
 

 

 

○み  緑の地球を守る宮農生 

○や  やさしく人と接する宮農生 

○の  農業の未来を拓く宮農生 

○う  美しい生き方を求める宮農生 

キャッチフレーズ 

 
 

 

 

 
 

(１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

創立は明治１８年(１８８５年）で，１３７

年の伝統があります。東日本大震災被災によ

り７年間仮設校舎でしたが，平成３０年に新

校舎が完成し新しい環境で授業を行っていま

す。新しい環境でも進化する宮農生として，

学業・部活動に取り組んでいます。 

農業科・園芸科・生活科は，1 ヶ月の寮生

活を送り，協力の精神を培っています。 

(２）教育方針 

 教育目標は「自然を愛し，心身ともに健康

でたくましい生徒を育てる」で，校訓は「自

らの力で自らの道をひらく」『自啓』です。部

活動・寮生活・専門科目等の学習を通してこ

れらの実践に努めています。 

 普通教科と農業教科などの学習を通して，

農業に関する知識と技術と技能を習得して，

豊かな人格の形成と生きる力の育成を図り，

将来地域社会を担う有為な社会人の育成を目

指しています。 

(３）教育課程の特色 

 令和４年入学生から新しい教育課程になり

ました。普通高校でも学ぶ教科の他に，すべ

ての学科で農業の基本を学びます。農業科・

園芸科では「作物」「畜産」「植物バイオテク

ノロジー」「野菜」「果樹」「造園」「草花」に

ついて，農業機械科では，「機械」「製図」「設

計」の分野，食品化学科では，食品製造に関

する「食品化学」「食品流通」，生活科では，

生活における「服飾」「調理」「福祉」につい

て学習します。 

 ２，３年生では「進学」「教養」「専門」等

の進路に応じて選択科目を学習します。 

資格取得は授業内で取得を目指す物の他，

放課後や長期休業中に実技試験によって取得

を目指すものもあります。 

(４）行事・生徒会活動・部活動 

 ５月の全校田植え，１０月の宮農祭・１年

間の収穫に感謝をする収穫感謝祭，研究活動

の成果について発表をする校内プロジェクト

発表会があります。 

 授業では各学科において生産した農産物を

校外で販売する販売実習，農産物を加工する

プロジェクトや外部講師を迎えた各種実習も

あります。 

 生徒会活動は活発で，各種イベントへの参

加やボランティア活動の推進など地域に貢献

する活動も行っています。 

本校には生徒会とは別に農業クラブという

組織があり，各種競技会が行われ，全国大会

にも出場しています。本校は全国大会におい

て数々の優秀な成績をあげています。 

 部活動は活発で，昨年度はウエイトリフテ

ィング部，ボクシング部，相撲部が全国大会

に出場しています。各部ともインターハイ等

全国大会での活躍を目標に活動しています。

他にも科学部・農業経営者クラブ・測量愛好

会も全国で華々しい活躍・成果を生んでいま

す。 

 他にも農業高校ならではの部活動や活動が

あります。 

(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 2 2 2 

国公立短大 0 0 0 

私立大学 21 37 17 

私立短大 6 6 9 

専各学校 84 83 47 

就職 110 96 131 

その他 6 7 12 

卒業生計 229 231 218 

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＞ 

秋田県立大学生物資源学部，福島大学農学群 

＜私立大学＞ 

酪農学園大学(2)，東北学院大学，東北福祉大

学(2)，尚絅学院大学(6)，仙台大学，東北工

業大学(4)，仙台白百合女子大学，東北生活文

化学園大学(3)，日本大学 

＜私立短大＞ 

桜の聖母短期大学，仙台青葉学院短期大学，

(4)，仙台赤門短期大学 

＜専修各種学校＞ 

北海道立農業大学校，岩手県立農業大学校，

宮城県農業大学校(16)，東北職業能力開発大

学校(3)，宮城県立仙台高等技術専門校(5)，

宮城県立白石高等技術専門校(2)，国際マルチ

ビジネス専門学校(2)，東北電子専門学校(3)，

葵会仙台看護専門学校，仙台医療秘書福祉専

門学校(2)，東北文化学園専門学校(3)，仙台

医健・スポーツ専門学校(2)，東北保健医療専

門学校，東日本医療専門学校(2)，専門学校宮

城高等歯科衛生士学院，仙台こども専門学校

(2)，仙台工科専門学校，仙台スイーツ＆カフ

ェ専門学校(2)，宮城調理製菓専門学校(4)，

SENDAI中央理容美容専門学校，仙台理容美容

専門学校，仙台デザイン専門学校，専門学校

日本デザイナー専門学院，仙台ECO動物海洋

専門学校(6)，仙台総合ペット専門学校(2)，

仙台自然環境専門学校，駿台外語＆ビジネス

専門学校，タキイ研究農場付属園芸専門学校，

他 

＜就職＞ 

自衛隊一般曹候補生(4)，自衛隊自衛官候補生，

ゼライス株式会社，株式会社クボタ，アイリ

スオーヤマ株式会社(7)，医療法人徳真会あす

と長町デンタルクリニック(2)，株式会社にし

き食品，名取岩沼農業協同組合，株式会社ヨ

ークベニマル(2)，株式会社佐市(2)，有限会

社ダブルストーン，株式会社阿部蒲鉾店，株

式会社原田，お茶の井ケ田株式会社(2)，株式

会社いたがき(2)，株式会社やまや，株式会社

ナチュリノ，元気と情熱株式会社，スマイル

モータース株式会社，株式会社 ENEOSウイン

グ，株式会社白謙蒲鉾店，株式会社おてんと

さん(2)，株式会社花丈，株式会社カネサ藤原

屋(2)，株式会社南東北クボタ(2)，ヤンマー

アグリジャパン株式会社東北支社，株式会社

アオバヤ，イトーチェーン，社会福祉法人庄

慶会，ワタキューセイモア株式会社，株式会

社オフィスコンフォート M(2)，株式会社青木

商店，松月産業株式会社，株式会社ホテル佐

勘，扇屋商事株式会社，セコム株式会社，仙

台ガスエンジニアリング株式会社，田所食品

株式会社，山本牧場，株式会社蔵王あぐり，

太平洋ブリーディング株式会社，株式会社芝

玄，株式会社東北フジパン(2)，TOYOTIRE 株

式会社，東北特殊鋼株式会社，株式会社トー

キン，フジフーズ株式会社，セイコーインス

ツル株式会社，アルプスアルパイン株式会社，

株式会社宮城ヤンマー商会，理研食品株式会

社，株式会社ジェイエイ仙台，株式会社フク

ベイフーズ(2)，日本通運株式会社，産電工業

株式会社，ユーワ技研株式会社，有限会社ミ

ドリ企画，株式会社イーストコア，中越通運

株式会社，株式会社丸山輸送，SBS フレック

ネット株式会社，名糖運輸株式会社，利府ゴ

ルフクラブ，タクミ電業株式会社，有限会社

高松電設，他 

農業高等学校 

校訓 自 啓 

２ 学校の特色 

 創立：明治１８年 

課程・学科：全日制課程・農業科，園芸科，生活科， 

      食品化学科，農業機械科 

生徒数 ７１０名 

所在地：〒981-1242 

    名取市高舘吉田字吉合 66番地  

ＴＥＬ：022-384-2511 

ＦＡＸ：022-384-2512 

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

電子メールアドレス：miyanou@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関：ＪＲ名取駅・ＪＲ南仙台駅より  

乗合バス「なとりん号」県農業高校前下車 

名取駅から徒歩 ３０分 

自転車 １５分 

１ 基本データ 



 

 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」をご覧下さい。 

 

(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 

農業科 

園芸科 
120 80% 96 20% 24 

農業機械科 40 80% 32 20% 8 

食品科学科 40 80% 32 20% 8 

生活科 40 80% 32 20% 8 

  

ロ 選抜順序 

  ＜全学科共通＞  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 

  ＜農業科・園芸科＞ 農業機械科，食品化学科，生活科 

  ＜農業機械科＞ 農業科・園芸科，食品化学科，生活科    

＜食品化学科＞ 農業科・園芸科，農業機械科，生活科 

＜生活科＞ 農業科・園芸科，農業機械科，食品化学科 

 

 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 

  ＜全学科共通＞ 学力検査点：調査書点 ＝ ５ ： ５  

 

特色選抜 

 学力検査点,調査書点及び作文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総合的に審査して選抜する。 

 

配点 

学科 調査書 学力検査 
面接・実

技・作文 
合計 

全学科

共通 

220点 
※３年の評

定を2倍 

※音楽･ 美

術･保体･技

家の 1，2 年

生の評定を 2

倍 

250点 
※国語・数学・

社会・英語・理

科の得点を 0.5

倍 

作文 
150点 

620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 

全学科

共通 

220点 
※３年の評

定を2倍 

※音楽･ 美

術･保体･技

家の 1，2 年

生の評定を 2

倍 

300点 
※国語・数学・

英語 各 100 点

満点 

面接 
150点 
※個人面接，

15分程度 
670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(第二次募集は除く） 

学科 年度 R4 R3 R2 

農業科 

園芸科 

出願者数 146 140 129 

合格者数 120 120 120 

農業機

械科 

出願者数 50 47 40 

合格者数 41 40 40 

食品化

学科 

出願者数 42 53 46 

合格者数 40 40 40 

生活科 
出願者数 55 53 40 

合格者数 40 40 40 

 

(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15日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 8月 5日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 11月22日 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 3月23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 

 

 

(平成 30年度4月より新校舎へ移転） 

 
(5月校舎前水田にて全校田植え） 

 

(制服『スーツタイプ』）   (ウエイトリフティング部紹介） 

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 


