
 
 

 

 

 

 
 

 

本校は，明治２１年に創立された歴史と伝

統のある高校です。卒業生は，約１８,０００

名で，各分野で活躍しています。 

 平成９年に学科改編を行い，農業技術科と

総合学科を設置しました。 

 平成１１年にバリアフリーの新校舎が完成

しました。制御温室，畜舎，土木実習室，Ｌ

Ｌ教室，介護実習室，各種視聴覚機材を備え

た大講義室等の施設も整っています。情報処

理室を含め３教室にパソコンが設置され，利

用しやすくなっています。平成２０年には，

運動部室２棟が完成し，充実した施設・設備

を活用して高校生活を送ることができます。 

 平成３０年度は創立１３０周年記念式典を

実施しました。 

 

① 個人の尊厳を重んじ，真理と正義を愛

する心身ともに健全な人間を育てる。 

② 勤労の精神を重んじ，自主的精神に充

ちた豊かな人間を育てる。 

③ 知識を広く求め，公正に判断し誠実に 

実践できる創造性豊かな人間を育てる。 

④ 社会において果たさなければならない 

使命を自覚し，自主的に職業を選択する 

  とともに，個性を伸長し，自己実現を図 

  る人間を育てる。 

 

（３）教育課程の特色 

◆農業技術科・農業科学コース 

  農作物の栽培や家畜の飼育に関する知識

や技術について学ぶことにより，生産・販

売・経営に役立てるために必要な能力と態

度の育成をめざします。１年次に農業の基

礎を学び，２年次から専攻学習を行います。

畜産・作物・草花・野菜の部門に分かれ，

専門的な学習を行います。 

◆農業技術科・農業土木コース 

  土地改良，農地の保全，農村計画に関す

る知識や技術を学ぶことにより，農業土木

に関わる業務に従事するための能力と態度

の育成をめざします。１年次に農業土木の

基礎や測量について学習し，２年次以降は，

土地改良や農地保全等，専門的で幅広い学

習を行います。 

◆総合学科 

  自分の進路希望や興味・関心をもとに科

目選択を行い，｢自分だけの時間割｣で学習

を進めていくことにより，生徒の多様な個

性・能力の伸長を図るとともに，生徒の進

路希望の実現をめざします。 

  「産業社会と人間」（１年次）や「総合的

な探究の時間」（２年次）では，職場体験実

習や校外体験学習，社会人講話等を通して，

自分の進路をじっくり考えていきます。 

  その他，自然科学，人文社会，情報ビジ

ネス，健康福祉の各系の科目群を揃えてい

ます。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

① 稲章祭（文化祭），体育祭，持久走大会，

弁論大会等があります。 

② ミネソタ州ウィノナ市との交流で，生徒

が毎年派遣されています。 

③ 平成２０年度に剣道部がＩＨ男子個人で

優勝したのをはじめ、柔道・相撲でもＩＨ

に出場しています。また、文化部では文芸

部が全国高等学校文芸コンクール文芸誌部

門奨励賞受賞と、運動部･文化部共に毎年東

北・全国大会に出場しています。 

④ 「農業クラブ」活動では，各種競技会や

意見発表大会で毎年のように県大会を勝ち

抜き，東北大会・全国大会へ出場していま

す。また毎日農業記録賞「高校生部門」優

秀賞受賞など，多方面でその活躍が認めら

れています。 

⑤ ボランティア活動も盛んで東松島復興支

援や華ロード植栽などを行っています。 

 

 

（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 33 30 30 

短期大学 14 12 20 

専各学校 69 60 61 

就職（県内） 72 80 76 

就職（県外） 3 1 6 

その他 0 6 3 

卒業生計 191 189 196 

主な進路先（令和４年３月卒業生） 

      ( )内は人数  (1)は省略 

＜公立大学＞ 

山形大，福島大，宮城大 

＜私立大学＞ 

日本大，東北学院大(6)，東北福祉大(2)，東

北工業大(3)，宮城学院女子大(4)，仙台大(2），

東北文化学園大(4)，石巻専修大(5)，国士舘

大，仙台白百合女子大，東京農業大，日本薬

科大， 桜美林大，仙台青葉学院短大，宮城誠

真短大(2)，仙台赤門短大(2)，聖和学園短大 

＜専修各種学校＞ 

宮城県農業大学校(4)，宮城高等歯科衛生士学

院(2),葵会仙台看護専門学校(4), 仙台医療

秘書福祉専門学校(6)，仙台医健スポーツ専門

学校(2)，東北電子専門学校(5)，仙台工科専

門学校，東北職業能力開発大学校，東北電子

専門学校(5), 仙台こども専門学校,仙台大原

簿記情報公務員専門学校(5)，仙台ビューティ

アート専門学校，宮城県立白石高等技術専門

校，東北保健医療専門学校(2), 他 

＜就職＞  

国家公務員一般職，宮城県職員(5)，神奈川県

職員，宮城県警(2)，加美町職員，自衛隊一般

曹候補生(2)，自衛隊自衛官候補生(2)，新み

やぎ農業協同組合(2),社会福祉法人田尻福祉

会，JA 全農ラドファ（株），古川農業協同組

合(2)，古川三本木クリーンセンター，ＹＫＫ 

ＡＰ(株)(3)，アートコーポレーション（株），

アルプスアルバイン(株)(5)，伊藤ハムデイリ

ー(株)，医療法人華桜会(2), 大崎市民病院，

あすと長町デンタルクリニック, アートコー

ポレーション(株)，(株)イノアック，トヨタ

自動車東日本(株)(2),医療法人永仁会永仁会

病院，阿部勝自動車(株)(2)，サンデリカ仙台

第一事業所，(株)やくらいフーズ，(株)ジー

ユー，(株)ニューテック，(株)ファインズ東

京，こころのホスピタル古川グリーンヒルズ， 

太子食品工業(株)，(株)おてんとさん(2)，

(株)緒方製作所, 仙北自動車学校，常磐化工

(株)，ホクト(株),みやぎ登米農業協同組合，

キョーユー(株)，共伸プラスチック(株)，他 

小牛田農林高等学校 

校訓 自律 進取 至誠 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

（２）教育方針 

 
 
 
 
 
 

自分を磨き，夢を耕す 

【農業技術科農業科学コース】 
野菜・作物・草花の栽培や牛・豚の飼

育を基本にバイオ技術などの学習で，農
業をはじめ様々な産業で活躍できる人
材の育成をめざします。 

【農業技術科農業土木コース】 
学びのフィールドは地球！自然と調

和し生活を豊かにする術を学び，明日の
地域社会を担う人材の育成をめざしま
す。 

【総合学科】 
自分の生き方は自分で選ぶ！時間割

は自分で創る！自己責任と自己教育力
を有するチャレンジ精神旺盛な人材の
育成をめざします。 

 

キャッチフレーズ 

 創立：明治２１年 

課程・学科：全日制課程・農業技術科，総合学科 

生徒数：５５７名 

所在地：〒987-0004 

遠田郡美里町牛飼字伊勢堂裏３０ 

ＴＥＬ：0229-32-3125 

ＦＡＸ：0229-32-3126 

ホームページアドレス： 

https://kogotanourin.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

kogotanourin@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

ＪＲ東北本線 小牛田駅より 徒歩２０分 

２ 学校の特色 

１ 基本データ 



 

 

 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 

農業技術

科農業科

学コース 

40 60% 24 40% 16 

農業技術

科農業土

木コース 

40 60% 24 40% 16 

 

総合学科 

 

120 70% 84 30% 36 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜農業技術科農業科学コース＞  共通選抜 → 特色選抜 

  ＜農業技術科農業土木コース＞  共通選抜 → 特色選抜 

  ＜総合学科＞          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 

  ＜農業技術科農業科学コース＞ 農業技術科農業土木コース 

                 総合学科  

  ＜農業技術科農業土木コース＞ 農業技術科農業科学コース 

                 総合学科  

＜総合学科＞         なし 

 

 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 

   ＜農業技術科農業科学コース＞  

学力検査点：調査書点 ＝ ５ ： ５  

＜農業技術科農業土木コース＞  

学力検査点：調査書点 ＝ ５ ： ５  

＜総合学科＞  

学力検査点：調査書点 ＝ ６ ： ４  

 

特色選抜 

  学力検査点，調査書点及び面接(農業技術科のみ)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 

農業技術

科農業科

学コース 

195点 

※音楽・美

術・保体・技

家の全学年

の評定を２

倍 

500点 

 

面接 

90点 

※個人面接，

10分程度 

 

 

785点 

 

農業技術

科農業土

木コース 

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 

学科 調査書 学力検査 
面接・実

技・作文 
合計 

 

総合学科 

 

390点 

※国語・数

学・社会・英

語・理科の全

学年の評定

を2倍,  

音楽・美

術・保体・技

家の全学年

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 合計 

農業技術科

農業科学コ

ース 

農業技術科

農業土木コ

ース 

総合学科 

225点 

※社会・理

科・音楽・美

術・保体・技

家の全学年

の評定を2倍 

150点 

※国語・数

学・英語 各

50点満点 

面接 

75点 

※個人面接，

10分程度 

 

450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 

農業技術科 

農業科学コース 

出願者数 40 38 40 

合格者数 36 39 36 

農業技術科 

農業土木コース 

出願者数 36 27 42 

合格者数 34 25 39 

総合学科 
出願者数 125 127 116 

合格者数 120 122 113 

 

（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  4日 2・3年 国・数・英・面接 

令和4年 8月  4日 全学年 国・数・英・面接 

令和4年 12月26日 全学年 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 

 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 


