
学校名 課程 全日制 学科
（コース・部）

募集定員 ２４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，「質実剛健，学問尊重，自主自律」を校訓とし，次世代のリーダーとなる人材を育成するため，「高い志のもと，文武両道に努め，主体
的に自己実現を目指す」というスクールアイデンティティーを掲げています。
　勉強にも部活動にも全力で取り組み，グローバルな視点から主体的に学び，物事を深く考える力を育むことで，３年間で人間的に大きく成長し
希望進路が実現できることを目指し指導しています。
　そのため，次の１～５に当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への入学を強く希望し，将来の夢の実現に向けて，意欲的に学習活動に取り組む生徒
　２　基本的生活習慣を身に付け，積極的に他者とのコミュニケーションを図り，互いに高め合う意欲のある生徒
　３　校内活動（生徒会活動，委員会活動，学校行事等）や校外活動（社会活動，ボランティア活動，留学等）などの多くの経験をとおして，広い
   視野と主体性をもっている生徒
　４　校内外の活動で，リーダーシップを発揮して活動した実績をもち，今後も活躍が期待できる生徒
　５　文化的・体育的活動等で顕著な成績を残し，入学後も継続して活躍が期待できる生徒
 
　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視 します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし

共　通　選　抜 １９２人　（募集定員の８０％）

学力検査：調査書 ７  ：  ３
　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は７：３とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ４８人　（募集定員の２０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １３５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
          ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　　 ８００点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・得点を２．０倍にする
　　  ・　社会，理科 ・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　９３５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４８人の１３０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　  合計  ５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２４０人

　※募集定員には併設型中学校(古川黎明中学校）からの入学予定者105名を含む

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　１３５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　  　  合計　４３５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
                合計　８９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２７人の１５０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

面接・実技・作文

なし

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校では，「想像力の育成」，「自主・自立の精神の育成」，「共生の心の涵養」の３つを教育目標に掲げ，「確かな知性，旺盛な自立心，広い共
生の心をもって，自己の使命を見出し，国際社会に貢献する人材」の育成を目指しています。学習はもとより，部活動，学校行事などにも，自主
的に全力で取り組むことができる学校です。
　　本校では，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めています。

　１　将来，社会に貢献するという明確な意志をもち，進路を見すえて学習に取り組む生徒
　２　学習，部活動，行事等において，目標に向かって努力を惜しまない生徒
　３　豊かな学校生活を送るために仲間とともに協力しあう生徒
　４　地球に生きる一員として，互いを知って共に生きようとする生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県古川黎明高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １０８人　（募集定員の８０％）

特　色　選　抜 ２７人　（募集定員の２０％）

　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ６  ：  ４



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ２２５点
　　　・　国語，数学，英語（各教科７５点満点）
　３　面接 　　　　 　５０点
　　　　　  　合計　５００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　     ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する３６人の１２０％の範囲
  に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
  どの資料）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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　  中学校での活動状況等
　４　観点
　　　(1)　態度　　 10点
　　　(2)　表現力  40点

普通科

特色選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校では，校訓である「志」（自ら努力する姿勢が自信を生み出す）・「和」（思いやりの気持ちをもつこと）・「道」（人としてあるべき道を自分らしく
歩くこと）を体現する生徒の育成を目指しています。また，基礎学力の定着や部活動への意欲的な取り組みを図るとともに，地域協働などの学習
活動を推進し，社会で幅広く活躍できる生徒の育成に努めています。
　入学後も目的意識をもって学校生活を送り，授業・部活動・行事等に主体的に取り組む，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校を志望する意志が強く，入学後も進路実現にむけて努力する生徒
　２　基礎学力が身に付いており，日々の授業を大切にし，積極的に取り組む生徒
　３　基本的生活習慣が身に付いており，目的意識をもって学校生活を送る生徒
　４　本校入学後も部活動，生徒会，ボランティア活動などの文化的・体育的活動に主体的に取り組む生徒

　特に，特色選抜においては，上記の３及び４の全てに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県岩出山高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ８４人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の３０％）

　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は４：６とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ４  ：  ６



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県中新田高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，「自然・仲間・労働」を愛し，「地域社会の発展に貢献しうる実践力をもった人間」の育成を目指しています。そのためには，学習・部活
動・学校行事・地域貢献活動に取り組む意欲のあるバランスのとれた，次の１～３の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　学習意欲があり，明確な目的意識をもって本校に入学を強く望んでいる生徒
  ２　基本的生活習慣が身に付いており，社会的なきまりを守り，他を思いやる心をもち，周囲と協働しながら課題解決に向けて努力する生徒
  ３　中学校において，「学級活動」「生徒会活動」「学校行事」「部活動」のいずれかで積極的に活動した実績をもち，入学後も継続して活動する
   意欲のある生徒

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし

共　通　選　抜 ７２人　（募集定員の６０％）

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ４８人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　８９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４８人の１２０％の範囲
　 に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　   　 合計  ６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　「求める生徒像」 について
　４　観点
　　　(1)　意欲　　　　　35点
　　　(2)　表現力　　　 20点
　　　(3)　判断力　　　 20点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県松山高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，「社会人としてしっかりと生きていける力を付ける教育」を目指します。さらに，「それぞれが抱える課題を乗り越え，何事にも明るく前向
きに努力する生徒」を目指す生徒像を掲げ，地域社会に貢献できる人材の育成に努めています。そこで，これらの実現のために次の１～５の全
てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への入学を強く希望し，入学後の目標が明確であり，学校生活に意欲的に取り組む生徒
　２　生活態度がまじめで，挨拶，身だしなみ，清掃，身の回りの整理整頓など基本的生活習慣が身に付いている生徒
　３　集団のマナーを守り，他者を尊重しながら，より良い学校生活を送る意欲の強い生徒
　４　将来の進路に対して明確な目的意識をもち，学習意欲が旺盛で努力を惜しまない生徒
　５　中学校で授業や特別活動，部活動等に真面目に取り組んでおり，入学後も健全な学校生活を送れる生徒

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

共　通　選　抜 ２８人　（募集定員の７０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動の状況
　　（3）　将来の進路希望
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　意欲　　　30点
　　（2）　態度　　　15点
　　（3）　表現力　 30点

※面接については２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １２人　（募集定員の３０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科  ・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭  ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　　７５点
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１２人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 ４５点
　　　　　  　合計　５７０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
     （1）　意欲　　　15点
     （2）　態度　　　15点
     （3）　表現力　 15点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県松山高等学校 家政科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，「社会人としてしっかりと生きていける力を付ける教育」を目指します。さらに，「それぞれが抱える課題を乗り越え，何事にも明るく前向
きに努力する生徒」を目指す生徒像を掲げ，地域社会に貢献できる人材の育成に努めています。家政科では「被服」「保育」「調理」の３つのコー
スに分かれ，高度な専門性を有した教育を行っています。そこで，これらの実現のために，次の１～５の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　本校への入学を強く希望し，入学後の目標が明確であり，学校生活に意欲的に取り組む生徒
　２　生活態度がまじめで，挨拶，身だしなみ，清掃，身の回りの整理整頓など基本的生活習慣が身に付いている生徒
　３　集団のマナーを守り，他者を尊重しながら，より良い学校生活を送る意欲の強い生徒
　４　将来の進路に対して明確な目的意識をもち，学習意欲が旺盛で努力を惜しまない生徒
　５　中学校で授業や特別活動，部活動等に真面目に取り組んでおり，入学後も健全な学校生活を送れる生徒

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 普通科 面接

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　（1）　志望動機
　　（2）　中学校での活動の状況
　　（3）　将来の進路希望
　　（4）　その他
　４　観点
　　（1）　意欲　　　30点
　　（2）　態度　　　15点
　　（3）　表現力　 30点

※面接については２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科  ・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭  ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　　７５点
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 ４５点
　　　　　  　合計　５７０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
     （1）　意欲　　　15点
     （2）　態度　　　15点
     （3）　表現力　 15点



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人宮城県加美農業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

I　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分
　３　内容
    (1)  志望動機
    (2)  中学校での活動状況
    (3)  高校生活への抱負
    (4)  その他
　４　観点
    (1)  関心・意欲     20点
    (2)  態度力          15点
    (3)  表現力          20点
    (4)  判断力          20点
　
※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 ７５点
　　　　　  　合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科  ・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭  ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　　７５点
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

面接・実技・作文

I　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分
　３　内容
　 　 第一次募集と同じ
　４　観点
 　　 第一次募集と同じ

農業科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース 農業機械科，生活技術科

　本校は，農業経営者教育を通して自立した人材の育成を目指しています。そのために，主体的に生き抜く力，人と係わる力を育成し，次の世
代を担う人材に必要となる基礎的な力を着実に育てることに努めています。本州第１位の広大な敷地面積を誇り，豊かな自然に囲まれて，稲作，
果樹，畜産などを学ぶ各種農場，自動車整備や機械工作を学ぶ施設，保育，被服，調理施設等を活かしたより実践的な学習ができます。また，
寮があり，集団生活を通して基本的生活習慣，自主性や協調性を育むことができます。
　そこで，農業科では，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　動植物の飼育・栽培，農業経営などに強い興味・関心がある生徒
　２　将来の農業の担い手または地域への貢献を目指す生徒
　３　実技，実験，実習などの学習に意欲的に取り組むことができる生徒
　４　学級活動，生徒会活動，学校行事，部活動で主体的に活動できる生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 ７５点
　　　　　  　合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

I　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分
　３　内容
　 　 第一次募集と同じ
　４　観点
 　　 第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
I　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分
　３　内容
    (1)  志望動機
    (2)  中学校での活動状況
    (3)  高校生活への抱負
    (4)  その他
　４　観点
    (1)  関心・意欲     20点
    (2)  態度力          15点
    (3)  表現力          20点
    (4)  判断力          20点
　
※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科  ・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭  ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　　７５点
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 特色選抜 共通選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業科，生活技術科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県加美農業高等学校 農業機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，農業経営者教育を通して自立した人材の育成を目指しています。そのために，主体的に生き抜く力，人と係わる力を育成し，次の世
代を担う人材に必要となる基礎的な力を着実に育てることに努めています。本州第１位の広大な敷地面積を誇り，豊かな自然に囲まれて，稲作，
果樹，畜産などを学ぶ各種農場，自動車整備や機械工作を学ぶ施設，保育，被服，調理施設等を活かしたより実践的な学習ができます。また，
寮があり，集団生活を通して基本的生活習慣，自主性や協調性を育むことができます。
　そこで，農業機械科では，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　農業機械，自動車整備，機械工作などに強い興味・関心がある生徒
　２　将来の農業の担い手または地域への貢献を目指す生徒
　３　実技，実験，実習などの学習に意欲的に取り組むことができる生徒
　４　学級活動，生徒会活動，学校行事，部活動で主体的に活動できる生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　　 ７５点
　　　　　  　合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

I　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分
　３　内容
　 　 第一次募集と同じ
　４　観点
 　　 第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
I　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分
　３　内容
    (1)  志望動機
    (2)  中学校での活動状況
    (3)  高校生活への抱負
    (4)  その他
　４　観点
    (1)  関心・意欲     20点
    (2)  態度力          15点
    (3)  表現力          20点
    (4)  判断力          20点
　
※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科  ・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭  ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　　７５点
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 特色選抜 共通選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業科，農業機械科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県加美農業高等学校 生活技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，農業経営者教育を通して自立した人材の育成を目指しています。そのために，主体的に生き抜く力，人と係わる力を育成し，次の世
代を担う人材に必要となる基礎的な力を着実に育てることに努めています。本州第１位の広大な敷地面積を誇り，豊かな自然に囲まれて，稲作，
果樹，畜産などを学ぶ各種農場，自動車整備や機械工作を学ぶ施設，保育，被服，調理施設等を活かしたより実践的な学習ができます。また，
寮があり，集団生活を通して基本的生活習慣，自主性や協調性を育むことができます。
　そこで，生活技術科では，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　農業や食物，被服，保育などに強い興味・関心がある生徒
　２　将来の農業の担い手または地域への貢献を目指す生徒
　３　実技，実験，実習などの学習に意欲的に取り組むことができる生徒
　４　学級活動，生徒会活動，学校行事，部活動で主体的に活動できる生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし

共　通　選　抜 ２６人　（募集定員の６５％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １４人　（募集定員の３５％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１４人の２００％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 建築科，電気電子科，機械科，化学技術科 なし

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川工業高等学校 土木情報科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，豊かな人間性と創造性を備えた心身ともに健康な人間の育成を期するとともに，工業技術者として，伝統を継承し，新しい文化の創造
を目指す教育に努めています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現のために，普通教科の基礎・基本の確実な定着を図り一般教養を高めるとともに，工業の各分
野に関する知識と技術を習得し，工業教育全般を通して地域や社会に貢献できる工業人を育成します。次の１～５に当てはまる生徒を求めま
す。

　１　本校への志望動機が明確であり，誠実で意欲的な学校生活を送ることができる生徒
　２　基本的な生活習慣と規範意識が身に付いており，豊かな人間性と創造性を磨くことができる生徒
　３　常に自己研鑽に励み，将来への夢と高い志をもち，自己の進路実現に向けて継続的に努力する生徒
　４　土木に関する興味・関心が強く，専門的知識の習得や資格取得に積極的である生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動において，優れた能力や顕著な実績がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川工業高等学校 建築科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，豊かな人間性と創造性を備えた心身ともに健康な人間の育成を期するとともに，工業技術者として，伝統を継承し，新しい文化の創造
を目指す教育に努めています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現のために，普通教科の基礎・基本の確実な定着を図り一般教養を高めるとともに，工業の各分
野に関する知識と技術を習得し，工業教育全般を通して地域や社会に貢献できる工業人を育成します。次の１～５に当てはまる生徒を求めま
す。

　１　本校への志望動機が明確であり，誠実で意欲的な学校生活を送ることができる生徒
　２　基本的な生活習慣と規範意識が身に付いており，豊かな人間性と創造性を磨くことができる生徒
　３　常に自己研鑽に励み，将来への夢と高い志をもち，自己の進路実現に向けて継続的に努力する生徒
　４　建築に関する興味・関心が強く，専門的知識の習得や資格取得に積極的である生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動において，優れた能力や顕著な実績がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

土木情報科，電気電子科，機械科，化学技術科 なし

共　通　選　抜 ２６人　（募集定員の６５％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １４人　（募集定員の３５％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１４人の２００％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川工業高等学校 電気電子科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，豊かな人間性と創造性を備えた心身ともに健康な人間の育成を期するとともに，工業技術者として，伝統を継承し，新しい文化の創造
を目指す教育に努めています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現のために，普通教科の基礎・基本の確実な定着を図り一般教養を高めるとともに，工業の各分
野に関する知識と技術を習得し，工業教育全般を通して地域や社会に貢献できる工業人を育成します。次の１～５に当てはまる生徒を求めま
す。

　１　本校への志望動機が明確であり，誠実で意欲的な学校生活を送ることができる生徒
　２　基本的な生活習慣と規範意識が身に付いており，豊かな人間性と創造性を磨くことができる生徒
　３　常に自己研鑽に励み，将来への夢と高い志をもち，自己の進路実現に向けて継続的に努力する生徒
　４　電気電子に関する興味・関心が強く，専門的知識の習得や資格取得に積極的である生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動において，優れた能力や顕著な実績がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 土木情報科，建築科，機械科，化学技術科 なし

共　通　選　抜 ２６人　（募集定員の６５％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １４人　（募集定員の３５％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１４人の２００％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ８０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川工業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，豊かな人間性と創造性を備えた心身ともに健康な人間の育成を期するとともに，工業技術者として，伝統を継承し，新しい文化の創造
を目指す教育に努めています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現のために，普通教科の基礎・基本の確実な定着を図り一般教養を高めるとともに，工業の各分
野に関する知識と技術を習得し，工業教育全般を通して地域や社会に貢献できる工業人を育成します。次の１～５に当てはまる生徒を求めま
す。

　１　本校への志望動機が明確であり，誠実で意欲的な学校生活を送ることができる生徒
　２　基本的な生活習慣と規範意識が身に付いており，豊かな人間性と創造性を磨くことができる生徒
　３　常に自己研鑽に励み，将来への夢と高い志をもち，自己の進路実現に向けて継続的に努力する生徒
　４　機械に関する興味・関心が強く，専門的知識の習得や資格取得に積極的である生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動において，優れた能力や顕著な実績がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

土木情報科，建築科，電気電子科，化学技術科 なし

共　通　選　抜 ５２人　（募集定員の６５％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２８人　（募集定員の３５％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２８人の２００％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県古川工業高等学校 化学技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，豊かな人間性と創造性を備えた心身ともに健康な人間の育成を期するとともに，工業技術者として，伝統を継承し，新しい文化の創造
を目指す教育に努めています。
　また，多様な進路希望をもった生徒の自己実現のために，普通教科の基礎・基本の確実な定着を図り一般教養を高めるとともに，工業の各分
野に関する知識と技術を習得し，工業教育全般を通して地域や社会に貢献できる工業人を育成します。次の１～５に当てはまる生徒を求めま
す。

　１　本校への志望動機が明確であり，誠実で意欲的な学校生活を送ることができる生徒
　２　基本的な生活習慣と規範意識が身に付いており，豊かな人間性と創造性を磨くことができる生徒
　３　常に自己研鑽に励み，将来への夢と高い志をもち，自己の進路実現に向けて継続的に努力する生徒
　４　化学に関する興味・関心が強く，専門的知識の習得や資格取得に積極的である生徒
　５　部活動，特別活動，校外活動において，優れた能力や顕著な実績がある生徒

　特に，特色選抜においては，上記の４，５を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 土木情報科，建築科，電気電子科，機械科 なし

共　通　選　抜 ２６人　（募集定員の６５％）

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １４人　（募集定員の３５％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ３７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．７５倍にする
　　　　　　　 合計　７６５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１４人の２００％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　　　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

なし



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　 ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　  　合計　６７０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　 ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　  １００点
　　　　　　　 合計  ８７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する６０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１５分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

商業科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，商業高校として商業に関する基礎的な知識や技能を習得させるとともに，ビジネスに対する望ましい心構えや態度を身に付けさせ，社
会生活に必要なモラルや倫理観・勤労観を涵養し，将来の社会において活躍できる人材の育成を目指しています。そのために，ビジネス教育の
充実や積極的な地域連携を図りながら，人とのつながりの大切さや他者を思いやる心を育むとともに，３年間を見通した系統的なキャリア教育を
実践し進路意識の高揚を図っています。また，学校行事と部活動を活発化させ生徒が充実感を味わえる学校づくりに努めています。
　ついては，上記の方針を理解し自ら意欲的に学習や様々な活動に積極的に取り組む次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学ぶ意欲をもち，入学後は普通教科のみならず商業に関する専門的な知識や技能の習得及び各種資格取得に積極的に挑戦しようとする
   生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，学習においては基礎的な内容の理解に努めるとともに，さらに進んだ学習にも意欲をもって取り組もう
   とする生徒
　３　部活動やボランティア活動に興味・関心があり，入学後においても意欲的に取り組もうとする生徒
　４　進路実現に向けて努力を惜しまず何事にも真剣に取り組み，将来，社会に貢献しようとする意欲ある生徒

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県鹿島台商業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　３０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　自分自身について
　　(3)　中学校での活動状況
　　(4)　高校で取り組みたいこと
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　　30点
　　(2)　表現力等　　70点

※面接については，１日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ６０人　（募集定員の５０％）

　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は３：７とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ３  ：  ７



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １６０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　社会，理科，音楽，保健体育，美術，技術家庭・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　　　　　  　合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　 　　 　 ４５点
　　　　　　　 合計　７４０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４８人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

面接・実技・作文

なし

普通科

特色選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，｢質実・勤敏｣｢謙譲・優雅｣｢自律・協同｣を校訓とし，｢自己実現のために自分には厳しく，社会貢献のために他人には優しく｣を生徒の
育成目標としている学校です。そのため，将来の進路を決定する際に，社会の発展に貢献できるような視点をもつことを指導していきます。学習
活動や特別活動に意欲的に取り組む生徒で，次の１～４のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　主体的に学習に取り組み，進路希望実現に向けて継続的に努力する生徒
　２　生徒会活動等の特別活動において，リーダシップを発揮して中心的な役割を果たし，入学後も意欲的に活動しようとする意思のある生徒
　３　部活動において熱心に活動し，入学後も意欲的に活動しようとする意思のある生徒
　４　ボランティア活動，ジュニアリーダーの活動等，文化的・社会的活動に積極的に取り組み，入学後も意欲的に活動しようとする意思のある
   生徒

　特に，特色選抜においては，上記２～４のいずれかに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 共通選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県涌谷高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　自己アピール
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　入学後の抱負
　　(4)　将来の進路志望
　　(5)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　     　  5点
　　(2)　意欲等　　  40点

※面接については，２日目に実施す
る。

共　通　選　抜 １１２人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ４８人　（募集定員の３０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県小牛田農林高等学校
農業技術科

（農業科学ｺｰｽ）

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，１８８８年に創立された県内でも有数の長い歴史を誇る学校です。長きにわたり農業・林業教育を中心として有為な人材を輩出してきま
した。１９９７年からは総合学科を設置し，農業教育のみならず，社会が求める有意で広範囲な教育を担う場として地域からの信頼を得て支持さ
れ続けている学校です。
　本校生徒はその本分である学業への専心はもとより，部活動や農業クラブ活動にも熱心に取り組み，多方面で目覚ましい活躍をしています。こ
れらの充実した活動の礎となっているのは，基本的生活習慣が確立された規律ある高校生活です。
　本校での高校生活に目標をもち，自分を磨きかつ自分の夢を耕すことをいとわない，次の１～３のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　農業後継者又は将来農業に関する職業に就くことを希望し，就業に向けた計画をもち，基礎的学力を有する生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　ボランティアや部活動など，校内外での活動で優れた能力を発揮し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記３に当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業技術科（農業土木ｺｰｽ），総合学科 面接

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　高校生活への抱負
　　(3)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　 　　15点
　　(2)　表現力等 　75点
　
※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　   １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　 ９０点
　　　　　　　合計　７８５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  １５０点
　　　・国語，数学，英語（各教科５０点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　    合計　４５０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態　個人面接
　２　時間　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　55点
　



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県小牛田農林高等学校
農業技術科

（農業土木ｺｰｽ）

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，１８８８年に創立された県内でも有数の長い歴史を誇る学校です。長きにわたり農業・林業教育を中心として有為な人材を輩出してきま
した。１９９７年からは総合学科を設置し，農業教育のみならず，社会が求める有意で広範囲な教育を担う場として地域からの信頼を得て支持さ
れ続けている学校です。
　本校生徒はその本分である学業への専心はもとより，部活動や農業クラブ活動にも熱心に取り組み，多方面で目覚ましい活躍をしています。こ
れらの充実した活動の礎となっているのは，基本的生活習慣が確立された規律ある高校生活です。
　本校での高校生活に目標をもち，自分を磨きかつ自分の夢を耕すことをいとわない，次の１～３のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　将来農業土木の分野に従事しようとする意欲と，ものづくりに対する興味・関心をもち，基礎的学力を有する生徒
　２　基本的生活習慣が身に付いており、豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　３　部活動，校外での活動で優れた能力を発揮し，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記３に当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース 農業技術科（農業科学ｺｰｽ），総合学科 面接

共　通　選　抜 ２４人　（募集定員の６０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　高校生活への抱負
　　(3)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　 　20点
　　(2)　表現力等 　80点
　
※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 １６人　（募集定員の４０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　   １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　　  １００点
　　　　　　 合計　 ７９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する１６人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  １５０点
　　　・国語，数学，英語（各教科５０点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　    合計　４５０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態　個人面接
　２　時間　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　55点
　



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県小牛田農林高等学校 総合学科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，１８８８年に創立された県内でも有数の長い歴史を誇る学校です。長きにわたり農業・林業教育を中心として有為な人材を輩出してきま
した。１９９７年からは総合学科を設置し，農業教育のみならず，社会が求める有意で広範囲な教育を担う場として地域からの信頼を得て支持さ
れ続けている学校です。
　本校生徒はその本分である学業への専心はもとより，部活動や生徒会活動にも熱心に取り組み，多方面で目覚ましい活躍をしています。これ
らの充実した活動の礎となっているのは，基本的生活習慣が確立された規律ある高校生活です。
　本校での高校生活に目標をもち，夢の実現に向けて自分を磨くことをいとわない，次の１～３のいずれかに当てはまる生徒を求めます。

　１　基本的生活習慣が身に付いており，何事にも真剣に取り組み，日々の授業を大事にする生徒
　２　本校入学後，自己の将来の進路実現に向けて積極的に取り組む生徒
　３　部活動や特別活動等で優れた能力や顕著な実績があり，入学後も継続して活動する意欲のある生徒

　特に，特色選抜においては，上記３に当てはまる生徒を重視します。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

共　通　選　抜 ７８人　（募集定員の６５％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　集団面接
　２　時間
　　　２０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　60点
　
※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ４２人　（募集定員の３５％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２４３．７５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．２５倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．５倍にする
　２　学力検査　　　  　 ２５０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を０．５倍にする
　３　面接　 　　　　　　　　８０点
　　　　　　　 合計　５７３．７５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する４２人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  １５０点
　　　・国語，数学，英語（各教科５０点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　    合計　４５０点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態　個人面接
　２　時間　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　55点
　



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　  　合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　７９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 特色選抜 共通選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県南郷高等学校 普通科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，創立８７年を迎える，多くの美しい花に囲まれた高校です。地域を花でいっぱいにするフラワーサービスプロジェクトなどのボランティア
活動をとおして，美しく豊かな「心」を育てながら，地域社会に貢献できる人材の育成を目指しています。
　普通科では，生徒一人一人の能力や適性に応じた教育を展開し，社会人として必要とされる基本的な生活習慣と学力を身に付けることができ
ます。そこで，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　美しく豊かな「心」を育みたいと思う生徒
　２　自分をよりよい方向に変える「勇気」をもつ生徒
　３　基本的な学力を伸ばしたいと考え，あらゆる教科に積極的に取り組もうと「努力」する生徒
　４　部活動やボランティア活動などの課外活動に「前向き」に取り組める生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　  　合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路志望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，２日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ５  ：  ５
　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    １９５点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　７９５点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１２０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 特色選抜 共通選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース なし 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県南郷高等学校 産業技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　
　本校は，創立８７年を迎える，多くの美しい花に囲まれた高校です。地域を花でいっぱいにするフラワーサービスプロジェクトなどのボランティア
活動をとおして，美しく豊かな「心」を育てながら，基礎学力を伸ばし，地域社会に貢献できる人材の育成を目指しています。
　産業技術科では，産業社会の農業・工業・商業等についての基本的な知識と技術を習得し，これらの業務に従事する職業人として必要とされ
る基本的な生活習慣と学力を身に付けることができます。そこで，次の１～４の全てに当てはまる生徒を求めます。

　１　美しく豊かな「心」を育みたいと思う生徒
　２　自分をよりよい方向に変える「勇気」をもつ生徒
　３　農業・工業・商業等を含むあらゆる教科に積極的に取り組もうと「努力」する生徒
　４　部活動やボランティア活動などの課外活動に「前向き」に取り組める生徒



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ２４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　 　 ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接　　　　　　３段階評価（Ａ～Ｃ）
　　　　　  　  合計　５２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭
　　　　　・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する７２人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態　　個人面接
　２　時間　　１０分程度
　３　内容
　　（1） 志望動機
　　（2） 中学校での活動状況
　　（3） 将来の進路希望
　　（4） その他
　４　観点
　　（1） 理解力　　（2） 表現力等

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，「文武両道」を校是とし，多くの生徒が勉強と部活動の両立を実践しています。その中で，高い知性と豊かな人間性，何事にも真摯に
取り組む高い志をもって社会貢献できる人物を育成しようと努めています。そこで，勉学，部活動，特別活動等に主体的，意欲的に関わろうとす
る，次の1～４の全てにあてはまる生徒を求めます。

　１　自分の将来について明確な目標をもち，その実現に向けて学校生活に主体的に取り組むことができる生徒
　２　学校の授業と教科以外の活動（例えば，生徒会活動，委員会活動，部活動，語学，資格，地域活動，ボランティア，研究，発表など）を両立
    させる意欲のある生徒
　３　基本的な生活習慣が身に付いており，豊かな人間性を磨くために努力できる生徒
　４　中学校における学習への取り組みが優れている生徒

　特に，特色選抜においては，上記４に当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県佐沼高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 １６８人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ７２人　（募集定員の３０％）

　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ６  ：  ４



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 １２０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 　７５点
　　　　　  　合計　６００点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ２７０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科,音楽，美術，保健体育，技術家庭
               ・・・・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科・・・得点を１．０倍にする
　　　　　　　 合計　７７０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点と調査書点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する３６人の１２０％の範囲
   に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特別活動の記録な
   どの資料）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。

面接・実技・作文
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機   (2)　将来の進路志望
　　(3)　中学校での活動状況  　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　表現力等          35点
　　(2)　関心・意欲等     25点
　　(3)　態度・言葉遣い  15点

普通科

共通選抜

なし
第２志望とすることができる
学科・コース

　本校は，多様な進路希望をもった生徒の自己実現を可能にする学校です。自主性・主体性を重んじ，一人一人の個性を伸ばしながら，生き生
きとした学校生活となるよう，地域社会と協力しながら学校づくりをしています。基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させて学力の伸長を図
るとともに，特別活動や部活動等への積極的な参加を促すことにより，調和のとれた生徒の育成に努めています。
　また，保護者，地域から信頼され，地域社会を支える人材の育成に努めている学校です。
　そこで，学習活動，特別活動そして部活動等に積極的に取り組み，次の１～３の全てに当てはまり，かつ４及び５のいずれかに当てはまる生徒
を求めます。

　１　将来の夢の実現に向けて，学校生活に積極的・自主的に取り組み，自己を向上させようとする意欲のある生徒
　２　基本的な生活習慣が身に付いており，思いやりの心をもつ生徒
　３　基礎的な学力があり，努力を惜しまず，授業を第一に真剣に取り組む生徒
　４　体育的活動・文化的活動・社会的活動において優れた成績を収め，今後も活躍が期待できる生徒
　５　学級活動，生徒会活動，学校行事，部活動などでリーダーシップを発揮した実績があり，多方面にわたる活躍が期待できる生徒

　特に，特色選抜においては，上記３に当てはまり，かつ４及び５のいずれかに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの

宮城県登米高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

共　通　選　抜 ８４人　（募集定員の７０％）

特　色　選　抜 ３６人　（募集定員の３０％）

　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は５：５とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ５  ：  ５



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人宮城県登米総合産業高等学校

求　　め　　る　　生　　徒　　像

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，2日目に実施す
る。

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

学力検査：調査書 ６  ：  ４

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　９９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

農業科

共通選抜

面接
第２志望とすることができる
学科・コース

機械科，電気科，情報技術科，商業科，福祉科

　本校は，高い志をもって何事にも果敢に挑戦し，専門的な技能と豊かな人間性を身に付け，独創的な発想力で産業界をリードする人材（「産業
スペシャリスト」）の育成に努めています。
　特色として，「地域連携」や「学科間連携」，「専門性の深化」を掲げ，全ての学科において実践的で体験的な教育活動に取り組むとともに，地
域から信頼される学校づくりを推進しています。
　そこで，本校では，基本的生活習慣が身に付いており，何事にも高い志をもって，主体的・創造的に根気強く取り組むことができ，次の１～３の
いずれかに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学習成績が良好で，入学後も日々の授業を大事にできる生徒
　２　部活動や校外活動等において，顕著な実績があり，入学後も粘り強く取り組める生徒
　３　農業に興味・関心があり，作物，畜産，野菜，草花，加工などの学習を通して身に付けた知識や技能を生かして，農業の発展に貢献しようと
   する意欲をもち，将来，地域農業の担い手や関連産業への就職，上級学校への進学を希望する生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
選抜順序 特色選抜

面接・実技・作文のうち
実施するもの



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　９９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

農業科，電気科，情報技術科，商業科，福祉科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県登米総合産業高等学校 機械科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，高い志をもって何事にも果敢に挑戦し，専門的な技能と豊かな人間性を身に付け，独創的な発想力で産業界をリードする人材（「産業
スペシャリスト」）の育成に努めています。
　特色として，「地域連携」や「学科間連携」，「専門性の深化」を掲げ，全ての学科において実践的で体験的な教育活動に取り組むとともに，地
域から信頼される学校づくりを推進しています。
　そこで，本校では，基本的生活習慣が身に付いており，何事にも高い志をもって，主体的・創造的に根気強く取り組むことができ，次の１～３の
いずれかに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学習成績が良好で，入学後も日々の授業を大事にできる生徒
　２　部活動や校外活動等において，顕著な実績があり，入学後も粘り強く取り組める生徒
　３　機械の分野に興味・関心があり，機械，金属加工，製図，自動制御などの学習を通して身に付けた知識や技能を生かして，工業の発展に
   貢献しようとする意欲をもち，将来，機械分野の担い手や関連産業への就職，上級学校への進学を希望する生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　９９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

農業科，機械科，情報技術科，商業科，福祉科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県登米総合産業高等学校 電気科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，高い志をもって何事にも果敢に挑戦し，専門的な技能と豊かな人間性を身に付け，独創的な発想力で産業界をリードする人材（「産業
スペシャリスト」）の育成に努めています。
　特色として，「地域連携」や「学科間連携」，「専門性の深化」を掲げ，全ての学科において実践的で体験的な教育活動に取り組むとともに，地
域から信頼される学校づくりを推進しています。
　そこで，本校では，基本的生活習慣が身に付いており，何事にも高い志をもって，主体的・創造的に根気強く取り組むことができ，次の１～３の
いずれかに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学習成績が良好で，入学後も日々の授業を大事にできる生徒
　２　部活動や校外活動等において，顕著な実績があり，入学後も粘り強く取り組める生徒
　３　電気の分野に興味・関心があり，電気エネルギーを実践的に活用するための学習を通して身に付けた知識や技能を生かして，工業の発展
   に貢献しようとする意欲をもち，将来，電気分野の担い手や関連産業への就職，上級学校への進学を希望する生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　９９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

農業科，機械科，電気科，商業科，福祉科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県登米総合産業高等学校 情報技術科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，高い志をもって何事にも果敢に挑戦し，専門的な技能と豊かな人間性を身に付け，独創的な発想力で産業界をリードする人材（「産業
スペシャリスト」）の育成に努めています。
　特色として，「地域連携」や「学科間連携」，「専門性の深化」を掲げ，全ての学科において実践的で体験的な教育活動に取り組むとともに，地
域から信頼される学校づくりを推進しています。
　そこで，本校では，基本的生活習慣が身に付いており，何事にも高い志をもって，主体的・創造的に根気強く取り組むことができ，次の１～３の
いずれかに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学習成績が良好で，入学後も日々の授業を大事にできる生徒
　２　部活動や校外活動等において，顕著な実績があり，入学後も粘り強く取り組める生徒
　３　情報・電子技術の分野に興味・関心があり，その学習を通して身に付けた知識や技能を生かして，工業の発展に貢献しようとする意欲をも
    ち，将来，情報・電子技術の分野の担い手や関連産業への就職，上級学校への進学を希望する生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　９９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

農業科，機械科，電気科，情報技術科，福祉科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県登米総合産業高等学校 商業科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，高い志をもって何事にも果敢に挑戦し，専門的な技能と豊かな人間性を身に付け，独創的な発想力で産業界をリードする人材（「産業
スペシャリスト」）の育成に努めています。
　特色として，「地域連携」や「学科間連携」，「専門性の深化」を掲げ，全ての学科において実践的で体験的な教育活動に取り組むとともに，地
域から信頼される学校づくりを推進しています。
　そこで，本校では，基本的生活習慣が身に付いており，何事にも高い志をもって，主体的・創造的に根気強く取り組むことができ，次の１～３の
いずれかに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学習成績が良好で，入学後も日々の授業を大事にできる生徒
　２　部活動や校外活動等において，顕著な実績があり，入学後も粘り強く取り組める生徒
　３　商業の分野に興味・関心があり，簿記，情報処理，ビジネスの学習を通して身に付けた知識や技能を生かして，商業の発展に貢献しようと
   する意欲をもち，将来，商業分野の担い手や関連産業への就職，上級学校への進学を希望する生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。



学校名 課程 全日制
学科

（コース・部）
募集定員 ４０人

第　二　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）
Ⅰ　配点
　１　調査書　　 　２２５点
　　　・　国語，数学，英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全学年の評定を１．０倍にする
　　　・　社会，理科，音楽，美術，保健体育，技術家庭 ・・・全学年の評定を２．０倍にする
　２　学力検査　  ３００点
　　　・　国語，数学，英語（各教科１００点満点）
　３　面接 　　　　 １００点
　　　　　    合計　６２５点
Ⅱ　選抜方法
     上記Ⅰを基に，総合的に審査し，選抜する。

面接・実技・作文

Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　　第一次募集と同じ
　４　観点
　　　第一次募集と同じ

共　通　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）
Ⅰ　面接
　１　形態
　　　個人面接
　２　時間
　　　１０分程度
　３　内容
　　(1)　志望動機
　　(2)　中学校での活動状況
　　(3)　将来の進路希望
　　(4)　その他
　４　観点
　　(1)　態度　　　　20点
　　(2)　表現力等　80点

※面接については，2日目に実施す
る。

学力検査：調査書 ６  ：  ４
　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は６：４とする。
　※調査書点：「５教科（国・数・社・英・理）の各学年の評定の合計」＋「４教科（音・美・保体・技家）の各学年の評定
の合計×２」

特　色　選　抜 ２０人　（募集定員の５０％）

Ⅰ　配点
　１　調査書　　    ３９０点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・全学年の評定を２．０倍にする
　　　・　音楽，美術，保健体育，技術家庭・・・・・全学年の評定を４．０倍にする
　２　学力検査　　 ５００点
　　　・　国語，数学，社会，英語，理科 ・・・・・・・得点を１．０倍にする
　３　面接　　　 　　１００点
　　　　　　　 合計　９９０点
Ⅱ　選抜方法
　・　審査は，学力検査点，調査書点及び面接の得点の合計点上位の者から，特色選抜で選抜する２０人
   の１５０％の範囲に含まれる者を対象として行う。
　・　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（評定以外の特
   別活動の記録などの資料）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。

選抜順序 共通選抜 特色選抜
面接・実技・作文のうち

実施するもの
第２志望とすることができる
学科・コース

農業科，機械科，電気科，情報技術科，商業科 面接

第　一　次　募　集　（　選　抜　方　法　等　）

宮城県登米総合産業高等学校 福祉科

求　　め　　る　　生　　徒　　像
　本校は，高い志をもって何事にも果敢に挑戦し，専門的な技能と豊かな人間性を身に付け，独創的な発想力で産業界をリードする人材（「産業
スペシャリスト」）の育成に努めています。
　特色として，「地域連携」や「学科間連携」，「専門性の深化」を掲げ，全ての学科において実践的で体験的な教育活動に取り組むとともに，地
域から信頼される学校づくりを推進しています。
　そこで，本校では，基本的生活習慣が身に付いており，何事にも高い志をもって，主体的・創造的に根気強く取り組むことができ，次の１～３の
いずれかに当てはまる生徒を求めます。
　
　１　学習成績が良好で，入学後も日々の授業を大事にできる生徒
　２　部活動や校外活動等において，顕著な実績があり，入学後も粘り強く取り組める生徒
　３　介護・福祉の分野に興味・関心があり，介護や福祉などの専門的な学習を通して，知識・技術・実践力を身に付け，将来，介護・福祉分野
   の担い手や関連産業への就職，上級学校への進学を希望する生徒

　特に，特色選抜においては，上記の２及び３のいずれかに当てはまる生徒を重視します。


