
 

 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

 登米地区の職業系専門学科を有する旧上沼

高校，旧米山高校，旧米谷工業高校の３校と

登米高校の商業科を再編・統合し，複数の職

業系専門学科を設置した総合産業高校です。 

 広い中庭を中心に南側に教室棟，西側に体

育館と柔剣道場，北側に実習棟，東側に管理

棟をロの字型に配置し，各棟の廊下をつなげ

た活動しやすい校舎です。校舎内は，外の光

が多く入り，明るく開放的で，生活しやすい

ように設計されています。校舎の北側には，

第１グラウンド（陸上競技・サッカー）・第２

グラウンド（ソフトボール），東側には農場と

第３グラウンド（硬式野球）があります。 

 各専門学科の実習室も，各学科の学習から

資格取得まで対応できるように最新の機器を

そろえ，充実した設備のもとで学ぶことがで

きます。 

 

（２）教育方針 

１ 生徒一人一人が高い「志」を持ち，学科

横断的な幅広い視野で産業界を捉え，「主体

的・対話的で深い学び」を通して探究的に

次代を拓く生徒の育成 

２ ふるさとに誇りを持ち，専門分野で身に

付けた確かな知識・技術・技能を的確に活

用し，東日本大震災からの復興とコロナ禍

での郷土の発展を創造的に支える生徒の育

成 

３ 職業人に必要な倫理観や規範意識を兼ね

備え，「違い」を受容できる力と「グローカ

ル」な視点を持ち，多様な人々と協同して

新たな価値を創造できる生徒の育成 

４ 自己実現，社会貢献できる豊かな心・健

やかな体・粘り強く挑戦する意欲を持ち，

地域社会と積極的に関わることで，地域を

愛し郷土の発展に寄与しようとする生徒の

育成 

 

（３）教育課程の特色 

登米総合産業高校では，独創的な発想力で

産業界をリードする人材の育成を目指し，地

域連携や学科横断的な取り組みを行っていま

す。 

学校設定教科「起業プロジェクト」では，

学科間連携により，複数の専門分野知識・技

術を合わせ持つ人材の育成を目指しています。 

２年の「起業実践」では地元産業界の方々

に協力をいただきながら，地域課題の解決に

向けたグループ研究や，高校生ビジネスプラ

ン・グランプリ等にも応募しています。 

また,専門分野における知識・技能に触れな

がら，学校で学んでいる知識がどのように生

かされているのかを知るためにインターンシ

ップが実施されるなど，社会人としての基礎

的・汎用的能力や望ましい職業観・勤労観を

身に付けるための職場経験ができます。 

各種資格の取得については，多くの生徒が

各科で実施している講習会に参加し，資格取

得に向けて頑張っています。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

主な行事 

４月 対面式，新入生オリエンテーション 

６月 芸術鑑賞会 

 ７月 スポーツ大会 

１０月 産業祭（文化祭） 

インターンシップ（２年） 

１２月 修学旅行（２年） 

 ２月 学習成果発表会 

 

 部活動は，運動部が１４部，文化部が１１

部あります。どの部活動も各種大会での上位

入賞を目指し，練習や制作，研究に励んでい

ます。 

 令和３年度は，アーチェリー部，空手道部，

機械工作部，吹奏楽部，商業部が全国大会に

出場し，農業クラブや情報技術部が東北大会

に出場するなど，多くの部活動が各種大会や

コンテストで優秀な成績を収めています。 

 また，農業科が長年の研究成果を認められ,

県内の高校として初めてオリザ賞大賞を受賞

しました。 

その他にも，多くの生徒が各種ボランティ

ア活動やイベント等で活躍しています。 

 

 

 （６）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 11 9 14 

短期大学 2 3 5 

専各学校 36 45 41 

就職（県内） 84 105 94 

就職（県外） 12 20 34 

その他 12 4 7 

卒業生計 157 186 195 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生） 

( )内は人数  (1)は省略。 

＜私立大学＞ 

東北学院大学(2)，石巻専修大学(5)，仙台大

学，宮城学院女子大学，札幌大学，日本大学，

仙台青葉学院短期大学，仙台赤門短期大学 

＜専修各種学校＞ 

宮城県農業大学校(2)，東北職業能力開発大学

校(5)，石巻高等技術専門校(4)，大崎高等技

術専門校(2)，岩手県立千厩高等技術専門校，

塩釜医師会附属准看護学院(2)，大崎市医師会

附属准看護学校，石巻市医師会附属准看護学

校，一関准看護高等専修学校，葵会仙台看護

専門学校，東北電子専門学校(5)，仙台ヘアメ

イク専門学校(2)，仙台ビューティーアート専

門学校(2)，東北ヘアモード学院(2)，仙台こ

ども専門学校，宮城調理製菓専門学校，専門

学校仙台デジタルアーツ 他 

＜就職＞ 

（管内）エスファクトリー東北(4)，恵泉会(3)，

櫻井農場(3)，登米村田製作所(2)，トヨテツ

東北(2)，宮城ＮＯＫ登米工場(2)，宮城登米

広域介護サービス(2)，松下塗装(2)，登米精

巧，みやぎ登米農業協同組合，スタンレー宮

城製作所，北光南方工場，迫リコー，エスビ

ー食品宮城工場，紅忠コイルセンター東北，

東京発條宮城工場，榮配電工事，迫防災 他 

（県内）介護老人保健施設せみねの丘(4)，ア

イリスオーヤマ(2)，新みやぎ農業協同組合

(2)，東北イノアック若柳工場(2)，ケミコン

東日本(2)，医療法人華桜会(2)，東北電力ネ

ットワーク，ユアテック，七十七銀行，石巻

信用金庫，トヨタ自動車東日本，東北電気保

安協会，東北電子工業,みらい造船木戸浦班他 

（県外）住友電気工業横浜製作所，ＪＲＣシ

ステムサービス，ケーエムエフ，ＮＳエンジ

ニアリング,ニップラ，山崎製パン，明輝一関

工場，ヤマダデンキ，佐川急便 他 

（公務員） 

自衛隊一般曹候補生(2) 

登米総合産業高等学校 

校訓 高志 挑戦 創造 １ 基本データ 

 創立：平成２７年 

課程・学科：全日制課程・農業科，機械科，電気科， 

            情報技術科，商業科，福祉科 

生徒数：４２６名 

所在地：〒987-0602 

    登米市中田町上沼字北桜場223－１ 

ＴＥＬ：0220-34-4666 

ＦＡＸ：0220-34-4655 

ホームページアドレス： 

https://tomesou.myswan.ed.jp 

電子メールアドレス： 

    tomesou@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

登米市民バス 登米総合産業高校前下車 

２ 学校の特色 

 
 
 
 
 

「夢・情熱・感動！ めざせ、

日本一の総合産業高校！」 
 開校８年目の総合産業高校です。自分の

所属する学科の学習を深めていく中で，他

の学科の専門科目も勉強しながら，幅広い

専門知識を身に付けます。また，県立高校

唯一の福祉科を設置しています。 
 

キャッチフレーズ 



 

 各学科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 

農業科 40 50% 20 50% 20 

機械科 40 50% 20 50% 20 

電気科 40 50% 20 50% 20 

情報技術科 40 50% 20 50% 20 

商業科 40 50% 20 50% 20 

福祉科 40 50% 20 50% 20 

 

 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 

  ＜全学科共通＞ 出願学科以外のいずれか１つの学科を第２志望 

とすることができる。 

 

 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 ＝ ６：４ 

 

特色選抜 

  学力検査点と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 

全

学

科 

390点 

※国語・数学・社会・英

語・理科の評定を2倍，

音楽・美術・保健体育・

技術家庭の評定を4倍 

500点 

 

なし 

890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・保健体育・技術家庭

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 

農業科 
出願者数 23 22 21 

合格者数 27 20 22 

機械科 
出願者数 41 22 35 

合格者数 40 21 32 

電気科 
出願者数 11 12 29 

合格者数 13 12 24 

情報 

技術科 

出願者数 47 29 24 

合格者数 40 28 21 

商業科 
出願者数 25 12 26 

合格者数 25 12 27 

福祉科 
出願者数 26 23 19 

合格者数 24 22 16 

 ※各学科の合格者数には第２志望の合格者数を含みます 

 

 

 

 ※ 編入学は３月のみ 

 ※ 海外からの編入学は随時 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 4月～12月 随時 全学年 国・数・英・面接 

令和5年 1月～ 3月 随時 新 2･3年 国・数・英・面接 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


