柴田農林高等学校川崎校
校訓 質実剛健 自律調和

１ 基本データ

創立：昭和２３年
課程・学科：全日制課程・普通科
生徒数：８１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:// www.kawasa-h.myswan.ne.jp
電子メールアドレス：
chief@kawasa-h.myswan.ne.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
合格者数

15

21

17

ても遜色のない実績を残しています。

２ 学校の特色
（３）教育方針
キャッチフレーズ
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６９
周年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。

（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。山
形自動車道宮城川崎インターチェンジのすぐ
そばにあります。周辺には青根・遠刈田温泉
郷，国営みちのく杜の湖畔公園，そして秀峰
蔵王がひかえ，豊かな自然環境に恵まれてい
ます。
本校は昭和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，多様な行事を実施できるようになりまし
た。
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。
（２）設置学科等
(過去３年間の学科コース別・前後期選抜
別の出願者数・合格者数)
＜前期選抜＞
普通科

合格者数

H29
6
6

H28
15
12

H27
10
9

出願者数

H29
16

H28
21

H27
17

出願者数

＜後期選抜＞
普通科

２１世紀に生きる国際的視野を持ち社会の
進展に寄与する人物を目指し，高い知性，豊
かな情操，優れた道徳性と健康な体を持ち，
さらに正義と勤労を愛し，人を敬うことので
きる調和のとれた人間を育成します。
（４）教育課程の特色
今年度より教育課程を一新しました。これ
までどおりに一人ひとりの「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
彩な選択科目をとりいれ，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，応
用から基本，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。
（５）行事・生徒会活動・部活動
７月６日
卒業生と語る会
７月８日
オープンキャンパス
７月１４日
レクリエーション大会（球技大会）
７月１５日
学校愛護デー
７月２１日～８月４日
夏期講習
８月２２日～２５日
３学年進路オリエンテーション
８月３０日～９月１日
２学年インターンシップ
１０月２１日
川高祭 （文化祭）
１２月１２日～１５日
２学年修学旅行（関西方面）
２月９日
予餞会
を実施予定です。
生徒会活動では，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（女）
，陸上競技部（男女）
，硬式
野球部（男）
，バスケットボール部（女）があ
り，人数は少ないですが，近隣の高校と比べ

文化部は，
美術部，
ボランティア部があり，
美術部は，県高校美術展で優秀賞を受賞し，
全国高等学校総合文化祭へ出展するなどめざ
ましい活躍を見せています。
また，ボランティア活動への関心が高く，
有志生徒による福祉フェスティバルのお手伝
いや，地元の社会福祉協議会との連携で川崎
町笹谷地区のお年寄り宅の雪かきを行う「ス
ノーバスターズ」の活動を続けています。
他にも，平成２５・２６年度にサイエンス・
パートナーシップ・プログラム（SPP）に採択
されたことを機に，植樹ボランティア活動に
参加しており，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。
（６）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
H28 H27 H26
大学
1
1
0
短期大学
1
0
0
専各学校
10
11
3
就職（県内）
11
9
12
就職（県外）
4
4
2
自衛官
3
0
0
その他
1
1
0
卒業生計
31
26
17
主な進路先（平成２９年３月卒業生）
，
（ ）内は人数
（1）は省略，
＜私立大学＞
仙台大学，聖和短期大学
＜専修各種学校＞
宮城県立仙台高等技術専門校電気科，宮城県
立白石高等技術専門校ＰＥ科(2)，
東日本医療
専門学校，仙台工科専門学校，仙台コミュニ
ティ・アート専門学校，仙台ビューティアー
ト専門学校，仙台大原簿記情報公務員専門学
校(2)
＜就職＞
陸上自衛隊(3)，ヨークベニマル，やまや，東
北スヤマ，東京ダイヤモンド工具製作所，栃
木観光バス，寿司田，水野鉄工所，富士山産
業株式会社，グリーングリーン，社会福祉法
人鶴寿会，エリオス，クレア工業，社会福祉
法人大泉会

３ 入試情報

４ 写真で見る学校生活

（１）募集定員
普通科

校 舎

男女 ４０名

（２）前期選抜について
イ 学科別の募集割合等
普通科 定員の３０％以内（１２名以内）
ロ 出願できる条件
≪普通科≫
向上心をもち，
川崎校での高校生活を意欲的に送ろうとする生徒で，
１の条件を満たし，さらに２～４の条件のうち，１つ以上を満たして
いること。
１ 中学校１～３年生の全教科の評定平均値が３．０以上の者【調査
書】
２ 中学校２・３年生時において部活動を継続してきたことを自己ア
ピールできる者
３ 中学校２・３年生時に生徒会活動や委員会活動に積極的に取り組
んだことを自己アピールできる者
４ 漢検・英検・数学検定のいずれかにおいて，３級以上の資格を取
得した者【添付書類又は調査書】
◆１，４は「資格確認の対象とする条件」である

川高祭

ハ 学力検査 国語，数学，英語 各１００点
ニ 学校独自検査
個人面接（配点７５点） １５分
（３）後期選抜について
イ 学科別募集人数
普通科
２８名（予定）

制服

ロ 面接・実技の有無
個人面接 １５分程度
中学校での生活，高校入学後の生活に関する質問などをします。
ハ 傾斜配点の有無
なし
ニ 調査書点と学力検査点の比重
５：５
ホ 学科を第２志望
該当なし
（４）平成２９年度転編入学試験について
日程
平成29年12月まで
平成 30 年 1～3 月

対象学年
全学年
新 2・3 学年

町内清掃ボランティ
試験科目等
国・数・英・面接
国・数・英・面接

我が校のＰＲポイント
定員１２０名と人数は少ないですが，小規模校であることを強
みに，川崎の頭文字にちなんだ「志教育」の目標である「かかわ
り合う川校生，わかるまで努力する川校生，さきざき（先々）ま
で見通す川校生，きょうど（郷土）を大切にし，自らの役割をす
すんで果たす川校生」を合言葉に，生徒と教師がじっくり向き合
いながら勉強や部活動に打ち込んでいます。
生徒の理解度に合わせての習熟度別授業，
「人」を育む部活動指
導，３年後を見通した徹底した進路指導を通して，生徒一人一人
の夢の実現に向け教職員全員がサポートします。
川崎校は，
「高校時代に何かに打ち込んでみたい」
「学び直しが
したい」
「進路希望を実現したい」という意欲をもった生徒諸君の
入学を期待しています。

弁論大会

ＨＲ合宿
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

