
 
 
 

 

 

 

 

 

明治３３年に宮城県第二中学校として創設以

来，百十余年の歴史と伝統を有する学校です。 

青葉山の麓，広瀬川の清流に臨み，近隣には

東北大学や県美術館，仙台市博物館，仙台国際

センターなどがある文教地区に位置しており，

まさに「学都仙台」を象徴する学校といえます。 

 校内には１５０本を超える桜をはじめ，樹齢

数十年のヒマラヤスギが林立し，あたかも森に

囲まれたような見事な景観を呈し，学校生活に

潤いを与えてくれています。 

 さらに平成２５年度より全教室に冷房設備が

完備され，真夏でも快適な環境で学習に励むこ

とができるようになりました。 

学校の主な施設の概要は以下のとおりです。 

・校地面積：５６，９６５㎡ 

・運動場：硬式・軟式野球場，ラグビー・ 

サッカー場，テニスコート４面 

・建物：管理棟（南校舎２階建），教室棟（北校

舎３階建・各教室冷暖房完備），理科教室棟，

家庭科実習棟，食堂，図書館，講堂，柔剣道

場，体育館，５０ｍプール，弓道場，北陵館

（百周年記念館） 

 

（２）教育方針 

《育てたい生徒像》 

① 真摯な姿勢で物事に対処できる，度量が大

きく，心豊かな若者 

② 自らの主体的な行動により，社会に貢献し，

グローバルに活躍する人材 

《中・長期的目標》 

① 幅広い教養と確かな学力の保証 

② 主体的な進路選択とその実現 

③ 人格の練磨と自主自律の精神の伸長 

④ 「本物」に触れる機会の提供，豊かな感性 

  と情操の涵養 

⑤ 開かれた学校づくりの推進 

 

《本年度重点目標》 

かけがえのない自他の命をたいせつにすること 

① 授業第一主義の学習態度の育成とより質の 

  高い授業づくりを追求する 

② 生徒の主体的な学習態度を育成し,より高

度な探究活動を構築する 

③ ＩＣＴ環境の整備と活用を推進し，オンラ

イン学習等の学習環境を整える 

④  自主自律の精神・態度を育成し,生徒の学校

内外における生活の質を高める 

⑤ 高大接続改革や新学習指導要領への適切な

対応と進路指導活動の一層の充実を図る 

 

（３）教育課程の特色 

① 選択科目の設定 

  １年次は共通履修を基本として編成し，２

年次からは文科系・理科系の類型制を設定し

ています。１年は芸術，２年は理科と地理歴

史，３年は進路に応じた科目を選択すること

になります。 

② 個に対する指導 

  国公立大２次試験，私大受験に対応するた

め第３学年に増加単位を設け，選択制を導入

しています。 

  平常講習，長期休業講習，個別添削指導，

小論文指導などを実施し，生徒の要望に応え

ています。 

③ 教育課程 

 授業は１時限を４５分,一日７時限で実施

しています。また「総合的な探究の時間」を

通して知的探究心を高めるとともに，学問的

かつ人間的な視野を広げ，個々の資質の伸長

を図っています。 

 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

① 主な行事 

  ４月 大運動会 

  ５月 仙台二高・一高硬式野球定期戦 

  ６月 芸術鑑賞 

  ７月 岩手山登山（１年生） 

      アメリカ研修（２年生） 

  ８月 未来キャリア創造プロジェクト 

（１年生） 

９月 北陵祭（文化祭） 

   北陵グローバルゼミ(２年生) 

 １０月 秋季体育大会 

② 生徒会活動 

  生徒会は自由な雰囲気の中，生徒自らの手

によって活発に運営されています。年２回の

総会では激論が展開され，１２ある委員会も

積極的に活動しています。また，北陵祭（文

化祭）における実行委員諸君の献身的な活躍

にも特筆すべきものがあります。 

③ 部活動 

  運動部が２２部，学芸部が１２部，そして

愛好会も多数あります。兼部も認められてい

ます。各部活動は活発な活動を行っており，

学校ＨＰでその活躍を紹介しています。 

 

（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 162 148 149 

国公立短大 0 0 0 

私立大学 39 45 43 

私立短大 0 0 0 

専各学校 0 0 1 

大学校・就職 1 0 0 

その他 111 122 125 

卒業生計 313 315 318 

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＞ 

北海道大(5)，弘前大(3)，岩手大(3)，東北大(73)，

宮城教育大(4)，秋田大(2)，山形大(10)，筑波

大(6)，千葉大(3)，東京医科歯科大，お茶の水

女子大，東京大(11)，東京外語大，東京学芸大，

東京工業大(2)，一橋大(4)，横浜国立大(3)，新

潟大(5)，京都大(3)，京都工芸繊維大，九州大

(2),長崎大，はこだて未来大(2),宮城大，国際

教養大，福島県立医大(2)，前橋工科大，高崎経

済大(2)，埼玉県立大，東京都立大(2)，横浜市

立大 

＜私立大学＞ 

慶應義塾大(6),早稲田大(12)，東京理科大(3),

明治大(4)，中央大(4)，東北医科薬科大(3)，

 仙台第二高等学校 

教育目標 至誠業に励み 雄大剛健 

 の風を養い ともに敬愛切磋を怠らず 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 創立：明治３３年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：９５３名 

所在地：〒980-8631 

仙台市青葉区川内澱橋通１ 

ＴＥＬ：022-221-5626 

ＦＡＸ：022-221-5628 

 

ホームページアドレス ：https://sen2-h.myswan.ed.jp/ 

学校代表メールアドレス：sen2-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関 

仙台市営地下鉄 東西線 国際センター駅下車 徒歩４分 

仙台市営バス：仙台駅バスターミナルより 

  730系統交通公園・川内(営)行き  739系統交通公園循環  

宮城交通バス：仙台駅前より  広瀬通経由川内亀岡行き 

いずれも 二高・宮城県美術館前下車 徒歩1分 

 

 

 

 

 
 
 
 

文 武 一 道 

本校の大先輩，柔道家三船久蔵十段のことば。学

業と部活は相反するものではなく，人間形成のため

には両者を等しく追求することが不可欠であるとの

信念に基づくことばです。 

 

 キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

https://sen2-h.myswan.ed.jp/
javascript:%20addrSendMail('%25E4%25BB%2599%25E5%258F%25B0%25E7%25AC%25AC%25E4%25BA%258C%25E9%25AB%2598%25E7%25AD%2589%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1',%20'sen2-h%2540od.myswan.ed.jp');


 

 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 320 90% 288 10% 32 

 

 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 

  なし 

 

 二 共通選抜及び特色選抜について 

 

 

 

  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 ＝ ７：３  

 

特色選抜 

  学力検査点，調査書点の得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 

195点 
※音楽・美術・

保体・技家の全

学年の評定を2

倍 

500点 
 

なし 

695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，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

体・技家の全学

年の評定を2倍 

300点 
※国語・数学・

英語 各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出願者数・合格者数（第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通

科 

出願者数 365 402 363 

合格者数 321 320 320 

 

 

 

 

 

（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 6 月22日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 8 月23日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 12月16日 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 3 月20日 新 2,3年 国・数・英・面接 

 ※編入学は３月のみ 

 ※海外からの編入学は随時 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

校舎正面 

 

 

 

 

大運動会 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台二高・一高 

硬式野球定期戦 

 

 

 

 

 
岩手山登山             

 

 

 

 

 

 

 

 

未来キャリア創造プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陵グローバルゼミ 

共通選抜 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


