
 
 

 

 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

柴田農林高等学校川崎校は，宮城県南西部

の川崎町にある全日制普通科の高校です。昭

和２３年定時制課程昼間農業科として開校し，

その後昭和３９年に全日制課程普通科に学科

改編を行い現在に至っています。 

平成９年に現在の校舎が完成しました。校

舎には，普通教室の他，図書室，理科室，コ

ンピュータ室，家庭科室，美術室等の特別教

室と，生徒の憩いの場であるコモンホール等

が設置され，吹き抜けと採光を随所に取り入

れた明るいつくりになっています。コモンホ

ールは集会や講演会にも利用することができ

ます。平成２０年度には多目的棟（トレーニ

ングルーム）が完成し，運動部の筋力トレー

ニングに盛んに利用されています。 

また，令和２年度には屋内運動場が完成し，

部活動や体育をはじめ様々な活動に利用され

ています。 

 

 

（２）教育方針 

① 生徒一人一人に寄り添い地域の産業界

で活躍できる担い手育成の推進 

② グローバル社会に対応できる国際的視

野を持ち持続可能な社会作りに寄与で

きる人材育成の推進 

③ 豊かな心，心身共に健康な身体を持ち，

人を敬うことのできる調和のとれた人

材育成の推進 

④ 教職員の共通意識を図ると共に，和をも

って明るく活気のある職場作りの推進 

⑤ 保護者・地域から信頼され，愛される学

校づくりの推進 

 

（３）教育課程の特色 

平成２９年度より教育課程を一新しました。

これまでどおりに一人一人の「学びたい」と

いう思いを大切にしながら，これまで以上に

多彩な選択科目を取り入れ，多様な進路希望

に対応できるようにしました。 

「国語」「数学」「英語」の３教科では１ク

ラスを２分割し，習熟度別・少人数授業を行

います。２・３年次では，進学から就職，基

本から応用，さらに実技までたくさんの科目

の中から，進路や興味関心をふまえた選択が

できるようになりました。特に，大学進学希

望者にとっては，これまで以上に必要科目の

学習が可能となりました。 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

５月１２日 

前期生徒総会 

７月５日～８日 

 ３学年修学旅行 

７月２０，２１日 

 レクリエーション大会（スポーツ大会） 

７月２９日 

オープンキャンパス 

８月２３日～８月２４日 

 ３学年進路オリエンテーション 

９月５日～９月７日  

２学年インターンシップ 

１０月２２日  

川高祭 （文化祭） 

１２月８日 

 後期生徒総会 

１２月１３日～１６日  

２学年修学旅行（関西方面） 

２月１８日 

 １・２学年スキー教室 

２月２２日 

予餞会 

を実施予定です。    

 生徒会活動は，レクリエーション大会や文

化祭を中心に毎年活発な取組が見られます。 

部活動は，運動部では卓球部（男女），ソフ

トテニス部（男女），陸上競技部（男女），バ

スケットボール愛好会（男）があり，人数は

少ないですが，近隣の高校と比べても遜色の

ない実績を残しています。中でも陸上競技部

は３年連続東北大会に出場しています。 

文化部は，総合文化部とボランティア部が

あります。総合文化部は過去に全国高等学校

総合文化祭へ出展するなど活躍しています。

ボランティア部は，デイサービス施設での定

期的な活動や青少年赤十字の活動に加えて，

地域の方と一緒に町を盛り上げるという活動

にも取り組んでいます。 

また，ボランティア部以外の生徒のボラン

ティア活動も活発に行われています。地元の

社会福祉協議会と連携して，台風１９号の被

災地での泥かきに参加したほか，雪深い町内

のお宅に雪かきをしにいく「スノーバスター

ズ」の活動も続けています。川崎町で毎年９

月に行われるレイクサイドマラソンでも，ボ

ランティアスタッフとして全国から集まるラ

ンナーのお手伝いをしています。そのほか，

１年生のクラス活動として町内の老人施設の

窓拭きや草刈り，津波被災地での植樹活動（小

学生との交流活動）にも取り組んできました。 

現在も「志教育」の一環で，町や近隣の小

学校と連携した復興ボランティアに取り組ん

でいます。今後もよりよい生き方を主体的に

求めていく子どもの育成に取り組み，「志教

育」を推進しています。 

 

（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 2 0 0 

短期大学 0 0 1 

専各学校 7 10 6 

就職（県内） 11 15 11 

就職（県外） 0 2 1 

その他 2 0 0 

卒業生計 22 27 19 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

( )内は人数  (1)は省略。 

 

＜大学＞ 

東北学院大学 尚絅学院大学 

＜専修各種学校＞ 

東北保健医療専門学校 

履正社医療スポーツ専門学校 

東日本航空専門学校 

仙台スィーツ＆カフェ専門学校 

仙台こども専門学校 

仙台総合ペット専門学校 

仙台スクールオブミュージック 

＆ダンス専門学校 

＜就職＞ 

陸上自衛隊(2)，日本アレフ，山元いちご農園，

やまや，利久エアロマニュファクチャリング，

ホテルニュ水戸屋，エアウォーター，ほこだ

て仏光堂，オードエクラ，東北テレメディア

柴田農林高等学校川崎校 

校訓 質実剛健 自律調和 

 
 
 
 
 

小さな学校だからできることがあります 

小さな学校にしかできないことがあります 

 

柴田農林高等学校川崎校は今年創立７３

年目を迎えた伝統ある全日制普通科高校で

す。定員１２０名の小さな学校ですが，規

模の小ささとフットワークの良さを活か

し，地域と密接した『川崎校にしかできな

い教育』を実践しています。 
 

キャッチフレーズ 

２ 学校の特色 

 創立：昭和２３年 

課程・学科：全日制課程・普通科 

生徒数：６０名 

所在地：〒989-1501 

柴田郡川崎町前川字北原25 

ＴＥＬ：0224-84-2049 

ＦＡＸ：0224-84-2087 

 

ホームページアドレス： 

http:// kawasa-h.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

kawasa-h＠od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

ミヤコーバス 川崎ゆき JR 東北本線仙台駅・大河原駅から乗

車，高校前下車（バスで約１時間） 

スクールバス 北赤石～川崎校 

 

 

 

 

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 

普通科  40  50%  20  50%  20 

 

 ロ 選抜順序 

  ＜普通科＞  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 

   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 

  ＜普通科＞ 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・実技・作文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 

普

通

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 

500点 
 

面接 
75点 
※個人面接， 

15分程度 
800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 

普

通

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 各教科

100点満点 

面接 
75点 
※個人面接， 

15分程度 
600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） 

 

 

 

 

 

 

（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 

※ 編入学は３月のみ 

※ 海外からの編入学は随時 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

学科 年度 R4 R3 R2 

普通科 
出願者数 21 25 23 

合格者数 19 24 21 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

インターンシップ 

ＨＲ合宿 

町内清掃ボランティア 

川高祭（よさこい） 


