
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 本校は,昭和初期，貧富の差に関係なく平等

な教育を受けさせたいという地域住民の要望

と，旧南郷町の篤志家，野田眞一翁による浄

財によって昭和６年４月１０日に誕生した学

校です。昨年度９０周年を迎えた本校は，当

時の人々の思いを受け継ぎ，現在も地域産業

の担い手，文化の発展に貢献できる人材の育

成に力を注いでいます。広大な敷地には，充

実したグラウンドや農業，工業の実習施設を

有しており，豊かな自然環境にも囲まれ春か

ら秋にかけてさまざまな樹木と美しい草花に

彩られる恵まれた環境にある学校です。 

 本校では，全ての教科で基礎学力の定着・

向上と将来に生きる学力を育てる主体的な学

習を進めています。また，地域を花でいっぱ

いにするボランティア活動（「フラワーサービ

スプロジェクト」）や世界農業遺産「大崎耕土」

を学び，支援する活動にも力を入れています。

世界農業遺産を支援する活動については，今

年度も８回を計画しており，大崎耕土一帯の

水管理システムや地域の伝統的な農業，生物

多様性を学ぶとともに，その維持や管理につ

ながる支援活動を行っていきます。 

今年度は，「歩き出そう 南郷高（でんとう

こう）の 誇りを糧に」のキャッチフレーズ

のもと，地域と積極的につながり，より一層

の開かれた学校づくりを進めていきます。 

（２）教育方針 

【教育目標】 

教育基本法及び宮城県教育基本方針に基づ

き，「礼譲和協」の校訓にふさわしく，地域社

会の発展に貢献できる人材を育成する。 

【教育方針】 

１ 生涯にわたり自ら学ぶ意欲・関心の喚起，

またその態度の育成のための，基礎基本を

重視した学習指導を行う。 

２ 個性の伸張と心豊かな人間性の涵養のた

めのきめ細かな生活指導を行う。 

３ 地域社会に貢献できる基礎的専門知識や

技能を持った人材を育成する。 

 

 

（３）教育課程の特色 

【普通科】 

 生徒一人ひとりの能力や適性に応じ，基礎

的・基本的な知識を習得させ，社会人として

必要な能力と態度を育てるように教育課程を

編成しています。 

また，家庭科や農業，商業等の学習をとお

して，自分らしい生き方を実現していくこと

を目指します。 

【産業技術科】 

 産業社会の農業・工業・商業等に関する基

礎的・基本的な知識と技術を習得させ，これ

らの業務に従事する職業人として必要な能力

と態度を育てることができるように教育課程

を編成しています。 

また，草花・野菜・作物の栽培や機械工作，

コンピュータを活用した情報処理技術を学ぶ

ことができます。 

○ 教育課程はそれぞれの学科の特性を生か

して編成されており，数学及び英語の授業

は両学科とも習熟度別学習やＴＴ（チ－ム

ティ－チング）の形態を活用して，一人ひ

とりの能力に合わせたきめ細かい学習指導

を行っています。 

○ ２年次には両学科ともインターンシップ

を実施します。また，地域に密着したボラ

ンティア活動にも取り組んでいきます。 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

【主な行事】 

旭山探検学習・芸術鑑賞会・スポーツ大会・

中学生一日体験入学・インターンシップ（２

年）・南郷高祭・修学旅行（２年）・校内緑化

活動・町内清掃・バイク実技講習会・進路ガ

イダンスなど 

【生徒会活動】 

 スポーツ大会や学校祭などは生徒会執行部

が中心となり企画運営をしています。 

【農業クラブ活動】 

 産業技術科の生徒は，農業クラブ員となり，

活動します。県の農業クラブにおける意見発

表大会や農業鑑定の全国大会などに出場して

います。農業の学習が深まるだけでなく，視

野の広がる貴重な体験ができます。 

【部活動】 

 銃剣道部は，何度も国体に出場して上位入

賞するなど，全国レベルの各種大会で活躍し

ています。本校では運動部として陸上競技・

卓球・ソフトテニス・銃剣道・バスケットボ

ールの５団体，文化部として生活科学・園芸

科学・軽音楽・総合文化（写真・書道・美術

の各班）の４団体が，それぞれ目標を掲げて

一生懸命活動しています。 

 

（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 

大 学 0 1 0 

短期大学 2 0 0 

専各学校 9 5 12 

就職（県内） 18 28 24 

就職（県外） 0 1 0 

その他 2 2 10 

卒業生計 31 37 46 

 

主な進路先（過去 3年間） 

（ ）内は人数 (1)は省略 

 

＜進学＞ 

東北工業大学，宮城誠真短期大学，仙台青葉

学院短期大学（2），石巻高等技術専門校(5)，

宮城県農業大学校(2)，花壇自動車大学校(2)，

宮城調理製菓専門学校，大崎医師会付属准看

護学校，仙台歯科技工士専門学校，ホンダテ

クニカルカレッジ関東，仙台 ECO動物海洋専

門学校，仙台スクールオブミュージック＆ダ

ンス専門学校，仙台こども専門学校（3），東

北外語観光専門学校 

 

＜就職＞ 

自衛官，（株）ウェルファムフーズ，（株）お

てんとさん，（株）東北ライト製作所，（株）

エヌエス機器，丸澤機工（株）宮城工場，社

会福祉法人基弘会，（株）サカイ引越センター，

マルヒ食品（株），（株）ホテル新富，（社）み

さとの杜翔裕園，（株）ウジエスーパー，東北

自動車輸送（株），(株)鈴勇商店，(株)フコク，

仙台農建（株），ケミコン東日本(株)宮城工場，

加美よつば農業協同組合，(有)氏家農場，シ

ダ電工(株)，(株)佐田宮城工場，セントケア

宮城(株)，日東コーン(株)仙台工場，(株)ケ

ーエス，(株)あいのや，(株)エステー，東和

工業(株)，(株)利府衛生，(株)アトム， 

（株）相澤興業，社会医療法人将道会，（株）

オイタミート，アイシン高丘東北（株），向井

建設（株），（株）明豊，オールセーフ（株），

（株）江村工務店，（株）アミノ，（株）武田

塗装工業，（株）エルエスシー，（株）阿部善

商店，他

 南郷高等学校 

校訓 礼譲和協 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 

 創立：昭和６年 

課程・学科：全日制課程・普通科，産業技術科 

生徒数：５２名 

所在地：〒989-4204 

遠田郡美里町大柳字天神原７ 

ＴＥＬ：0229-58-1122 

ＦＡＸ：0229-58-1123 

 

ホームページアドレス： 

https:// nango-h.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

nango-h@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

ＪＲ東北本線鹿島台駅より住民バス「大柳」下車 徒歩5分 

ＪＲ東北本線小牛田駅より住民バス「後藤渕」下車 徒歩４分 

 

宮城交通バス： 宮城大学ゆき 桜ヶ丘七丁目東下車  徒歩７分 

 

 

 
 
 

「歩き出そう 南郷
でんとう

高
こう

の 誇りを糧に」 

「礼譲和協」の校訓のもと，特色と魅力のある学校づくり

を進め，地域とつながる学校を目指します。 

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 40 50% 20 50% 20 

産業技術科 40 50% 20 50% 20 

 

ロ 選抜順序 

＜全学科共通＞ 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＞  なし 

＜産業技術科＞ なし 

 

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 

＜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，調査書点及び面接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 

 

全

学

科 

195点 

※音楽・美術・

保体・技家の全

学年の評定を2

倍 

500点 

 

面接 

100点 

※個人面接， 

10分程度 

795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 

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 

面接 

100点 

※個人面接， 

10分程度 

625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 5 6 8 

合格者数 4 6 8 

産業技術科 
出願者数 6 11 18 

合格者数 6 11 18 

 

（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 16日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年  9月 27日 全学年 国・数・英・面接 

令和 4年 11月 25日 全学年 国・数・英・面接 

令和 5年  3月 24日 新 2･3年 国・数・英・面接 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

４ 写真で見る学校生活 

３ 入試情報 

▼校門 ▼校舎 

▼９０周年記念オブジェ ▼防護柵設置支援 

▼震災遺構見学 ▼旭山探検学習 

▼制服 ▼雪山に親しもう ▼世界農業遺産佐渡視察 


