
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

本校は昭和４８年４月１日，旧泉市内初め

ての高校として開校しました。当時の近隣の

普通高校が男女別学であった中で，制服を制

定した男女共学校として，開発著しい泉地区

に新設された本校は，宮城県の新しい高校教

育の担い手として，大きな期待をもって迎え

られました。 

時代の要請にその都度応えながら，今年度

で創立５０年目を迎え，１５，９２９名の卒

業生を各界に送り出しています。 

平成１９年度には大規模改修が完了し，校

舎は美しく生まれ変わりました。住宅地にあ

りながらも校地は広く，陸上トラック，野球

場（硬式・軟式），サッカー場，テニスコー

ト，ソフトボール場，弓道場等県内有数の恵

まれた施設を有しています。また，生徒の自

学を支援する様々な施設や英語科独自の学

習を深めることができる英語科棟など，緑豊

かな環境の中にある近代的で美しい校舎は，

生徒の可能性を育む十分な施設設備と言え

るでしょう。 

 

（２）教育方針 

（１）【健全な心身の鍛錬】心身ともに健康

で，物事を遂行する不屈の意志と明朗誠

実で実行力のある人間を育成する。 

（２）【知の追求】生活指導を徹底し，学習

意欲を高め考究心を喚起し学力の充実

を図るとともに，調和のとれた教養を身

に付けさせる。 

（３）【情操の陶冶】自主自律，協調奉仕の

精神に徹し，責任を重んじ，規律正しく

節度ある生活態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）【豊かな人間性の育成】信頼と敬愛と

による人間関係を確立し，愛校心を高

め，郷土愛を養い，もって豊かな人間性

の育成を図る。 

 

（３）教育課程の特色 

１ ほとんどの生徒が大学進学を希望して

いるため，進学に向けて多くの科目を設定

し，１授業時間を５０分とし，７時間授業

を週３回行います。 

２ 普通科の特色  

２年生から，将来の自分の進路及び適性

に応じて，文科系と理科系に分かれて教

科・科目を選択します。 

３年生では，さらに細かく進路別に対応

し，文理別により多くの教科・科目を選択

できるよう配慮しています。 

３ 英語科の特色  

平成２５年度以降の入学生は，英語の専

門科目を３年間で合計２５単位取得でき

るよう設定しています。専門科目として，

「総合英語」，「ディベート・ディスカッシ

ョン」，「エッセイライティング」などがあ

ります。 

３年生では，生徒の進路希望に対応して

主に文系科目の教科・科目が選択できるよ

う配慮されており，大学入学共通テストの

ために必要とされる数学と理科の科目も

選択できるようになっています。また，Ｃ

ＡＩ（Computer Assisted Instruction）

教室では，コンピュータを用いた独自の授

業（プレゼンテーション等）を実施してい

ます。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

本校では，例年５月に泉三校定期戦，７月

に文化祭（泉高祭），９月に球技大会などの

行事があります。これらの行事は，生徒会と

ともに，各実行委員会による自主的な活動に

支えられており，生徒各自が積極的に取り組

むことで大いに盛り上がります。 

生徒会は，選挙で選ばれた執行部員が中心

となり，行事ばかりではなく，挨拶運動やボ

ランティア活動を行うなど，多岐にわたり積

極的に活動しています。 

部活動は，全員が必ずどこかに加入するこ

とになっています。運動部・文化部ともに多

くの部活動が上位大会に進出するなど，活躍

しています。特に近年では，陸上競技部，弓

道部，軟式野球部，放送部，書道部，軽音楽

同好会が東北大会・全国大会に出場しており，

特筆すべき成果を上げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 68 76 50 

国公立短大 0 0 1 

私立大学 145 140 162 

私立短大 7 10 8 

専各学校 25 24 23 

就職 1 4 2 

その他 22 21 23 

卒業生計 268 275 269 

 

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 4年制大学>   

弘前大学(2)，岩手大学(7)，東北大学(2)，

宮城教育大学(8)，秋田大学(4)，山形大学(8)，

福島大学(4)，宇都宮大学(2)，埼玉大学，新

潟大学(2)，岩手県立大学，宮城大学(18)，

秋田県立大学(2)，山形保健医療大学，高崎

経済大学，横浜市立大学，長岡造形大学，愛

知県立大学，滋賀県立大学，芸術文化観光専

門職大学  

<私立 4年制大学> 

東北学院大学(66)，東北工業大学(5)，東北

福祉大学(15)，東北医科薬科大学(5)，宮城

学院女子大学(13)，仙台白百合女子大学(3)，

尚絅学院大学，東北芸術工科大学(2)，獨協

大学，文教大学，神田外語大学，青山学院大

学，桜美林大学，実践女子大学，順天堂大学，

専修大学(2)，中央大学，帝京大学(2)，東海

大学，東京経済大学，東京電機大学，東京農

業大学，東洋大学，二松学舎大学，日本大学，

法政大学(2)，武蔵大学，武蔵野大学(2)，明

治学院大学(6)，東京未来大学，神奈川大学，

産業能率大学(2)，関西大学 

<短期大学> 

聖和学園短期大学，仙台青葉学院短期大学

(5)，有明教育芸術短期大学 

<専修各種学校〉 

仙台医療センター附属看護助産学校(7)，東

北労災看護専門学校(2)，千葉労災看護専門

学校，東北電子専門学校(2)，他 

 

         

 

 

 

 

 

 泉高等学校 
校訓 明朗進取 自重敬愛 勤勉奉仕 １ 基本データ 

創立：昭和４８年 

課程・学科：全日制課程・英語科 普通科 

生徒数：７８９名 

所在地：〒981-3132 

仙台市泉区将監10-39-1 

ＴＥＬ：022-372-4111 

ＦＡＸ：022-372-4128 

 

ホームページアドレス： 

https://izumihigh.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

izumihigh@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

仙台市地下鉄 泉中央駅下車 徒歩２０分 または，泉中央駅３番のりば 

泉パークタウン行き宮城交通バスで７分  泉高校前下車 

 

２ 学校の特色 

 

積極挑戦し未来を切り開く生徒 

～ 多様な経験から主体性を育む ～ 

泉高校では，生徒たちが様々なことに取

り組む「積極挑戦」を奨励しています。泉

高校でいろいろなことに挑戦し，たくさん

の経験を積み重ね，自らの高い志で成長す

る力を身に付けて，高校卒業後も自らの力

で成長し続ける前向きな「泉高生」が，勉

強に部活動にと毎日活躍しています。 

 
キャッチフレーズ 

 



フランスオンライン交流 

 

 

 

各学科の求める生徒像及び選抜方法の詳細については，「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 学科別の募集割合等 

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 200 90％ 180 10％ 20 

英語科 40 80％ 32 20％ 8 

  

ロ 選抜順序 

〈普通科〉 共通選抜 → 特色選抜 

〈英語科〉 特色選抜 → 共通選抜 

 

ハ 第２志望とすることができる学科・コース 

 〈普通科〉 英語科 

 〈英語科〉 普通科 

 

ニ 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 ＝ ７ ： ３ 

〈英語科〉学力検査点：調査書点 ＝ ７ ： ３ 

 

 

〈普通科〉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。 

〈英語科〉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 調査書点 学力検査 
面接・実技 

・作文 
合計 

普
通
科 

195点 
※音楽，美術，保

体，技家の評定を

２倍 

650点 
※国語，数学，英語

の点数を1.5倍 なし 845点 

英
語
科 

210点 
※英語，音楽， 

美術，保体，技家 

の評定を２倍 

 

700点 
※国語，数学の点

数を 1.5 倍，英語

の点数を2.0倍 

なし 910点 

（注）倍率 1倍については，記載を省略しています。 

 

 

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 調査書点 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

家の評定を２倍 

300点 
※国語，数学，英語 

各100点満点 なし 525点 

英
語
科 

225点 
※社会，理科，音

楽，美術，保体，技

家の評定を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。 

 

 

 

 

過去３年間の学科別出願者数・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 335 339 327 

合格者数 200 240 240 

英語科 
出願者数 53 39 55 

合格者数 40 39 40 

 

（４）令和４年度転編入学試験について 

                        （７月以降分） 

日程 対象学年 試験科目等 

令和４年 7月 15日 全学年 国・数・英・面接 

令和４年 9月 16日 全学年 国・数・英・面接 

令和４年 12月 19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 

 

 

 

 

校舎風景 

 
泉高祭（文化祭） 

 
球技大会 

 

（３）過去の入試実施状況について（参考） 

特色選抜 

（２）第二次募集について 

３  入 試 情 報  

４ 写真で見る学校生活 

イングリッシュキャンプ 


