
運　動　部

文　化　部 農　業　部

大曲 中仙／豊成 太田 角館 神代 西明寺 美郷 秋田東 計
１学年 2 2 1 2 0 1 0 0 8
２学年 3 1 1 4 1 1 2 1 14
３学年 1 1 1 1 3 0 6 0 13

◎部活動

◎生徒会活動

◎在校生の出身中学
Ｒ３学校評価より

卒業生の声

対象：中学１～３年生とその保護者、中学校教員
内容：体験授業、校舎・農場見学、部活動見学など
※詳細は夏休み前までに各中学校へご案内します

○ＪＲ大曲駅より
　バス長信田線（約35分）

○ＪＲ角館駅より
　バス六郷線（約30分）

＜アクセス＞

いずれも「太田南小学校前」下車　約400㍍（徒歩５分）

★体験入学 8月19日（金）

対象：中学生およびその保護者
内容：進学についての相談

★太田分校進路相談会
第１回　　 8月16日（火）～18日（木）
第２回 R5 1月11日（水）～13日（金）

対象：中学校教員
内容：授業見学、校舎・農場見学、個別相談会など

★太田分校見学会 10月4日（火）

秋田県大仙市太田町横沢字窪関南268－1

TEL：0187－88－1311  FAX：0187－86－9035

秋田県立大曲農業高等学校太田分校
http://www.daino-h-ohta.akita-pref.ed.jp/
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大曲農業高等学校
太田分校
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令和４年度
学校案内

大曲農業高等学校
創立74年

一人一人が輝き、成長する

太田分校

安心感のある環境でのびのび学びたい、
新しい自分に出会えるような体験がしたい、

入ってよかったと心から思える学校に進みたい、

そんなあなたを、待っています

学校生活の様子を
随時UPしています!
HP Facebook

「チーム太田」は、生徒一人一人が大農太田分校の主役となれるよう各種活動を支援します

創部22年目。少ない
部員数ながらも他校に
負けない高い意識を持
ち、部員一丸となって
練習に励んでいます。
「夏の大会絶対１勝」
が目標です。

生徒はもちろんのこと、ほぼ100％
の保護者が『太田分校に入学してよ
かった』と回答しました！

硬式野球部

高齢者施設やイベントなどで秋田民謡を披露し、地域の方に元
気になっていただくために活動
しています。部員一人一人が和
を大切にし、全員で高め合いな
がら大会に向けて一丸となって
練習に励んでいます。

郷土芸能部

男子卓球部
全国大会での団体優勝や全県総体５連覇
など、数々の栄光を刻んできました。

自転車競技部
卓球好きが放課後に集まり活動していま
す。心身を鍛え自己に打ち克つことを目
標に、仲間と
切磋琢磨しな
がら練習をし
ています。

花や野菜を育てることに関心が高い
生徒が集まり、農産物の生産・販売、
ボランティア活動を通じた地域の活
性化を目指し、意欲的に活動してい
ます。珍しい野菜の栽培にもチャレ
ンジしています。

先生との距離が近く、個性を生かしながら自分に合った指導をしていただきました

自分の考えを堂々と話すことができるようになりました

人数が少ない分、全校生徒の団結力を高められました

学校行事、地域との交流、部活動を通して、新しい自分を発見できました

長所を見つけて自分を成長させるためにとても大切な時間でした

色々なことを経験し、挑戦できる学校です

グリーンライフ（GL）クラブ

生徒会入会式 生徒総会



４月 入学式　生徒会入会式
地域クリーンナップ

10月 第３回定期考査　収穫祭
紅葉祭　全校民謡発表会⑤⑥

５月 第１回定期考査
全校田植え競技会

11月 生徒会役員選挙
修学旅行

６月 運動会①  第２回定期考査  全校除草② 12月 第４回定期考査

７月 野球応援
全校民謡講座開講式
インターンシップ

１月 進路活動報告会
紙ふうせんづくり⑦

第５回定期考査（３年）

８月 夏期補習　HR対抗③ ２月 スキー授業　スキー教室⑧

９月 グラウンド・ゴルフ大会④

ものづくり講座
３月 卒業式　第５回定期考査

◎令和５年度入学生教育課程表

◎各コースの様子

◎進路状況

◎主な進学先（最近３か年）

Ｒ３学校評価より
生徒・保護者ともにほぼ90％が　①授業が
工夫されてわかりやすい　②学ぶ意欲や学
力が身につく授業が行われている　③学習
を支援する体制が充実している　と回答し
ています。特に③は100％の保護者が肯定
的な回答でした！
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校　　訓 「一人一人が輝き、成長する太田分校」

教育目標 目指す生徒像「豊かな人間性と協働の精神を育み、
　　　　　　　　力強く社会を生き抜く人材を育成する」 １．心身ともに健全でたくましい生徒

２．主体的・実践的に行動する生徒
３．思いやりのある心豊かな生徒
４．勤労と責任を重んじ、地域に貢献する生徒

○普通科１学年１クラスです
○ユニバーサルデザインによる授業改善を行ってい
ます
○少人数学習で「基礎学力の定着」に時間をかけます
○どの教科も「主体性」「協力する力」を身につけられ
るよう工夫しながら授業を展開しています
○自然に対話が生まれ、分かる喜びを感じながらお
互い高め合うことができます
○２年生から３つのコースに分かれて学習します

令和４年度重点目標
生徒一人一人が自ら深く考え、行動・実践できる力の育成

普通科でありながら農業科目も学ぶことができる全国でも珍しいカリキュラムのもと、
授業を通して四季の移ろいや自然の恵みの豊かさを実感することができます。落ち着い
た安心感のある環境での学び、多彩な学校行事、そして地域とのふれあいを通して、生
徒一人一人が主役となり、いきいきと学校生活を送っています。

中学校までの学びから高
校での学びへとスムーズ
に移行できるようなペー
スで学習しています。全
員が農業の学習をします

衣食住や福祉・保育等に関
わる分野についての学びを
深め、よりよく生きるため
の教養を身につけます。

情報や商業に関わる分野の知識
やスキルを高め、より多くの資
格検定に挑戦して、社会人とし
ての即戦力を身につけます。

農業実習、販売実習など
を通じて専門的な知識や
技術を身につけ、農業の
魅力に迫ります。

美しい仙北平野の四季に包まれながら、一年を通して太田分校独自の体験型の行事がた
くさんあります。準備も運営も全員で！皆のために自分が頑張るという姿勢が身につき
ます。

秋田林業大学校、
鷹巣技術専門校、
北日本ハイテクニカル
　　クッキングカレッジ、
東北電子専門学校

◎主な就職先（最近３か年）
【県内】㈱共立メンテナンス、㈱ツルハドラッグ、日東光器㈱田沢湖工場、

㈱秋田共栄観光プラザホテル山麓荘、ナガイ白衣㈱、横手精工㈱、
仙北東森林組合、㈱えがお、㈱タカヤナギ、㈱万景、日高建設㈱、
Takamitu㈱、三共光学工業㈱秋田事業所、㈱成立田沢湖工場、
㈱リーディングアクター、㈲藤原養鶏場、社会福祉法人あけぼの会、
㈱ホテル東日本　他

【県外】休暇村日光湯元、追分ファーム吉田晴哉　他

「チーム太田」は、生徒一人一人の「主体的、実践的な活動」を支援します

「チーム太田」は、生徒一人一人が希望進路を100％実現できるよう支援します

「チーム太田」は、生徒一人一人が学校生活で達成感を得られるよう支援します
「チーム太田」は、生徒一人一人に必要な「確かな学力の向上と定着」が図れるよう支援します

１年生
２年生 ３年生

生活・教養 情報・ビジネス 農業 生活・教養 情報・ビジネス 農業
1

現代の国語
文学国語 国語表現

2
3

言語文化
4
5

公共
歴史総合 地理総合

6
7

数学Ⅰ 政治・経済
8

数学Ⅰ9
化学基礎

教養数学
10
11

科学と人間生活 生物基礎
12

体育
13

体育
体育14 保健

15 保健 音楽Ⅰ
16 音楽Ⅰ

英語コミュニケーションⅡ 英語コミュニケーションⅡ
17

英語
コミュニケーションⅠ

18
家庭総合 論理・表現Ⅰ（英） 地学基礎

総合実習
19
20

論理・表現Ⅰ（英） 数学A
総合実習

課題研究

ビジネス基礎
21

家庭総合
22

保育基礎 ビジネス基礎
マーケティング 野菜23

情報Ⅰ
草花24

生活と福祉 情報処理
25

農業と環境
共通選択科目

26 共通選択科目
日本史探究／実践科学／簿記

27 実践科学／ビジネス文書／総合教養
28

総合的な探究の時間 総合的な探究の時間 総合的な探究の時間
29
30 LHR LHR LHR

２・３年生
生活・教養コース

３年間を通して、一人３つ以
上の検定合格あるいは資格取
得を目指します。挑戦が人を
成長させます。

〈主な検定・資格〉
　○漢字検定
　○英語検定
　○危険物取扱者資格
　○珠算・電卓実務検定
　○情報処理検定
　○ビジネス文書実務検定
　○簿記実務検定
　○家庭科技術検定　など

◎資格取得の促進

完全無農薬・無化学肥料の昔ながらの
有機栽培にこだわっています。特にお
米は県の「特別栽培米」の認証を受け、
県内外で高い評価を受けています。手
間ひまがかかる分、収穫の喜びはひと
しおです。

◎こだわりの農作物栽培

「農産物販売」「太田分校レストラン」
など、地域の方々とともに食と農のあ
り方を追求しています。また、地域の
スペシャリストから民俗や文化を学ぶ
全校民謡講座やものづくり講座等を通
して、新しいことに挑戦するための自
信や地域を愛する心を育みます。

◎地域との連携

２・３年生
情報・ビジネスコース

２・３年生
農業コース

１年生

コース料理に挑戦！ 検定までもう少し！ 野菜苗の移植準備中里芋の苗作り中

特別栽培米 農業関連施設研修 太田分校レストラン

進路活動報告会

マナー講座（２年生）企業見学（１年生）

年度 在籍 進学
就職

その他
県内 県外

令和３年度 13 1 10 1 1

令和２年度 12 3 6 3 0

令和元年度 20 1 18 0 1

1

2

3

4

5

6

7

8


