
 
 

 

 
 

 

 

（１）学校の概要(沿革，環境，施設等) 

沿 革 

昭和 60 年 宮城県柴田高等学校設置公示普

通科４学級，体育科２学級，定員

男女240名とする。 

 

昭和61年 校章制定，校歌制定，開校式・第

一回入学式挙行 

 

昭和62年 校訓碑除幕式 

 

昭和63年 第二体育館落成記念式典 

 

平成４年  屋根付開閉式プール竣工 

 

平成６年  柴高会館竣工 

 

平成７年  創立１０周年記念式典 

 

平成17年 創立２０周年 

 

平成19年 グランド整備工事竣工 

 

平成27年 創立３０周年 

 

令和２年 Classi（学習支援アプリ）導入，

第２・第３校章を制定，選抜甲子園

大会出場 

 

令和３年 新制服を制定 

 

概 要 

 特色ある高校教育推進への社会的要請に応

えるため，生徒の能力・適性に対応する学習

指導を強力に展開し，普通科の他に本県初の

体育科を設けています。すぐれた徳性，高い

知性，強健な身体と強い意志をもち，未来を

開拓する創造力と実践力に富み，次代を担う

ことのできる有能な人物を育成することと，

学力向上・競技力向上のための指導を強化し

ています。 

 

（２）教育方針 

  

《普通科》 

・普通教科の学力向上を通して進路希望を実

現します。 

・１年生では，学習習慣を確立し，基礎学力

の向上を図ります。 

・２年生では，基礎力を更に充実させるとと

もに国語と数学の選択や社会の科目選択を取

り入れ，それぞれの得意分野を伸ばします。 

・３年生では，多様な選択群があり，各自の

進路に合わせた学習を徹底します。 

 

《体育科》 

・体育系大学への進学をはじめ，公務員，民

間などのスポーツ振興に関連した職業への従

事者を育成します。 

・スポーツで全国レベルの活躍ができる選手

育成を目指します。 

・県内トップクラスの施設・設備と経験豊富

な指導者のもとで，充実した部活動が行われ

ます。 

・下記の「専攻実技」６種目から１つを必 

ず履修します。 

 １陸上競技  ２柔道  ３剣道  

４ウエイトリフティング ５水球    

６硬式野球 

 

（４）行事・生徒会活動・部活動 

普通科・体育科共通の行事として，柴高祭・

体育祭・芸術鑑賞会があります。２年生で修

学旅行が行われます。また体育科では１年・

２年生でスキー実習，３年生でゴルフ実習が

行われます。 

 部活動では陸上競技，柔道，剣道，ウエイ

トリフティング，水球・水泳は，創立以来，

東北大会，全国大会へ出場し，優勝や入賞を

果たしています。また，他の運動部でも県内

上位の実績を誇り，全国大会出場を目指して

います。さらに，本校では特色ある学芸部も

校内外問わず活躍しております。 

 

 

（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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な進路先（令和４年３月卒業生）， 

( )内は人数  (1)は省略。 

＜国公立大学＞ 

宮城教育大学 

＜私立大学＞ 

仙台大学(15)，東北学院大学(7)，尚絅学院大

学(5)，東北工業大学(4)，東北福祉大学(4)，

宮城学院女子大学(3)，石巻専修大学(3)，東

日本国際大学(3)，日本大学工学部(2)，福島

学院大学(2)，仙台白百合女子大学，青森中央

学院大学，東北生活文化学園大学，ノースア

ジア大学，東北芸術工科大学，金沢学院大学，

足利大学，明治大学，中央大学，東洋大学，

大正大学，流通経済大学，西武文理大学，大

阪商業大学，放送大学，仙台青葉学院短期大

学(6)，聖和短大(2)，東北生活文化大短大部 

＜専修各種学校＞ 

東京法律公務員専門学校(5), 仙台リゾート

＆スポーツ専門学校(4)，宮城県白石高等技術

専門校(4)，宮城調理製菓専門学校(3)，国際

マルチビジネス専門学校(2)，仙台医療福祉専

門学校(2)，仙台医健・スポーツ専門学校(2)，

仙台医療秘書福祉専門学校(2)，仙台大原簿記

情報公務員専門学校(2)，仙台デザイン＆テク

ノロジー専門学校(2)，仙台ビューティーアー

ト専門学校(2)，赤門鍼灸柔整専門学校，仙台

こども専門学校，仙台リハビリテーション専

門学校，仙台理容美容専門学校，専門学校デ

ジタルアーツ仙台，東日本航空専門学校，フ

ァッション文化専門学校DOREME，宮城高等歯

科衛生士学院 他 

＜就職＞ 

アイリスオーヤマ(株),(株)表蔵王国際ゴル

フクラブ,サンアイパック(株)仙台工場,日立

Astemo(株), (株)アイエーオートバックス東

北本社, (株)サカイ引越センター北日本本部, 
(株)七十七銀行,(株)センティスト,(株)原田,

フレスコ(株),コンフォートヘアーレオン，宮

城県商工会連合会，宮城県警(3),自衛官,あぶ

くま消防本部，税務職員 

   柴田高等学校 
校訓 自立・敬愛 英知・創造 忍耐・強靱 

（３）教育課程の特色 

進  路 R3 R2 R1 

国公立大学 1 1 1 

国公立短大 0 0 0 

私立大学 68 63 45 

私立短大 9 9 12 

専各学校 49 42 53 

就職 18 38 42 

その他 1 2 3 

卒業生計 146 155 156 

１ 基本データ 

 創立：昭和 6１年  

課程・学科：全日制課程・普通科，体育科 

生徒数：406 名 

所在地：〒989-1621 

柴田郡柴田町大字本船迫字十八津入7-3 

電話番号：0224-56-3801 

Ｆ Ａ Ｘ：0224-56-3803 

ホームページアドレス： 

https://sibata.myswan.ed.jp/ 

電子メールアドレス： 

  sibata ｰ hs@od.myswan.ed.jp 

主な交通機関： 

  ＪＲ東北本線 船岡駅下車  徒歩２５分（自転車 1２分） 

   

２ 学校の特色 

 
 
 
 

夢実現 

～ Never Say Never ３歩前へ ～ 

キャッチフレーズ 



↓部活動・学校行事の様子 

 
 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 120 80% 96 20% 24 

体育科 40 10% 4 90% 36 

 ロ 選抜順序 
  ＜普通科＞  共通選抜 → 特色選抜 
  ＜体育科＞  特色選抜 → 共通選抜 
 
 ハ 第２志望とすることができる学科・コース 
  ＜普通科＞  なし 
  ＜体育科＞  普通科 
 
 二 共通選抜及び特色選抜について 
 

共通選抜 

  ＜普通科＞  
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。 
＜体育科＞ 
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基に実技の評価も加えて選抜する。 
 
  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 
  ＜体育科＞ 学力検査点：調査書点 ＝  ５：５ 
 

特色選抜 

  ＜普通科＞ 
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

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。 
＜体育科＞ 
学力検査点，調査書点及び実技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 

195点 
※音楽，美術，保

体，技家の全学年

の評定を２倍 

500点 なし 

695点 

体

育

科 

195点 
※音楽，美術，保

体，技家の全学年

の評定を２倍 

125点 
※全教科の得点を

0.25倍 

実技 
320点 
※15分程度 640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 
※理科，社会，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 

なし 
525

点 

体

育

科 

225点 
※理科，社会，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 

実技 
320点 
※15分程度 

845

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 

随時（4月～6月） 全学年 国・数・英・面接（体育科は実技も） 

令和4年9月15日 全学年 国・数・英・面接（体育科は実技も） 

令和4年12月15日 全学年 国・数・英・面接（体育科は実技も） 

令和5年3月20日 新2・3年 国・数・英・面接（体育科は実技も） 

※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 103 83 93 

合格者数 101 83 93 

体育科 
出願者数 42 38 31 

合格者数 40 38 31 

３ 入試情報 

４ 写真で見る学校生活 

体育祭 柴高祭 


