

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 定時制
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 　　　　 １５０点
　　　　    　  合計　６７５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
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 　８人　（募集定員の２０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・意志
　　(2)　高校生活の抱負
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　求める生徒像について
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　 　   45点
　　(2)　表現力等　    105点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３２人　（募集定員の８０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　     　　０点
　　　・　評定は用いない。
　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
　３　面接　　　 　　１５０点
　　　　　　　 合計　４００点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する３２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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県田尻さくら高等学校 普通科Ⅱ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，多様な学習歴，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。
　本校単位制の特徴を生かし，自己の進路達成に向かって地道に努力を重ね，将来的に社会に有為な人材となる生徒の育成を目指していま
す。
　このことにより，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校で新たな一歩を踏み出し，自分の可能性を引き出したい，伸ばしたいという意欲をもっている生徒
　２　進路目標の達成に向け，本校の選択履修制度を生かして積極的に学ぶ意志をもっている生徒
　３　基礎・基本から一歩一歩取り組み，継続して学習する意欲をもっている生徒
　４　社会の秩序や集団のマナーを守り，他者を尊重しながら，より良い学校生活を送る意志をもっている生徒
　５　体験的な学習や地域での活動などを通して，公共心やボランティア精神を身に付けようとする生徒



学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県東松島高等学校 普通科Ⅰ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，三部制・単位制・定時制の高校です。特色として，興味・関心に応じた科目を選択して学習を進められること，学年の区分なく自らの
ペースで学習に取り組めることなどがあげられます。本校では，進路目標達成のため，また興味・関心の強い分野に関する資質向上のため，効
果的に時間を使うことができます。
　本校は，自ら主体的に学ぶとともに豊かな人間性を育み，自立した人間として自信と誇りをもって，進んで社会に貢献する人材の育成を目指し
ています。そこで，以下の１の（１）～（３）の全てに当てはまる生徒で，２の（１）～（４）のいずれか１つ以上に当てはまる生徒を求めます。

　１（１）　三部制・単位制である本校のシステムを理解している生徒
　　（２）　学習に取り組む姿勢や日常生活が良好な生徒
　　（３）　社会のルールやマナーを遵守し，自制心をもって行動することができる生徒
　２（１）　将来への明確な目標があり，主体的に学習に取り組む意欲がある生徒
　　（２）　芸術や福祉に関心をもっており，入学後は積極的に取り組む意志がある生徒
　　（３）　地域の活動やボランティアに積極的に参加しており，入学後も継続して取り組む意志がある生徒
　　（４）　働きながら学ぶことに対して強い意欲を有している生徒

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 Ⅱ部　，　Ⅲ部 面接

共　通　選　抜 　４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・学校理解
　　(2)　学習意欲・活動意欲
　　(3)　進路設計
　　(4)　積極性
　　(5)　規範意識
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　          ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　 　　　　　合計　５１５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３６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，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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
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　面接　         ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　合計　１３５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（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　創意工夫・学校理解
　　(2)～(5)　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県東松島高等学校 普通科Ⅱ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，三部制・単位制・定時制の高校です。特色として，興味・関心に応じた科目を選択して学習を進められること，学年の区分なく自らの
ペースで学習に取り組めることなどがあげられます。本校では，進路目標達成のため，また興味・関心の強い分野に関する資質向上のため，効
果的に時間を使うことができます。
　本校は，自ら主体的に学ぶとともに豊かな人間性を育み，自立した人間として自信と誇りをもって，進んで社会に貢献する人材の育成を目指し
ています。そこで，以下の１の（１）～（３）の全てに当てはまる生徒で，２の（１）～（４）のいずれか１つ以上に当てはまる生徒を求めます。

　１（１）　三部制・単位制である本校のシステムを理解している生徒
　　（２）　学習に取り組む姿勢や日常生活が良好な生徒
　　（３）　社会のルールやマナーを遵守し，自制心をもって行動することができる生徒
　２（１）　将来への明確な目標があり，主体的に学習に取り組む意欲がある生徒
　　（２）　芸術や福祉に関心をもっており，入学後は積極的に取り組む意志がある生徒
　　（３）　地域の活動やボランティアに積極的に参加しており，入学後も継続して取り組む意志がある生徒
　　（４）　働きながら学ぶことに対して強い意欲を有している生徒

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 Ⅰ部　，　Ⅲ部 面接

共　通　選　抜 　４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・学校理解
　　(2)　学習意欲・活動意欲
　　(3)　進路設計
　　(4)　積極性
　　(5)　規範意識
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　          ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　 　　　　　合計　５１５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３６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，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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
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　面接　         ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　合計　１３５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（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　創意工夫・学校理解
　　(2)～(5)　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 定時制 学科
（コース・部）

募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県東松島高等学校 普通科Ⅲ部

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，三部制・単位制・定時制の高校です。特色として，興味・関心に応じた科目を選択して学習を進められること，学年の区分なく自らの
ペースで学習に取り組めることなどがあげられます。本校では，進路目標達成のため，また興味・関心の強い分野に関する資質向上のため，効
果的に時間を使うことができます。
　本校は，自ら主体的に学ぶとともに豊かな人間性を育み，自立した人間として自信と誇りをもって，進んで社会に貢献する人材の育成を目指し
ています。そこで，以下の１の（１）～（３）の全てに当てはまる生徒で，２の（１）～（４）のいずれか１つ以上に当てはまる生徒を求めます。

　１（１）　三部制・単位制である本校のシステムを理解している生徒
　　（２）　学習に取り組む姿勢や日常生活が良好な生徒
　　（３）　社会のルールやマナーを遵守し，自制心をもって行動することができる生徒
　２（１）　将来への明確な目標があり，主体的に学習に取り組む意欲がある生徒
　　（２）　芸術や福祉に関心をもっており，入学後は積極的に取り組む意志がある生徒
　　（３）　地域の活動やボランティアに積極的に参加しており，入学後も継続して取り組む意志がある生徒
　　（４）　働きながら学ぶことに対して強い意欲を有している生徒

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 Ⅰ部　，　Ⅱ部 面接

共　通　選　抜 　４人　（募集定員の１０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　志望理由・学校理解
　　(2)　学習意欲・活動意欲
　　(3)　進路設計
　　(4)　積極性
　　(5)　規範意識
　４　観点
　　(1)　態度
　　(2)　表現力等

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ３  ：  ７
　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３：７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 ３６人　（募集定員の９０％）

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　          ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　 　　　　　合計　５１５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３６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，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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
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　面接　         ４段階評価（Ａ～Ｄ）
　　　　　　　合計　１３５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（口頭試問含む）
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　(1)　創意工夫・学校理解
　　(2)～(5)　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ



学校名 課程 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ９０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　　            ０点
　　　・　評定は用いない
　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　６００点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する３６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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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
      第一次募集と同じ
　４　観点
　    第一次募集と同じ

普通科(Ⅰ部)

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース Ⅱ部

　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。学習目的，生活スタイルなどの異なる生徒が，自ら立てた学習計画
に従って，主体的に学ぶことのできる教育環境を提供します。本校には，午前から夕方までの授業を選択できるⅠ部と午後から夜間までの授業を
選択できるⅡ部があります。興味・関心や進路目標に合わせて授業を選択することが可能で，時間割は自分で作成します。必要な単位数が満たさ
れれば，Ⅰ部，Ⅱ部とも３年での卒業が可能です。
　本校では，校訓である「拓く 磨く 結ぶ」を体現する「自ら求めて学び，自ら考え，自ら行動できる人間」「豊かな教養と知識を身に付けた人間」「社
会に貢献できる人間」「規範意識を身に付けた人間」の育成を目指しています。
　そこで，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　自分の将来について具体的な夢と目標をもつ生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　３　自制心をもって自律的に行動するとともに，根気強く努力し続ける生徒
　４　社会のルールやマナーを守ることができる生徒

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

仙台市立仙台大志高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　２０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)　意欲　　　　　　　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 ５４人　（募集定員の６０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の４０％）

　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 定時制
学科

（コース・部）
募集定員 ３０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

仙台市立仙台大志高等学校 普通科(Ⅱ部)

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　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。学習目的，生活スタイルなどの異なる生徒が，自ら立てた学習計画
に従って，主体的に学ぶことのできる教育環境を提供します。本校には，午前から夕方までの授業を選択できるⅠ部と午後から夜間までの授業を
選択できるⅡ部があります。興味・関心や進路目標に合わせて授業を選択することが可能で，時間割は自分で作成します。必要な単位数が満た
されれば，Ⅰ部，Ⅱ部とも３年での卒業が可能です。
　本校では，校訓である「拓く 磨く 結ぶ」を体現する「自ら求めて学び，自ら考え，自ら行動できる人間」「豊かな教養と知識を身に付けた人間」「社
会に貢献できる人間」「規範意識を身に付けた人間」の育成を目指しています。
　そこで，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　自分の将来について具体的な夢と目標をもつ生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いている生徒
　３　自制心をもって自律的に行動するとともに，根気強く努力し続ける生徒
　４　社会のルールやマナーを守ることができる生徒

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 Ⅰ部 面接

共　通　選　抜 １８人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　２０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)　意欲　　　　　　　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 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 １２人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　            ０点
　　　・　評定は用いない
　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　６００点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と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。
Ⅲ　社会人特別選抜：有

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
  　  １５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



学校名 課程 通信制
学科

（コース・部）
募集定員 ５００人

出願等

　・出願時期・・・令和２年９月中旬を予定

　・選　　　抜・・・書類及び面接の結果に基づく総合的な審査により行う。

　・出願資格・・・出願時点で，高等学校，中等教育学校の後期課程，高等専門学校及び特別支援学校高等部のいずれにも在学していない
　　　　　　　　　　者とする。

　※二期入学者選抜の募集人数については，一期入学者選抜の募集人数から一期入学者選抜の合格者数を引いた数が追加されます。

　※二期入学者選抜の募集人数には，編入学・転入学による人数を含みます。

二期入学者選抜（令和２年秋募集）

一期入学者選抜（令和２年春募集）

募集定員の１０％　　５０人（予定）

募集定員の９０％　４５０人

出願等

　・出願時期・・・令和２年３月１２日（木）～令和２年３月１９日（木）午前１１時まで

　・選　　　抜・・・書類及び面接の結果に基づく総合的な審査により行う。

　・出願資格・・・出願時点で，高等学校，中等教育学校の後期課程，高等専門学校及び特別支援学校高等部のいずれにも在学していない
　　　　　　　　　　者とする。

　※一期入学者選抜の募集人数には，編入学・転入学による人数を含みます。

宮城県美田園高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，県内の公立高等学校で唯一の通信制課程の学校です。
　各教科の学習内容は全日制課程及び定時制課程の高等学校と同じですが，学び方が異なります。毎日通学し，授業をとおして学びを進めて
いくことが中心の全日制課程及び定時制課程に対して，通信制課程では，自宅で教科書・学習書をもとにして報告課題（Ｒ：レポート）を作成す
るなど，自分の力で学びを進めていくことが中心となります。通信制課程では，報告課題,面接指導（Ｓ：スクーリング），試験（Ｔ：テスト）により学習
活動を進めることに特色があります。また，１０代から８０代まで幅広い年代がともに学ぶことから，ホームルーム活動や学校行事等の特別活動を
とおして交流を図ることも特色の１つです。
　このような通信制課程の学びの仕組みについて十分に理解して学習を進めていく必要があります。
　そこで，次の１，２に当てはまる生徒を求めます。

　１　「通信制課程での学び」により高校卒業を目指そうとする生徒
　２　「自学自習」の姿勢で努力するとともに，「自己管理」しながら学校生活を送ろうとする生徒


