
 
 

 

 

 

 

 
 

（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。令和

６年には第三高等女学校設立以来，創立１００

周年の大きな節目を迎えることになる，歴史と

伝統のある学校です。 

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。 

 仙台三桜高校として１３年が経過し，様々な

歴史を刻んで歩んできました。これからも全校

一つになって取り組んでいきます。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）教育方針 

 教育目標は，「豊かな個性と進取の気風をも

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」としております。 

＜教育方針＞ 

(1)自主自立の精神を養い，未来を切り拓く力

を伸ばす。 

(2)一人一人の個性を伸ばし,様々な能力を引

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，広い観

点で物事を見る力を養う。 

(5)希望・適正に応じた進路を選択し，実現す

る力を育てる。 

 

（３）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，｢総合的探究の時間｣を用いて，１学

年では探究テキストを利用して社会の課題を知

り，解決する探究活動を実施しています。２学

年では大学や教育施設，地域の団体と連携した

校外での探究活動を行っています。３学年で

は,これまでの探究活動の経験や成果を自分の

進路と関連づけて発信できる力を養成します。 

 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

て地理歴史や理科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。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

本校の努力目標の一つ「特別活動を通して，

人間関係形成力を身に付けるとともに，受け継

がれるべき良き校風を尊重する態度を養う」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１団体活動しています。令和

３年度も，いくつかの大会･コンクール等がコ

ロナ禍で中止になるなど苦しい状況の中，運動

部では剣道部が県新人で団体準優勝の好成績を

上げ，東北新人大会に出場しました。また，陸

上部や水泳部は県総体や県新人で優秀な成績を

修め，それぞれ東北大会に出場しました。中で

も陸上部・弓道部は個人で国体に出場（大会は

中止）するなどの素晴らしい成績を上げ活躍し

ました。 

文化部では，音楽部が県知事賞（第１位）を

獲得して東北大会に出場，文芸部も全国総文祭

北海道東北大会に出場するなど，躍進する姿が

見られました。 

 

（５）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 R3 R2 R1 

国公立大学 44 28 39 

国公立短大 0 0 2 

私立大学 165 169 170 

私立短大 9 7 9 

専各学校 37 53 40 

就職 8 5 8 

その他 10 12 7 

卒業生計 273 274 275 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

（ ）内は人数  （1）は省略。 

＜国公立大学・短期大学＞ 

宮城教育大(8)，宮城大(16)，岩手大(5)，福島

大(3)，岩手県立大(2)，北見工大，北海道教育

大旭川校，山形大，弘前大，札幌市立大，青森

県立保健大，長岡造形大，群馬県立女子大，都

留文科大，山形県立米沢栄養短大 

 

＜私立大学・短期大学＞ 

東北学院大(42)，東北福祉大(34)，宮城学院女 

子大(31)，東北工業大(5)，尚絅学院大(9)， 

東北医科薬科大(11)，仙台白百合女子大(2)，

東北文化学園大(4)，酪農学園大(2)，東北芸術

工科大(6)，日赤北海道看護大，東京工科大，

拓殖大，大妻女子大，立正大，神田外語大，東

洋大(2)，東海大，東京農大，日本大，日本女

子大，目白大，神奈川大，群馬パース大，関西

学院大，京都女子大(2)，奈良大，仙台青葉学

院短大(8)，大阪音大短大部，他  

 

＜専修各種学校＞ 

仙台医療センター附属仙台看護助産(6)，いわ

き医療センター附属看護，横浜医療センター附

属看護，仙台徳州看護(2)，東北労災看護(2)，

千葉労災看護，JR東京総合病院高等看護， 

国立音楽院 他 

 

＜就職＞ 

国家公務員(2), 地方公務員(3),ホクエイ 他 

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 ８２８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 

 

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： 

sen3o-h@od.myswan.ed.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 

 

２ 学校の特色 

 
 
 
 
 

感じる誇り 

拓く未来 

キャッチフレーズ 

 



 

 本校の求める生徒像及び選抜方法等の詳細については，「求める生徒

像・選抜方法一覧」を御覧ください。 

 

（１）第一次募集について 

 イ 学科別の募集定員及び各選抜における選抜人数等 

学科 
募集 

定員 

選抜人数等 

共通選抜 特色選抜 

割合 人数 割合 人数 

普通科 280 70% 196 30% 84 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  共通選抜 → 特色選抜 

 

 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

  ＜普通科＞ なし   

   

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

共通選抜 

  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 

  ＜普通科＞ 学力検査点：調査書点 ＝６：４   

 

 

特色選抜 

  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

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。 

 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実

技･作文 
合計 

普

通

科 

270点 
※全教科の全

学年の評定

を2倍 

800点 
※国語・数学・

英語の点数

を2倍 

なし 

1070点 

（注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

  

 

（２）第二次募集について 

 次の検査の点数を基に，調査書の記載内容を考慮しながら，本校の求

める生徒像に照らして総合的に審査し，選抜する。 

 

  配点 

学

科 
調査書 学力検査 

面接･実

技･作文 
合計 

普

通

科 

225点 
※社会・理科・

音楽・美術・

保健体育・技

術家庭の評

定を2倍 

300点 
※国語・数学・

英語 100 点

満点 

なし 

525点 

（注）倍率１倍については，記載を省略しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

過去３年間の学科コース別の出願者数・合格者数 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 355 334 365 

合格者数 282 280 280 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

 

日 程 対象学年 試験科目等 

令和4年 7月14日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 9月29日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年12月15日 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 3月17日 新2,3年 国・数・英・面接 

  ※海外からの編入学は随時 

 

 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

 

【校舎風景】 

 
【学校行事（三桜祭の書道パフォーマンス）】 

 
【学校行事（昨秋の体育祭）】 

 

 

 

（レイアウト自由） 


