
所在地：横浜市保土ケ谷区桜ケ丘２丁目15番１号 〒240-0011

電 話：045(331)5021

ＦＡＸ：045(332)6039

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/sakura/

創 立：昭和２年５月

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 318 311 313 942

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ線保土ケ谷駅（西口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分
●相鉄線星川駅（南口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分

あなたの夢をかなえるための場所 桜高！
桜丘は夢に向かってがむしゃらにがんばれる

人を応援します。

学習も部活動もどちらもめいっぱいやること

ができたら、夢に向かう道は拓けてくるはず。

充実した高校生活を送りたいと思っている人に

ぴったりな学校です。

一人でがんばるのではなく、

みんなで頑張り、困難にも挑んでいきます！

あなただけの宝物が必ず見つかります。

桜丘は、あなたの夢をかなえる学校です。

豊かな人間性と次世代に求められる資質・能力の育成

  目指す生徒像
  多様化する社会の中で高い教養と思いやりをもとに主体的に、かつ、協働して活躍できる生徒  

     桜丘高校で身につける資質・能力
  ●基礎となる力  ●思考する力 ●社会で実践する力  ●生きる力

  ドイツ国際交流プログラム

フランクフルト市の姉妹校との交流を深め、現

地での体験やディスカッション、ホームステイ等

の豊富なプログラムを通じて、国際感覚を磨き、

豊かな人間性を養います。

教育活動の特徴    進学指導重点校   教員養成講座（令和５年度開設）

��生は�������です。教�を�えた��

��に�り、��の����に���た学習が�

まります。また、クラスを��して�人�で�う

��も�え、学習を深めていくことができます。

��24��から��学����校�としてス�ー

トした桜高の教���の��は、す�ての生徒が�

教�を�しっかり学�るカ���ラム���、一人

�とりの学習の��を�える�基礎力���と、�

の��としての���実現�援�です。

��生は���実現��です。��実現を�る多

様な����や����中の�習などを��し、

�れまでに�った学力を基に��が学力を���

�ることで、�れ�れの�夢�を実現できる�う

に�援していきます。

��生は����見��です。�校では、�に�

�的な学習を必�とする�����学�国��を

充実��、��習�����習�という、��実

現に���な学習習�の��や向学�の��を�

�しています。

���会、�ンクールで活躍！

    

  

教��に��を�つ��んが夢を実現するために�教

�養����桜 ACE プログラム��を��します。

�じ��を�つ���で�まり、��教����イカ

�ッ��や�学と��し��力を�み、��の���

�力の向�を�り、��の�夢�の実現を応援します。

桜高生は学校��に�えます！

進学準備9%

大学90%

����学�������� �の�� - 進�の�� -

�動���活動

�ッカー��ンス��道�������道������

�����応援��テ�ス��フトテ�ス��ス�ット

���ントン��ン��ール���ー�ール���

�����道�����道��������������

���(���)�

���������学校��

桜高生は��だけではありま�ん。学校��も�ん

です。桜高�、�校��ー�ール�会、���ンク

ール、���会等、����から�り�がります。

��の�、�を�んで�になって�う校�は�高で

す。��と部活動、��と�しい��ですが、�し

�こ�が桜高生の�です。あなたの生�の�だちは

この�の中から生まれるのです。

���学

���学

���学

��国��学

�����学

���学

�����学

���学

��市��学

�������

���学

����学

����学

�����学

���学

�����学

���学

�教�学

���学

中��学

��学��学

学習��学

�����学

���学 等

�学����(令和�年)

�動���活動

���������学校��

�の�� - 進�の�� -����学��������

教員養成講座（令和５年����）

��,�� 1%

131

横
浜
市

  

  

  

  

  

所在地：横浜市保土ケ谷区桜ケ丘２丁目15番１号〒240-0011

電 話：045(331)5021

ＦＡＸ：045(332)6039

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/sakura/

創 立：昭和２年５月

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科  318 311 313 942

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ線保土ケ谷駅（西口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分
●相鉄線星川駅（南口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分

あなたの夢をかなえるための場所 桜高！
桜丘は夢に向かってがむしゃらにがんばれる

人を応援します。

学習も部活動もどちらもめいっぱいやること

ができたら、夢に向かう道は拓けてくるはず。

充実した高校生活を送りたいと思っている人に

ぴったりな学校です。

一人でがんばるのではなく、

みんなで頑張り、困難にも挑んでいきます！

あなただけの宝物が必ず見つかります。

桜丘は、あなたの夢をかなえる学校です。

豊かな人間性と次世代に求められる資質・能力の育成

  目指す生徒像
  多様化する社会の中で高い教養と思いやりをもとに主体的に、かつ、協働して活躍できる生徒  

     桜丘高校で身につける資質・能力
  ●基礎となる力  ●思考する力  ●社会で実践する力  ●生きる力

  

     

  ドイツ国際交流プログラム

フランクフルト市の姉妹校との交流を深め、現

地での体験やディスカッション、ホームステイ等

の豊富なプログラムを通じて、国際感覚を磨き、

豊かな人間性を養います。

  

教育活動の特徴    進学指導重点校   教員養成講座（令和５年度開設）

��生は�������です。教�を�えた��

��に�り、��の����に���た学習が�

まります。また、クラスを��して�人�で�う

��も�え、学習を深めていくことができます。

��24��から��学����校�としてス�ー

トした桜高の教���の��は、す�ての生徒が�

教�を�しっかり学�るカ���ラム���、一人

�とりの学習の��を�える�基礎力���と、�

の��としての���実現�援�です。

��生は���実現��です。��実現を�る多

様な����や����中の�習などを��し、

�れまでに�った学力を基に��が学力を���

�ることで、�れ�れの�夢�を実現できる�う

に�援していきます。

��生は����見��です。�校では、�に�

�的な学習を必�とする�����学�国��を

充実��、��習�����習�という、��実

現に���な学習習�の��や向学�の��を�

�しています。

���会、�ンクールで活躍！

    

  

教��に��を�つ��んが夢を実現するために�教

�養����桜 ACE プログラム��を��します。

�じ��を�つ���で�まり、��教����イカ

�ッ��や�学と��し��力を�み、��の���

�力の向�を�り、��の�夢�の実現を応援します。

桜高生は学校��に�えます！

進学準備9%

大学90%

����学�������� �の�� - 進�の�� -

�動���活動

�ッカー��ンス��道�������道������

�����応援��テ�ス��フトテ�ス��ス�ット

���ントン��ン��ール���ー�ール���

�����道�����道��������������

���(���)�

���������学校��

桜高生は��だけではありま�ん。学校��も�ん

です。桜高�、�校��ー�ール�会、���ンク

ール、���会等、����から�り�がります。

��の�、�を�んで�になって�う校�は�高で

す。��と部活動、��と�しい��ですが、�し

�こ�が桜高生の�です。あなたの生�の�だちは

この�の中から生まれるのです。

���学

���学

���学

��国��学

�����学

���学

�����学

���学

��市��学

�������

���学

����学

����学

�����学

���学

�����学

���学

�教�学

���学

中��学

��学��学

学習��学

�����学

���学 等

�学����(令和�年)

�動���活動

���������学校��

�の�� - 進�の�� -����学��������

教員養成講座（令和５年����）

��,�� 1%

130

●
横
浜
市
立
桜
丘
高
等
学
校



所在地：横浜市保土ケ谷区桜ケ丘２丁目15番１号 〒240-0011

電 話：045(331)5021

ＦＡＸ：045(332)6039

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/sakura/

創 立：昭和２年５月

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 318 311 313 942

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ線保土ケ谷駅（西口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分
●相鉄線星川駅（南口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分

あなたの夢をかなえるための場所 桜高！
桜丘は夢に向かってがむしゃらにがんばれる

人を応援します。

学習も部活動もどちらもめいっぱいやること

ができたら、夢に向かう道は拓けてくるはず。

充実した高校生活を送りたいと思っている人に

ぴったりな学校です。

一人でがんばるのではなく、

みんなで頑張り、困難にも挑んでいきます！

あなただけの宝物が必ず見つかります。

桜丘は、あなたの夢をかなえる学校です。

豊かな人間性と次世代に求められる資質・能力の育成

  目指す生徒像
  多様化する社会の中で高い教養と思いやりをもとに主体的に、かつ、協働して活躍できる生徒  

     桜丘高校で身につける資質・能力
  ●基礎となる力  ●思考する力 ●社会で実践する力  ●生きる力

  ドイツ国際交流プログラム

フランクフルト市の姉妹校との交流を深め、現

地での体験やディスカッション、ホームステイ等

の豊富なプログラムを通じて、国際感覚を磨き、

豊かな人間性を養います。

教育活動の特徴    進学指導重点校   教員養成講座（令和５年度開設）

��生は�������です。教�を�えた��

��に�り、��の����に���た学習が�

まります。また、クラスを��して�人�で�う

��も�え、学習を深めていくことができます。

��24��から��学����校�としてス�ー

トした桜高の教���の��は、す�ての生徒が�

教�を�しっかり学�るカ���ラム���、一人

�とりの学習の��を�える�基礎力���と、�

の��としての���実現�援�です。

��生は���実現��です。��実現を�る多

様な����や����中の�習などを��し、

�れまでに�った学力を基に��が学力を���

�ることで、�れ�れの�夢�を実現できる�う

に�援していきます。

��生は����見��です。�校では、�に�

�的な学習を必�とする�����学�国��を

充実��、��習�����習�という、��実

現に���な学習習�の��や向学�の��を�

�しています。

���会、�ンクールで活躍！

    

  

教��に��を�つ��んが夢を実現するために�教

�養����桜 ACE プログラム��を��します。

�じ��を�つ���で�まり、��教����イカ

�ッ��や�学と��し��力を�み、��の���

�力の向�を�り、��の�夢�の実現を応援します。

桜高生は学校��に�えます！

進学準備9%

大学90%

����学�������� �の�� - 進�の�� -

�動���活動

�ッカー��ンス��道�������道������

�����応援��テ�ス��フトテ�ス��ス�ット

���ントン��ン��ール���ー�ール���

�����道�����道��������������

���(���)�

���������学校��

桜高生は��だけではありま�ん。学校��も�ん

です。桜高�、�校��ー�ール�会、���ンク

ール、���会等、����から�り�がります。

��の�、�を�んで�になって�う校�は�高で

す。��と部活動、��と�しい��ですが、�し

�こ�が桜高生の�です。あなたの生�の�だちは

この�の中から生まれるのです。

���学

���学

���学

��国��学

�����学

���学

�����学

���学

��市��学

�������

���学

����学

����学

�����学

���学

�����学

���学

�教�学

���学

中��学

��学��学

学習��学

�����学

���学 等

�学����(令和�年)

�動���活動

���������学校��

�の�� - 進�の�� -����学��������

教員養成講座（令和５年����）

��,�� 1%

131

横
浜
市

  

  

  

  

  

所在地：横浜市保土ケ谷区桜ケ丘２丁目15番１号〒240-0011

電 話：045(331)5021

ＦＡＸ：045(332)6039

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/sakura/

創 立：昭和２年５月

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科  318 311 313 942

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ線保土ケ谷駅（西口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分
●相鉄線星川駅（南口）より
市営バス（25系統）「桜丘高校前」下車徒歩１分

あなたの夢をかなえるための場所 桜高！
桜丘は夢に向かってがむしゃらにがんばれる

人を応援します。

学習も部活動もどちらもめいっぱいやること

ができたら、夢に向かう道は拓けてくるはず。

充実した高校生活を送りたいと思っている人に

ぴったりな学校です。

一人でがんばるのではなく、

みんなで頑張り、困難にも挑んでいきます！

あなただけの宝物が必ず見つかります。

桜丘は、あなたの夢をかなえる学校です。

豊かな人間性と次世代に求められる資質・能力の育成

  目指す生徒像
  多様化する社会の中で高い教養と思いやりをもとに主体的に、かつ、協働して活躍できる生徒  

     桜丘高校で身につける資質・能力
  ●基礎となる力  ●思考する力  ●社会で実践する力  ●生きる力

  ドイツ国際交流プログラム

フランクフルト市の姉妹校との交流を深め、現

地での体験やディスカッション、ホームステイ等

の豊富なプログラムを通じて、国際感覚を磨き、

豊かな人間性を養います。

教育活動の特徴    進学指導重点校   教員養成講座（令和５年度開設）

��生は�������です。教�を�えた��

��に�り、��の����に���た学習が�

まります。また、クラスを��して�人�で�う

��も�え、学習を深めていくことができます。

��24��から��学����校�としてス�ー

トした桜高の教���の��は、す�ての生徒が�

教�を�しっかり学�るカ���ラム���、一人

�とりの学習の��を�える�基礎力���と、�

の��としての���実現�援�です。

��生は���実現��です。��実現を�る多

様な����や����中の�習などを��し、

�れまでに�った学力を基に��が学力を���

�ることで、�れ�れの�夢�を実現できる�う

に�援していきます。

��生は����見��です。�校では、�に�

�的な学習を必�とする�����学�国��を

充実��、��習�����習�という、��実

現に���な学習習�の��や向学�の��を�

�しています。

���会、�ンクールで活躍！

    

  

教��に��を�つ��んが夢を実現するために�教

�養����桜 ACE プログラム��を��します。

�じ��を�つ���で�まり、��教����イカ

�ッ��や�学と��し��力を�み、��の���

�力の向�を�り、��の�夢�の実現を応援します。

桜高生は学校��に�えます！

進学準備9%

大学90%

����学�������� �の�� - 進�の�� -

�動���活動

�ッカー��ンス��道�������道������

�����応援��テ�ス��フトテ�ス��ス�ット

���ントン��ン��ール���ー�ール���

�����道�����道��������������

���(���)�

���������学校��

桜高生は��だけではありま�ん。学校��も�ん

です。桜高�、�校��ー�ール�会、���ンク

ール、���会等、����から�り�がります。

��の�、�を�んで�になって�う校�は�高で

す。��と部活動、��と�しい��ですが、�し

�こ�が桜高生の�です。あなたの生�の�だちは

この�の中から生まれるのです。

���学

���学

���学

��国��学

�����学

���学

�����学

���学

��市��学

�������

���学

����学

����学

�����学

���学

�����学

���学

�教�学

���学

中��学

��学��学

学習��学

�����学

���学 等

�学����(令和�年)

�動���活動

���������学校��

�の�� - 進�の�� -����学��������

教員養成講座（令和５年����）

��,�� 1%

130

●
横
浜
市
立
桜
丘
高
等
学
校



○進学指導重点校

本校は開校以来、一人ひとりの自主性を重んじなが

ら、高い学力と幅広い教養の育成に取り組んできまし

た。平成 24 年度に横浜市から「進学指導重点校」とし

て指定され、学校全体で“高い志を持って自らの進路

を切り拓き、希望する進路の実現”を目指します。

○ＫＡＮＡＺＡＷＡプログラム（特進プログラム）

平成 28年度入学生より、全クラスでＫＡＮＡＺＡ

ＷＡプログラムを実施しています。「自主的に何で

も学ぼうとする、高い志と強い意志」をもった生徒

の育成を目指し、高大連携事業や英語・数学の増単

授業に加え、宿泊セミナーなどのプログラムにより

切磋琢磨するとともに、学校行事や部活動など学校

生活全般で能力伸長の機会を設けています。

○自学自習を支援

自習室の開放、授業ガイダンスや相談・面談の充実

など、生徒が主体的に学習できる環境整備に努めてい

ます。

「学問に王道なし」というように、確かに勉強には

地道な努力が必要ですが、自分ひとりで頑張り続けるこ

とはやさしいことではありません。「共に学ぶ仲間がい

ること」がとても大切です。金沢高校では、授業中はも

ちろんのこと、朝や放課後の図書館や自習室に、集中し

て学ぶ生徒の姿がいつも見られます。共に学ぶ仲間がい

る環境は、一人ひとりの生徒を育てます。

また、本校は平成27年にアメリカ・サンディエゴにあ

る「ミッションベイ・ハイスクール」と姉妹校提携を結

び、27～30年度に本校から20名程度の生徒を現地へ派遣

しました。令和２年度から、オンラインによる交流を継

続的に行っ

ています。

                        

■ 教育活動の特徴 ■ 共に学ぶ

所在地：横浜市金沢区瀬戸22番地１号 〒236-0027

電 話：045(781)5761

ＦＡＸ：045(788)5150

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/kanazawa/

創 立：昭和26年４月

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 319 316 312 947

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●京浜急行線金沢八景駅より
・徒歩５分
●シ－サイドライン線金沢八景駅より
・徒歩５分

イオン
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���大学 47 14.9

��大学��年�� 245 77.5

��大学・��学校 6   1.9

�の����大�� 0 0 

進学�備   18 5.7

■ 学校行�

■ 進�指導����習

■ ������

大学で学ぶ学問とは何か、学問の�もしろさ

はどこにあるのか。横浜市�大学に��する本

校には、�校にない��な連携教育プログラム

があります。放課後、大学の��を�ける「連

携��」は希望�が��できます。さらに��

な分�の教授による「連携����」、実�的

な英語力を�に�ける「プラク�ィカルイング

リッシ�」����実施�など、本校ならでは

の高大連携事業が充実しています。

高大連携講座 (令和４年度例)

�生��学と環境      
�現��会と��ンダー  
���を�学する   
�デー�サイエンス・リ�ラシー�

本校の進路指導は入学�後の��から�まり

ます。高校での学習��を学ぶオリエン�ーシ

ョンなどを�し、学�や教�できめ�かい指導

を行っています。全���などの結�を��し

デー�を�にした��的な進路指導を進め、�

業後の進路は、大学への進学�が大�数を�め

ています。

また「学習は学校で」という�えをもとに、

���に���間「���習」�間を設けてい

ます。部活動の�間と�整しつつ、令和�年度

は�よ�40��を開�し、��の生徒が�加し

て��に勉強していました。

金沢高校は行事も�んです。��のス�ー�

大会をはじめとし、��の���、��の金高

������、��の体育�など生徒会を中�

に自主的に��しています。中でも��実施の

「���」は、���りから��けまでクラス

が一�となって取り組んで�り、一��り�が

る行事になっています。

令和�年度 主な指定校��大学
横浜市�大学、��学�大学、学習�大学
��大学、���大学、����大学、��
��大学、��大学、��大学、中�大学、
�教大学など

���(�月)

令和�年度部活動
����、����、���、����、����������、����
����、��������、��、��、�道、�道、��������
��、����、���、���、��、��、����
�、�������������、�学、書道、�道、放�、��
学、��かるた

放課後の部活動も大��んです。入部�

89.7�(令和�年度)の部活動は�動部13、��

部13と充実して�り、��に取り組んでいま

す。����部、��部、��ン��リング部

の全�大会��、�道部の��大会��など、

どの部活動も��な大会で活�しています。
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○ＫＡＮＡＺＡＷＡプログラム（特進プログラム）
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の育成を目指し、高大連携事業や英語・数学の増単

授業に加え、宿泊セミナーなどのプログラムにより

切磋琢磨するとともに、学校行事や部活動など学校

生活全般で能力伸長の機会を設けています。
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など、生徒が主体的に学習できる環境整備に努めてい

ます。
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地道な努力が必要ですが、自分ひとりで頑張り続けるこ

とはやさしいことではありません。「共に学ぶ仲間がい

ること」がとても大切です。金沢高校では、授業中はも

ちろんのこと、朝や放課後の図書館や自習室に、集中し

て学ぶ生徒の姿がいつも見られます。共に学ぶ仲間がい

る環境は、一人ひとりの生徒を育てます。

また、本校は平成27年にアメリカ・サンディエゴにあ

る「ミッションベイ・ハイスクール」と姉妹校提携を結

び、27～30年度に本校から20名程度の生徒を現地へ派遣

しました。令和２年度から、オンラインによる交流を継

続的に行っ

ています。
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普 通 科 319 316 312 947

学 級 数 ８ ８ ８ 24

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞
利用交通機関
●京浜急行線金沢八景駅より
・徒歩５分
●シ－サイドライン線金沢八景駅より
・徒歩５分

イオン                          

                       

      

進 � � �  数 �

���大学 47 14.9

��大学��年�� 245 77.5

��大学・��学校 6 1.9

�の����大�� 0 0

進学�備 18 5.7

■ 学校行�

■ 進�指導����習

■ ������

大学で学ぶ学問とは何か、学問の�もしろさ

はどこにあるのか。横浜市�大学に��する本

校には、�校にない��な連携教育プログラム

があります。放課後、大学の��を�ける「連

携��」は希望�が��できます。さらに��

な分�の教授による「連携����」、実�的

な英語力を�に�ける「プラク�ィカルイング

リッシ�」����実施�など、本校ならでは

の高大連携事業が充実しています。

高大連携講座 (令和４年度例)

�生��学と環境  
�現��会と��ンダー  
���を�学する   
�デー�サイエンス・リ�ラシー�

本校の進路指導は入学�後の��から�まり

ます。高校での学習��を学ぶオリエン�ーシ

ョンなどを�し、学�や教�できめ�かい指導

を行っています。全���などの結�を��し

デー�を�にした��的な進路指導を進め、�

業後の進路は、大学への進学�が大�数を�め

ています。

また「学習は学校で」という�えをもとに、

���に���間「���習」�間を設けてい

ます。部活動の�間と�整しつつ、令和�年度

は�よ�40��を開�し、��の生徒が�加し

て��に勉強していました。

金沢高校は行事も�んです。��のス�ー�

大会をはじめとし、��の���、��の金高

������、��の体育�など生徒会を中�
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�現��会と��ンダー  
���を�学する   
�デー�サイエンス・リ�ラシー�

本校の進路指導は入学�後の��から�まり

ます。高校での学習��を学ぶオリエン�ーシ

ョンなどを�し、学�や教�できめ�かい指導

を行っています。全���などの結�を��し

デー�を�にした��的な進路指導を進め、�

業後の進路は、大学への進学�が大�数を�め

ています。

また「学習は学校で」という�えをもとに、

���に���間「���習」�間を設けてい

ます。部活動の�間と�整しつつ、令和�年度

は�よ�40��を開�し、��の生徒が�加し

て��に勉強していました。

金沢高校は行事も�んです。��のス�ー�

大会をはじめとし、��の���、��の金高

������、��の体育�など生徒会を中�

に自主的に��しています。中でも��実施の

「���」は、���りから��けまでクラス

が一�となって取り組んで�り、一��り�が

る行事になっています。

令和�年度 主な指定校��大学
横浜市�大学、��学�大学、学習�大学
��大学、���大学、����大学、��
��大学、��大学、��大学、中�大学、
�教大学など

���(�月)

令和�年度部活動
����、����、���、����、����������、����
����、��������、��、��、�道、�道、��������
��、����、���、���、��、��、����
�、�������������、�学、書道、�道、放�、��
学、��かるた

放課後の部活動も大��んです。入部�

89.7�(令和�年度)の部活動は�動部13、��

部13と充実して�り、��に取り組んでいま

す。����部、��部、��ン��リング部

の全�大会��、�道部の��大会��など、

どの部活動も��な大会で活�しています。

■ �活動

令和３年度 卒業生(316名)進路状況

� 活 動
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「知�活�力」「自�実�力」「人間関�力」を、人間力を�成する�きな��として�え、これらの力を�っていき

ます。

『人間力を高める』― 知識活用力 自己実現力 人間関係力 ―

�「自分の�来は自分で�める」ために、「産業社会と人間」「総合的な探究の時間」があり、��が学�ます。

��通科の科�以外に、�業・��などの��科�や��外国語などがあり、��・関�や進路に応�て��することができます。

また、学�のまとまりとして「文�・生活」「科学・社会」「国際」「��」「�ジ�スマ�ジ�ント」の�つの��があります。

��学は�年�まで、国語・英語は�年�まで��が学�し、��となる学力の育成を�ります。

■教育課程

■教育目標

■進路の状況

�令和4年度の進路�（��）�
����������学、横浜���学、���学、��学��学、�細��学、����学、��女子�学、関�学��学、�

����学、����学、���学、��女子�学、産業能��学、上��学、���学、���学、多�美術�学、�海�学、

�����学、���業�学、���学、日本�学、フ��ス女学��学、���学、���学、���美術�学、明��学、明

�学��学、横浜女子��、�見���、������生����学校、日本�学���学校、横浜���ン�ー��横浜��学

校、��美容��学校、��美容��学校、横浜���、国��、�����、���

所在地：横浜市中区山下町231番地 〒231-0023

電 話：045(662)3710

ＦＡＸ：045(663)2495

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/m-sogo/

創 立：平成13年11月（平成14年４月開校）

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総 合 学 科 238 233 225 696

学 級 数 ６ ６ ６ 18

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線石川町駅より徒歩４分
●ＪＲ根岸線関内駅より徒歩10分
●市営地下鉄ブルーライン関内駅より徒歩10分
●みなとみらい線日本大通り駅より徒歩７分

▼教育活動の特徴▼

                                                                         

                                      

                                                                                          

▼学校行事▼

   

                 

▼部活動▼

▼令和 4年度学校説明会等の予定▼

○体育祭

体育祭は、例年�月に校外で
実施されます。縦割りで�色
に分かれ、競技や応援パフォ

ーマンスなどを競い、盛り上

がります。

○文化祭（みなと総祭）

令和４年度は��月に実施します。
今年度の実施内容についてはホー

ムページでお知らせしますのでご

確認ください。

○部活動
合気道、水泳、ソフトテニス、テニス、ダンス、チアダンス、バスケットボール（男子）、バドミントン、ボクシング、

バレーボール（女子・男子）、フットサル（女子・男子）、吹奏楽、イラスト、演劇、企画、軽音楽、茶道、写真、書道、

地球科学、美術、ファッション、文芸、放送、料理研究、隣語、競技かるた、合唱

令和４年度本校で開催される説明会等の日程は以下のようになっています。時間や詳細は学校ホームページでご確認ください。

■夏季学校説明会 �月��日（木）関内ホール
■学校説明会 ��月��日（土）
■学校見学会 ��月��日（土）

カナダ国際交流プログラム

みなと総合高校では、国際交流活動が盛んに行われています。バンクーバーと上海には姉妹校

があり、お互いに行ったり来たりしながら交流を続けています。（コロナ禍ではオンラインでの

交流をしています）また、年間を通して世界中から留学生の受け入れを行っており，受け入れた

国は開校から��か国以上です。
国際交流バディの活動としては留学生たちとの交流だけでなく、高校生が英語で議論する横浜

学生会議（���）への参加など多くの活動を行いました。

国際交流プログラム

・カナダ国際交流プログラム

・上海国際交流プログラム

・英語体験プログラム

国際交流バディ

・留学生との交流

・国際交流イベント

様々な体験や講話、探究活動や発表会などを通して、プレゼン能力を養いつつ、自らを見

つめ、卒業後の進路はもちろん、これからの人生をどのように生きていくかを考え、人とし

て成長し、人間力を高めていきます。

《教育活動の特徴①「キャリア教育」》  

「自分を見つめ、将来に向かっての生き方を考えます」

１年次  「産業社会と人間」

２、３年次 「総合的な探究の時間」

《教育活動の特徴②「国際性を高める教育」》 みなと総合高校の国際交流プログラム

「国際色豊かなみなと総合高校では異文化交流と留学生の受け入れを行っています」

研究発表会の様子

留学生受入れプログラム

・長期（1年間）

・姉妹校（数日）

上海国際交流プログラム
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「知�活�力」「自�実�力」「人間関�力」を、人間力を�成する�きな��として�え、これらの力を�っていき

ます。

『人間力を高める』― 知識活用力 自己実現力 人間関係力 ―

�「自分の�来は自分で�める」ために、「産業社会と人間」「総合的な探究の時間」があり、��が学�ます。

��通科の科�以外に、�業・��などの��科�や��外国語などがあり、��・関�や進路に応�て��することができます。

また、学�のまとまりとして「文�・生活」「科学・社会」「国際」「��」「�ジ�スマ�ジ�ント」の�つの��があります。

��学は�年�まで、国語・英語は�年�まで��が学�し、��となる学力の育成を�ります。

■教育課程

■教育目標

■進路の状況

�令和4年度の進路�（��）�
����������学、横浜���学、���学、��学��学、�細��学、����学、��女子�学、関�学��学、�

����学、����学、���学、��女子�学、産業能��学、上��学、���学、���学、多�美術�学、�海�学、

�����学、���業�学、���学、日本�学、フ��ス女学��学、���学、���学、���美術�学、明��学、明

�学��学、横浜女子��、�見���、������生����学校、日本�学���学校、横浜���ン�ー��横浜��学

校、��美容��学校、��美容��学校、横浜���、国��、�����、���

所在地：横浜市中区山下町231番地 〒231-0023

電 話：045(662)3710

ＦＡＸ：045(663)2495

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/m-sogo/

創 立：平成13年11月（平成14年４月開校）

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総 合 学 科 238 233 225 696

学 級 数 ６ ６ ６ 18

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線石川町駅より徒歩４分
●ＪＲ根岸線関内駅より徒歩10分
●市営地下鉄ブルーライン関内駅より徒歩10分
●みなとみらい線日本大通り駅より徒歩７分  

▼教育活動の特徴▼

                                                                         

                                      

                                                                                          

▼学校行事▼

   

               

▼部活動▼

▼令和 4年度学校説明会等の予定▼

○体育祭

体育祭は、例年�月に校外で
実施されます。縦割りで�色
に分かれ、競技や応援パフォ

ーマンスなどを競い、盛り上

がります。

○文化祭（みなと総祭）

令和４年度は��月に実施します。
今年度の実施内容についてはホー

ムページでお知らせしますのでご

確認ください。

○部活動
合気道、水泳、ソフトテニス、テニス、ダンス、チアダンス、バスケットボール（男子）、バドミントン、ボクシング、

バレーボール（女子・男子）、フットサル（女子・男子）、吹奏楽、イラスト、演劇、企画、軽音楽、茶道、写真、書道、

地球科学、美術、ファッション、文芸、放送、料理研究、隣語、競技かるた、合唱

令和４年度本校で開催される説明会等の日程は以下のようになっています。時間や詳細は学校ホームページでご確認ください。

■夏季学校説明会 �月��日（木）関内ホール
■学校説明会 ��月��日（土）
■学校見学会 ��月��日（土）

カナダ国際交流プログラム

みなと総合高校では、国際交流活動が盛んに行われています。バンクーバーと上海には姉妹校

があり、お互いに行ったり来たりしながら交流を続けています。（コロナ禍ではオンラインでの

交流をしています）また、年間を通して世界中から留学生の受け入れを行っており，受け入れた

国は開校から��か国以上です。
国際交流バディの活動としては留学生たちとの交流だけでなく、高校生が英語で議論する横浜

学生会議（���）への参加など多くの活動を行いました。

国際交流プログラム

・カナダ国際交流プログラム

・上海国際交流プログラム

・英語体験プログラム

国際交流バディ

・留学生との交流

・国際交流イベント

様々な体験や講話、探究活動や発表会などを通して、プレゼン能力を養いつつ、自らを見

つめ、卒業後の進路はもちろん、これからの人生をどのように生きていくかを考え、人とし

て成長し、人間力を高めていきます。

《教育活動の特徴①「キャリア教育」》

「自分を見つめ、将来に向かっての生き方を考えます」

１年次  「産業社会と人間」

２、３年次 「総合的な探究の時間」

《教育活動の特徴②「国際性を高める教育」》 みなと総合高校の国際交流プログラム

「国際色豊かなみなと総合高校では異文化交流と留学生の受け入れを行っています」

研究発表会の様子

留学生受入れプログラム

・長期（1年間）

・姉妹校（数日）

上海国際交流プログラム
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「知�活�力」「自�実�力」「人間関�力」を、人間力を�成する�きな��として�え、これらの力を�っていき

ます。

『人間力を高める』― 知識活用力 自己実現力 人間関係力 ―

�「自分の�来は自分で�める」ために、「産業社会と人間」「総合的な探究の時間」があり、��が学�ます。

��通科の科�以外に、�業・��などの��科�や��外国語などがあり、��・関�や進路に応�て��することができます。

また、学�のまとまりとして「文�・生活」「科学・社会」「国際」「��」「�ジ�スマ�ジ�ント」の�つの��があります。

��学は�年�まで、国語・英語は�年�まで��が学�し、��となる学力の育成を�ります。

■教育課程

■教育目標

■進路の状況

�令和4年度の進路�（��）�
����������学、横浜���学、���学、��学��学、�細��学、����学、��女子�学、関�学��学、�

����学、����学、���学、��女子�学、産業能��学、上��学、���学、���学、多�美術�学、�海�学、

�����学、���業�学、���学、日本�学、フ��ス女学��学、���学、���学、���美術�学、明��学、明

�学��学、横浜女子��、�見���、������生����学校、日本�学���学校、横浜���ン�ー��横浜��学

校、��美容��学校、��美容��学校、横浜���、国��、�����、���

所在地：横浜市中区山下町231番地 〒231-0023

電 話：045(662)3710

ＦＡＸ：045(663)2495

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/m-sogo/

創 立：平成13年11月（平成14年４月開校）

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総 合 学 科 238 233 225 696

学 級 数 ６ ６ ６ 18

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線石川町駅より徒歩４分
●ＪＲ根岸線関内駅より徒歩10分
●市営地下鉄ブルーライン関内駅より徒歩10分
●みなとみらい線日本大通り駅より徒歩７分

▼教育活動の特徴▼

                                                                         

                                      

                                                                                          

▼学校行事▼

   

                 

▼部活動▼

▼令和 4年度学校説明会等の予定▼

○体育祭

体育祭は、例年�月に校外で
実施されます。縦割りで�色
に分かれ、競技や応援パフォ

ーマンスなどを競い、盛り上

がります。

○文化祭（みなと総祭）

令和４年度は��月に実施します。
今年度の実施内容についてはホー

ムページでお知らせしますのでご

確認ください。

令和 年度学校説明会等 予定

○部活動
合気道、水泳、ソフトテニス、テニス、ダンス、チアダンス、バスケットボール（男子）、バドミントン、ボクシング、

バレーボール（女子・男子）、フットサル（女子・男子）、吹奏楽、イラスト、演劇、企画、軽音楽、茶道、写真、書道、

地球科学、美術、ファッション、文芸、放送、料理研究、隣語、競技かるた、合唱

令和４年度本校で開催される説明会等の日程は以下のようになっています。時間や詳細は学校ホームページでご確認ください。

■夏季学校説明会 �月��日（木）関内ホール
■学校説明会 ��月��日（土）
■学校見学会 ��月��日（土）

カナダ国際交流プログラム

みなと総合高校では、国際交流活動が盛んに行われています。バンクーバーと上海には姉妹校

があり、お互いに行ったり来たりしながら交流を続けています。（コロナ禍ではオンラインでの

交流をしています）また、年間を通して世界中から留学生の受け入れを行っており，受け入れた

国は開校から��か国以上です。
国際交流バディの活動としては留学生たちとの交流だけでなく、高校生が英語で議論する横浜

学生会議（���）への参加など多くの活動を行いました。

国際交流プログラム

・カナダ国際交流プログラム

・上海国際交流プログラム

・英語体験プログラム

国際交流バディ

・留学生との交流

・国際交流イベント

様々な体験や講話、探究活動や発表会などを通して、プレゼン能力を養いつつ、自らを見

つめ、卒業後の進路はもちろん、これからの人生をどのように生きていくかを考え、人とし

て成長し、人間力を高めていきます。

《教育活動の特徴①「キャリア教育」》  

「自分を見つめ、将来に向かっての生き方を考えます」

１年次  「産業社会と人間」

２、３年次 「総合的な探究の時間」

《教育活動の特徴②「国際性を高める教育」》 みなと総合高校の国際交流プログラム

「国際色豊かなみなと総合高校では異文化交流と留学生の受け入れを行っています」

研究発表会の様子

留学生受入れプログラム

・長期（1年間）

・姉妹校（数日）

上海国際交流プログラム
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「知�活�力」「自�実�力」「人間関�力」を、人間力を�成する�きな��として�え、これらの力を�っていき

ます。

『人間力を高める』― 知識活用力 自己実現力 人間関係力 ―

�「自分の�来は自分で�める」ために、「産業社会と人間」「総合的な探究の時間」があり、��が学�ます。

��通科の科�以外に、�業・��などの��科�や��外国語などがあり、��・関�や進路に応�て��することができます。

また、学�のまとまりとして「文�・生活」「科学・社会」「国際」「��」「�ジ�スマ�ジ�ント」の�つの��があります。

��学は�年�まで、国語・英語は�年�まで��が学�し、��となる学力の育成を�ります。

■教育課程

■教育目標

■進路の状況

�令和4年度の進路�（��）�
����������学、横浜���学、���学、��学��学、�細��学、����学、��女子�学、関�学��学、�

����学、����学、���学、��女子�学、産業能��学、上��学、���学、���学、多�美術�学、�海�学、

�����学、���業�学、���学、日本�学、フ��ス女学��学、���学、���学、���美術�学、明��学、明

�学��学、横浜女子��、�見���、������生����学校、日本�学���学校、横浜���ン�ー��横浜��学

校、��美容��学校、��美容��学校、横浜���、国��、�����、���

所在地：横浜市中区山下町231番地 〒231-0023

電 話：045(662)3710

ＦＡＸ：045(663)2495

ＵＲＬ：http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/m-sogo/

創 立：平成13年11月（平成14年４月開校）

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総 合 学 科 238 233 225 696

学 級 数 ６ ６ ６ 18

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線石川町駅より徒歩４分
●ＪＲ根岸線関内駅より徒歩10分
●市営地下鉄ブルーライン関内駅より徒歩10分
●みなとみらい線日本大通り駅より徒歩７分  

▼教育活動の特徴▼

                                                                         

                                      

                                                                                          

▼学校行事▼

   

               

▼部活動▼

▼令和 4年度学校説明会等の予定▼

○体育祭

体育祭は、例年�月に校外で
実施されます。縦割りで�色
に分かれ、競技や応援パフォ

ーマンスなどを競い、盛り上

がります。

○文化祭（みなと総祭）

令和４年度は��月に実施します。
今年度の実施内容についてはホー

ムページでお知らせしますのでご

確認ください。

○部活動
合気道、水泳、ソフトテニス、テニス、ダンス、チアダンス、バスケットボール（男子）、バドミントン、ボクシング、

バレーボール（女子・男子）、フットサル（女子・男子）、吹奏楽、イラスト、演劇、企画、軽音楽、茶道、写真、書道、

地球科学、美術、ファッション、文芸、放送、料理研究、隣語、競技かるた、合唱

令和４年度本校で開催される説明会等の日程は以下のようになっています。時間や詳細は学校ホームページでご確認ください。

■夏季学校説明会 �月��日（木）関内ホール
■学校説明会 ��月��日（土）
■学校見学会 ��月��日（土）

カナダ国際交流プログラム

みなと総合高校では、国際交流活動が盛んに行われています。バンクーバーと上海には姉妹校

があり、お互いに行ったり来たりしながら交流を続けています。（コロナ禍ではオンラインでの

交流をしています）また、年間を通して世界中から留学生の受け入れを行っており，受け入れた

国は開校から��か国以上です。
国際交流バディの活動としては留学生たちとの交流だけでなく、高校生が英語で議論する横浜

学生会議（���）への参加など多くの活動を行いました。

国際交流プログラム

・カナダ国際交流プログラム

・上海国際交流プログラム

・英語体験プログラム

国際交流バディ

・留学生との交流

・国際交流イベント

様々な体験や講話、探究活動や発表会などを通して、プレゼン能力を養いつつ、自らを見

つめ、卒業後の進路はもちろん、これからの人生をどのように生きていくかを考え、人とし

て成長し、人間力を高めていきます。

《教育活動の特徴①「キャリア教育」》

「自分を見つめ、将来に向かっての生き方を考えます」

１年次  「産業社会と人間」

２、３年次 「総合的な探究の時間」

《教育活動の特徴②「国際性を高める教育」》 みなと総合高校の国際交流プログラム

「国際色豊かなみなと総合高校では異文化交流と留学生の受け入れを行っています」

研究発表会の様子

留学生受入れプログラム

・長期（1年間）

・姉妹校（数日）

上海国際交流プログラム
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サイエンスを学びながら高い学力を身につけ、将来のグローバル・リーダーを目指します。
【文部科学省：スーパーサイエンスハイスクール】【スーパーグローバルハイスクールネットワーク参加校】 【横浜市教育委員会：進学指導重点校】
本校は、県内で唯一の理数科専門高校として「先端的な科学の知識・知恵・技術、技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間」の育成を目標としていま

す。生徒は先端科学技術の実験・実習や海外研修などの体験的な学習を通して探究心を培うとともに、自ら学ぶ力を養い、海外大学や国公立大学、難関私立大
学進学に向けた高い学力を身につけ、グローバル・リーダーを目指します。

  将来の進路 大学進学、
海外留学、先端研究、起業など「驚きと感動による知の探究」が将来の進路につながる高い学力を育てます。

サイエンスリテラシー（学校独自の課題研究）
１年次では理数各分野の活動をバランス良く行い、研究
の基礎となる知識・技術を身につけます。２年次では個
人でテーマを設定し、１年間研究を行います。３年次で
は選択科目としてさらに研究を深めることができます。

教育活動の特徴（学びのコンセプト）

理数数学・理数理科・理数情報
理数数学、理数理科、理数情報は高校で学ぶ数学、理
科、情報をそれぞれ系統的にまとめた科目です。普通科
高校に比べ、数学・理科の単位を多く設定しています。

知の探究
理数教育
英語教育
少人数指導
進路に応じた
科目選択

驚きと感動に
よる知の探究

驚きと感動
先端科学技術や
先端科学の研究者
とのふれあい
校外研修
国際交流・海外研修
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※先端科学技術分野における優れた功績を有する方に、教育に参画していただいています。
スーパーアドバイザー   浅島 誠先生（東京大学名誉教授、日本学術振興会学術顧問）

和田 昭允先生（東京大学名誉教授、理化学研究所名誉研究員）
藤嶋 昭先生（東京大学特別栄誉教授、東京理科大学栄誉教授）
小林 誠先生（ノーベル物理学賞受賞、名古屋大学特別教授）
大隅 良典先生（ノーベル生理学・医学賞受賞、東京工業大学特任教授）
向井 千秋先生（東京理科大学特任副学長）

特別科学技術顧問    小島 謙一先生（横浜市立大学名誉教授、横浜創英大学名誉教授）
科学技術顧問（研究機関）理化学研究所横浜事業所、宇宙航空研究開発機構、海洋研究開発機構                     
（大学）慶應義塾大学、工学院大学、東京大学、東京工業大学、東京都市大学、東京理科大学、横浜国立大学、

横浜市立大学、立命館大学、早稲田大学、総合研究大学院大学、お茶の水女子大学、ﾌﾟﾄﾗ大学
（企業）味の素、 ANA総合研究所、 AGC、 ENEOS、学研ﾌﾟﾗｽ、京三製作所、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ、 ｸﾚﾊ、

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、 JVCｹﾝｳｯﾄﾞ、月島機械、鶴見精機、東京ｶﾞｽ、 JERA、東芝、
日揮ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ、日産自動車、日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ、日本電信電話、日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ、日立製作所、
ﾕｰﾃﾞｨｯﾄ、横浜 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ   ※令和４年４月現在

進路の状況（令和4年4月1日現在）  

学校行事（主な年間行事）
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Science Immersion Program�����
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SDG�����������ysf-SDGs�  
���

部活動
体育系 （13）
剣道
硬式野球
サッカー
水泳
ソフトテニス
卓球
テニス
バドミントン
バスケットボール
バレーボール
ボクシング
陸上競技
ダンス

文化系 （16）
音楽
棋道
軽音楽
航空宇宙工学
茶道
自然科学
写真研究
情報工学
数学・物理（ JUMP）
天文
文芸
理科調査研究
美術
ロボット探究
クイズ研究
演劇

横浜市立大学への特別入学枠
「横浜市立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
横浜市立大学理学部への特別入学枠を
設定

○市大チャレンジ応募要件
  学業成績、高校での課題研究活動の成果
○第１次選考
  書類審査、研究成果プレゼンテーション
○第２次審査
  横浜市立大学指定校推薦入学受験
○入学前教育
  課題図書、英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、研究室見学など

1年次年間諸経費：111,107円  (授業料を除く ) 

PTA会� (6 ,000)���会� (1,800)���会� (3 ,000)�

����� (16 ,800)�����������������

����35,819������ (1 ,072)�����2,400��

���������������� (1 ,400)�����

� � � � � 会 � � 会 � (500) � Ai GROW � � �

(1,650) �� � � � (13 ,640) �� � � � � � (5 ,360) �

GTEC3�� (3 ,380)�������������������

(12,300) � � � � � � (5,000) � � � (600) � � � �

�298������� (88)������

������

特色ある学校生活
○ﾏﾚｰｼｱ海外研修旅行（２年次生全員）
○海外姉妹校（ｶﾅﾀﾞ〈ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ〉）との交流
○海外研修（米国、ベトナム、マレーシアなど）
○ｻﾀﾃﾞｰｻｲｴﾝｽ  
○SSH国際科学ﾌｫｰﾗﾑ（ ysf-FIRST）
○SDGsｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾐﾅｰ（ ysf-SDGs）
○Science Immersion Program  
○土曜・長期休業中の補習・講習
○少人数学習 ○習熟度別学習
○ノーチャイム制
○実験実習室20教室 ○情報教室９室
○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ約400台設置 ○全教室冷暖房完備   

�11����� 3�����������230��
����� 87� ���� 84� ���� 1�
���� 1� ���� 2� ���� 55�   
������
�� 74%  �� 20%   ��� 6%

����������������

���� 23� ��� 13� ������� 2�

��� 4���������� ��������

������  116(21)�
���� 1�    ������ 8(2)�
����� 3�   ���� 4�
������ 7(1)� ������ 7�
������ 2� ���� 4(2)�
������ 18�1�� ����� 1(1)�
������ 17(1)� ������ 8(1)�
���� 3(3)� ���� 2�
���� 1�   ���� 1�   �

����� 595 (122)�
����� 25(7)� ������ 15(5)�
������ 51(13)� ���� 50(9)�
������ 22(3)� ���� 13(2)�
���� 26(4)� ���� 42(7)�
������ 19� ������ 39(9)�
������ 49(14)� ����� 17(3)�
����� 20(3)� ���� 28(6)�
����� 8(1)� ���� 13(1) ��

������� 17(7)�
������ 2(1)� ������ 2�
���� 1�   �������� 1(1)�
���������� 3(2)����� 2(1)� �
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サイエンスを学びながら高い学力を身につけ、将来のグローバル・リーダーを目指します。
【文部科学省：スーパーサイエンスハイスクール】【スーパーグローバルハイスクールネットワーク参加校】 【横浜市教育委員会：進学指導重点校】
本校は、県内で唯一の理数科専門高校として「先端的な科学の知識・知恵・技術、技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間」の育成を目標としていま

す。生徒は先端科学技術の実験・実習や海外研修などの体験的な学習を通して探究心を培うとともに、自ら学ぶ力を養い、海外大学や国公立大学、難関私立大
学進学に向けた高い学力を身につけ、グローバル・リーダーを目指します。

  将来の進路 大学進学、
海外留学、先端研究、起業など「驚きと感動による知の探究」が将来の進路につながる高い学力を育てます。

サイエンスリテラシー（学校独自の課題研究）
１年次では理数各分野の活動をバランス良く行い、研究
の基礎となる知識・技術を身につけます。２年次では個
人でテーマを設定し、１年間研究を行います。３年次で
は選択科目としてさらに研究を深めることができます。

教育活動の特徴（学びのコンセプト）

理数数学・理数理科・理数情報
理数数学、理数理科、理数情報は高校で学ぶ数学、理
科、情報をそれぞれ系統的にまとめた科目です。普通科
高校に比べ、数学・理科の単位を多く設定しています。

知の探究
理数教育
英語教育
少人数指導
進路に応じた
科目選択

驚きと感動に
よる知の探究

驚きと感動
先端科学技術や
先端科学の研究者
とのふれあい
校外研修
国際交流・海外研修
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※先端科学技術分野における優れた功績を有する方に、教育に参画していただいています。
スーパーアドバイザー   浅島 誠先生（東京大学名誉教授、日本学術振興会学術顧問）

和田 昭允先生（東京大学名誉教授、理化学研究所名誉研究員）
藤嶋 昭先生（東京大学特別栄誉教授、東京理科大学栄誉教授）
小林 誠先生（ノーベル物理学賞受賞、名古屋大学特別教授）
大隅 良典先生（ノーベル生理学・医学賞受賞、東京工業大学特任教授）
向井 千秋先生（東京理科大学特任副学長）

特別科学技術顧問    小島 謙一先生（横浜市立大学名誉教授、横浜創英大学名誉教授）
科学技術顧問（研究機関）理化学研究所横浜事業所、宇宙航空研究開発機構、海洋研究開発機構                     
（大学）慶應義塾大学、工学院大学、東京大学、東京工業大学、東京都市大学、東京理科大学、横浜国立大学、

横浜市立大学、立命館大学、早稲田大学、総合研究大学院大学、お茶の水女子大学、ﾌﾟﾄﾗ大学
（企業）味の素、 ANA総合研究所、 AGC、 ENEOS、学研ﾌﾟﾗｽ、京三製作所、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ、 ｸﾚﾊ、

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、 JVCｹﾝｳｯﾄﾞ、月島機械、鶴見精機、東京ｶﾞｽ、 JERA、東芝、
日揮ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ、日産自動車、日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ、日本電信電話、日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ、日立製作所、
ﾕｰﾃﾞｨｯﾄ、横浜 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ ※令和４年４月現在

進路の状況（令和4年4月1日現在）  

学校行事（主な年間行事）
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部活動
体育系 （13）
剣道
硬式野球
サッカー
水泳
ソフトテニス
卓球
テニス
バドミントン
バスケットボール
バレーボール
ボクシング
陸上競技
ダンス

文化系 （16）
音楽
棋道
軽音楽
航空宇宙工学
茶道
自然科学
写真研究
情報工学
数学・物理（ JUMP）
天文
文芸
理科調査研究
美術
ロボット探究
クイズ研究
演劇

横浜市立大学への特別入学枠
「横浜市立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
横浜市立大学理学部への特別入学枠を
設定

○市大チャレンジ応募要件
  学業成績、高校での課題研究活動の成果
○第１次選考
  書類審査、研究成果プレゼンテーション
○第２次審査
  横浜市立大学指定校推薦入学受験
○入学前教育
  課題図書、英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、研究室見学など

1年次年間諸経費：111,107円  (授業料を除く ) 

PTA会� (6 ,000)���会� (1,800)���会� (3 ,000)�

����� (16 ,800)�����������������

����35,819������ (1 ,072)�����2,400��

���������������� (1 ,400)�����

� � � � � 会 � � 会 � (500) � Ai GROW � � �

(1,650) �� � � � (13 ,640) �� � � � � � (5 ,360) �

GTEC3�� (3 ,380)�������������������

(12,300) � � � � � � (5,000) � � � (600) � � � �

�298������� (88)������

������

特色ある学校生活
○ﾏﾚｰｼｱ海外研修旅行（２年次生全員）
○海外姉妹校（ｶﾅﾀﾞ〈ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ〉）との交流
○海外研修（米国、ベトナム、マレーシアなど）
○ｻﾀﾃﾞｰｻｲｴﾝｽ  
○SSH国際科学ﾌｫｰﾗﾑ（ ysf-FIRST）
○SDGsｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾐﾅｰ（ ysf-SDGs）
○Science Immersion Program  
○土曜・長期休業中の補習・講習
○少人数学習 ○習熟度別学習
○ノーチャイム制
○実験実習室20教室 ○情報教室９室
○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ約400台設置 ○全教室冷暖房完備   

�11����� 3�����������230��
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サイエンスを学びながら高い学力を身につけ、将来のグローバル・リーダーを目指します。
【文部科学省：スーパーサイエンスハイスクール】【スーパーグローバルハイスクールネットワーク参加校】 【横浜市教育委員会：進学指導重点校】
本校は、県内で唯一の理数科専門高校として「先端的な科学の知識・知恵・技術、技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間」の育成を目標としていま

す。生徒は先端科学技術の実験・実習や海外研修などの体験的な学習を通して探究心を培うとともに、自ら学ぶ力を養い、海外大学や国公立大学、難関私立大
学進学に向けた高い学力を身につけ、グローバル・リーダーを目指します。

  将来の進路 大学進学、
海外留学、先端研究、起業など「驚きと感動による知の探究」が将来の進路につながる高い学力を育てます。

サイエンスリテラシー（学校独自の課題研究）
１年次では理数各分野の活動をバランス良く行い、研究
の基礎となる知識・技術を身につけます。２年次では個
人でテーマを設定し、１年間研究を行います。３年次で
は選択科目としてさらに研究を深めることができます。

教育活動の特徴（学びのコンセプト）

理数数学・理数理科・理数情報
理数数学、理数理科、理数情報は高校で学ぶ数学、理
科、情報をそれぞれ系統的にまとめた科目です。普通科
高校に比べ、数学・理科の単位を多く設定しています。

知の探究
理数教育
英語教育
少人数指導
進路に応じた
科目選択

驚きと感動に
よる知の探究

驚きと感動
先端科学技術や
先端科学の研究者
とのふれあい
校外研修
国際交流・海外研修

���������������� �230-0046

� ��045(511)3654

����045(511)3644

����http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/sfh/
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※先端科学技術分野における優れた功績を有する方に、教育に参画していただいています。
スーパーアドバイザー   浅島 誠先生（東京大学名誉教授、日本学術振興会学術顧問）

和田 昭允先生（東京大学名誉教授、理化学研究所名誉研究員）
藤嶋 昭先生（東京大学特別栄誉教授、東京理科大学栄誉教授）
小林 誠先生（ノーベル物理学賞受賞、名古屋大学特別教授）
大隅 良典先生（ノーベル生理学・医学賞受賞、東京工業大学特任教授）
向井 千秋先生（東京理科大学特任副学長）

特別科学技術顧問    小島 謙一先生（横浜市立大学名誉教授、横浜創英大学名誉教授）
科学技術顧問（研究機関）理化学研究所横浜事業所、宇宙航空研究開発機構、海洋研究開発機構                     
（大学）慶應義塾大学、工学院大学、東京大学、東京工業大学、東京都市大学、東京理科大学、横浜国立大学、

横浜市立大学、立命館大学、早稲田大学、総合研究大学院大学、お茶の水女子大学、ﾌﾟﾄﾗ大学
（企業）味の素、 ANA総合研究所、 AGC、 ENEOS、学研ﾌﾟﾗｽ、京三製作所、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ、 ｸﾚﾊ、

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、 JVCｹﾝｳｯﾄﾞ、月島機械、鶴見精機、東京ｶﾞｽ、 JERA、東芝、
日揮ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ、日産自動車、日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ、日本電信電話、日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ、日立製作所、
ﾕｰﾃﾞｨｯﾄ、横浜 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ   ※令和４年４月現在

進路の状況（令和4年4月1日現在）  

学校行事（主な年間行事）
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部活動
体育系 （13）
剣道
硬式野球
サッカー
水泳
ソフトテニス
卓球
テニス
バドミントン
バスケットボール
バレーボール
ボクシング
陸上競技
ダンス

文化系 （16）
音楽
棋道
軽音楽
航空宇宙工学
茶道
自然科学
写真研究
情報工学
数学・物理（ JUMP）
天文
文芸
理科調査研究
美術
ロボット探究
クイズ研究
演劇

横浜市立大学への特別入学枠
「横浜市立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
横浜市立大学理学部への特別入学枠を
設定

○市大チャレンジ応募要件
  学業成績、高校での課題研究活動の成果
○第１次選考
  書類審査、研究成果プレゼンテーション
○第２次審査
  横浜市立大学指定校推薦入学受験
○入学前教育
  課題図書、英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、研究室見学など

1年次年間諸経費：111,107円  (授業料を除く ) 

PTA会� (6 ,000)���会� (1,800)���会� (3 ,000)�

����� (16 ,800)�����������������

����35,819������ (1 ,072)�����2,400��

���������������� (1 ,400)�����

� � � � � 会 � � 会 � (500) � Ai GROW � � �

(1,650) �� � � � (13 ,640) �� � � � � � (5 ,360) �

GTEC3�� (3 ,380)�������������������

(12,300) � � � � � � (5,000) � � � (600) � � � �

�298������� (88)������

������

特色ある学校生活
○ﾏﾚｰｼｱ海外研修旅行（２年次生全員）
○海外姉妹校（ｶﾅﾀﾞ〈ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ〉）との交流
○海外研修（米国、ベトナム、マレーシアなど）
○ｻﾀﾃﾞｰｻｲｴﾝｽ  
○SSH国際科学ﾌｫｰﾗﾑ（ ysf-FIRST）
○SDGsｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾐﾅｰ（ ysf-SDGs）
○Science Immersion Program  
○土曜・長期休業中の補習・講習
○少人数学習 ○習熟度別学習
○ノーチャイム制
○実験実習室20教室 ○情報教室９室
○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ約400台設置 ○全教室冷暖房完備   
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サイエンスを学びながら高い学力を身につけ、将来のグローバル・リーダーを目指します。
【文部科学省：スーパーサイエンスハイスクール】【スーパーグローバルハイスクールネットワーク参加校】 【横浜市教育委員会：進学指導重点校】
本校は、県内で唯一の理数科専門高校として「先端的な科学の知識・知恵・技術、技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間」の育成を目標としていま

す。生徒は先端科学技術の実験・実習や海外研修などの体験的な学習を通して探究心を培うとともに、自ら学ぶ力を養い、海外大学や国公立大学、難関私立大
学進学に向けた高い学力を身につけ、グローバル・リーダーを目指します。

  将来の進路 大学進学、
海外留学、先端研究、起業など「驚きと感動による知の探究」が将来の進路につながる高い学力を育てます。

サイエンスリテラシー（学校独自の課題研究）
１年次では理数各分野の活動をバランス良く行い、研究
の基礎となる知識・技術を身につけます。２年次では個
人でテーマを設定し、１年間研究を行います。３年次で
は選択科目としてさらに研究を深めることができます。

教育活動の特徴（学びのコンセプト）

理数数学・理数理科・理数情報
理数数学、理数理科、理数情報は高校で学ぶ数学、理
科、情報をそれぞれ系統的にまとめた科目です。普通科
高校に比べ、数学・理科の単位を多く設定しています。

知の探究
理数教育
英語教育
少人数指導
進路に応じた
科目選択

驚きと感動に
よる知の探究

驚きと感動
先端科学技術や
先端科学の研究者
とのふれあい
校外研修
国際交流・海外研修
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����http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/hs/sfh/
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※先端科学技術分野における優れた功績を有する方に、教育に参画していただいています。
スーパーアドバイザー   浅島 誠先生（東京大学名誉教授、日本学術振興会学術顧問）

和田 昭允先生（東京大学名誉教授、理化学研究所名誉研究員）
藤嶋 昭先生（東京大学特別栄誉教授、東京理科大学栄誉教授）
小林 誠先生（ノーベル物理学賞受賞、名古屋大学特別教授）
大隅 良典先生（ノーベル生理学・医学賞受賞、東京工業大学特任教授）
向井 千秋先生（東京理科大学特任副学長）

特別科学技術顧問    小島 謙一先生（横浜市立大学名誉教授、横浜創英大学名誉教授）
科学技術顧問（研究機関）理化学研究所横浜事業所、宇宙航空研究開発機構、海洋研究開発機構                     
（大学）慶應義塾大学、工学院大学、東京大学、東京工業大学、東京都市大学、東京理科大学、横浜国立大学、

横浜市立大学、立命館大学、早稲田大学、総合研究大学院大学、お茶の水女子大学、ﾌﾟﾄﾗ大学
（企業）味の素、 ANA総合研究所、 AGC、 ENEOS、学研ﾌﾟﾗｽ、京三製作所、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ、 ｸﾚﾊ、

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、 JVCｹﾝｳｯﾄﾞ、月島機械、鶴見精機、東京ｶﾞｽ、 JERA、東芝、
日揮ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ、日産自動車、日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ、日本電信電話、日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ、日立製作所、
ﾕｰﾃﾞｨｯﾄ、横浜 ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ ※令和４年４月現在

進路の状況（令和4年4月1日現在）  

学校行事（主な年間行事）
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11� �� ���� ��������(26� )  

12� ���� ������� ���

�� ��� ���������������会

�� ����� ����������

��

��� ����� ������会
���会 ���������� �会����
SSH����������ysf-FIRST�   
SDG�����������ysf-SDGs�  
���

部活動
体育系 （13）
剣道
硬式野球
サッカー
水泳
ソフトテニス
卓球
テニス
バドミントン
バスケットボール
バレーボール
ボクシング
陸上競技
ダンス

文化系 （16）
音楽
棋道
軽音楽
航空宇宙工学
茶道
自然科学
写真研究
情報工学
数学・物理（ JUMP）
天文
文芸
理科調査研究
美術
ロボット探究
クイズ研究
演劇

横浜市立大学への特別入学枠
「横浜市立大学ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
横浜市立大学理学部への特別入学枠を
設定

○市大チャレンジ応募要件
  学業成績、高校での課題研究活動の成果
○第１次選考
  書類審査、研究成果プレゼンテーション
○第２次審査
  横浜市立大学指定校推薦入学受験
○入学前教育
  課題図書、英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、研究室見学など

1年次年間諸経費：111,107円  (授業料を除く ) 

PTA会� (6 ,000)���会� (1,800)���会� (3 ,000)�

����� (16 ,800)�����������������

����35,819������ (1 ,072)�����2,400��
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� � � � � 会 � � 会 � (500) � Ai GROW � � �

(1,650) �� � � � (13 ,640) �� � � � � � (5 ,360) �

GTEC3�� (3 ,380)�������������������

(12,300) � � � � � � (5,000) � � � (600) � � � �

�298������� (88)������

������

特色ある学校生活
○ﾏﾚｰｼｱ海外研修旅行（２年次生全員）
○海外姉妹校（ｶﾅﾀﾞ〈ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ〉）との交流
○海外研修（米国、ベトナム、マレーシアなど）
○ｻﾀﾃﾞｰｻｲｴﾝｽ  
○SSH国際科学ﾌｫｰﾗﾑ（ ysf-FIRST）
○SDGsｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾐﾅｰ（ ysf-SDGs）
○Science Immersion Program  
○土曜・長期休業中の補習・講習
○少人数学習 ○習熟度別学習
○ノーチャイム制
○実験実習室20教室 ○情報教室９室
○ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ約400台設置 ○全教室冷暖房完備   

�11����� 3�����������230��
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���� 1� ���� 2� ���� 55�   
������
�� 74%  �� 20%   ��� 6%
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������ 17(1)� ������ 8(1)�
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����� 8(1)� ���� 13(1) ��
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１ 教育活動の特徴

○基礎基本、最後までやり抜く力を重視する「商業科」の教育
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１ 教育活動の特徴

○基礎基本、最後までやり抜く力を重視する「商業科」の教育
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１ 教育活動の特徴

○基礎基本、最後までやり抜く力を重視する「商業科」の教育
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１ 教育活動の特徴

○基礎基本、最後までやり抜く力を重視する「商業科」の教育
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＜教育目標＞ 自ら学び、自ら行い、自らを高める人間の育成

～磨かれた知性と創造力・強い自主性と責任感・豊かな感性と協調性～

１日の日課表   本校は 90分授業なので、じっくり学びを深めることができます。

１校時

9:00～

10:30

定 時 制 課 程

２校時

10:45～

12:15

《教育活動の特徴》 本校は、生徒自らが時間割を組み立てる学校【タイプ

Ａ】(県内３校)に指定されています。

●105科目の中から選択して、自分の進路や興味に応じて「自分だけの時間割」

を作ります。習熟度別の講座や教科発展科目、多様な分野科目があります。

●連携している大学や専門学校の講義を受講することができ、各技能検定や長期

休業中の短期集中講座、校外講座、インターンシップ等も卒業単位として申請

することができます。

●約10～30人程度の少人数授業や３年間変わらないクラス担任等、相談体制を

充実させています。

３校時

13:20～

14:50

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ南武支線（浜川崎線）川崎新町駅より徒歩３分
●ＪＲ川崎駅より  徒歩25分 または臨港バス「京町循
環」で「二の辻」下車徒歩３分
●京浜急行八丁畷（はっちょうなわて）駅より徒歩13分

所在地：川崎市川崎区渡田山王町22番地6号 〒210-0845

電 話：044(344)5821

ＦＡＸ：044(344)9140

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasaki-h/

創 立：平成15年11月（平成16年４月開校）

課 程：単位制による全日制・定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 ４年 計

普 通 科 235 236 228 ３ 702

学 級 数 ８ ８ ８ １ 25

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

４校時
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��29年度から��外�人等�別�集が��され、�別授業や���き��の��、��な�、学校��

に��がない��に��しています。
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＜教育目標＞ 自ら学び、自ら行い、自らを高める人間の育成

～磨かれた知性と創造力・強い自主性と責任感・豊かな感性と協調性～

１日の日課表  本校は 90分授業なので、じっくり学びを深めることができます。

１校時

9:00～

10:30

定 時 制 課 程

２校時

10:45～

12:15

《教育活動の特徴》 本校は、生徒自らが時間割を組み立てる学校【タイプ

Ａ】(県内３校)に指定されています。

●105科目の中から選択して、自分の進路や興味に応じて「自分だけの時間割」

を作ります。習熟度別の講座や教科発展科目、多様な分野科目があります。

●連携している大学や専門学校の講義を受講することができ、各技能検定や長期

休業中の短期集中講座、校外講座、インターンシップ等も卒業単位として申請

することができます。

●約10～30人程度の少人数授業や３年間変わらないクラス担任等、相談体制を

充実させています。

３校時

13:20～

14:50

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ南武支線（浜川崎線）川崎新町駅より徒歩３分
●ＪＲ川崎駅より  徒歩25分 または臨港バス「京町循
環」で「二の辻」下車徒歩３分
●京浜急行八丁畷（はっちょうなわて）駅より徒歩13分

所在地：川崎市川崎区渡田山王町22番地6号 〒210-0845

電 話：044(344)5821

ＦＡＸ：044(344)9140

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasaki-h/

創 立：平成15年11月（平成16年４月開校）

課 程：単位制による全日制・定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 ４年 計

普 通 科 235 236 228 ３ 702

学 級 数 ８ ８ ８ １ 25

(生徒、学級数については令和４年４月現在)
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＜教育目標＞ 自ら学び、自ら行い、自らを高める人間の育成

～磨かれた知性と創造力・強い自主性と責任感・豊かな感性と協調性～

１日の日課表   本校は 90分授業なので、じっくり学びを深めることができます。

１校時

9:00～

10:30

定 時 制 課 程

２校時

10:45～

12:15

《教育活動の特徴》 本校は、生徒自らが時間割を組み立てる学校【タイプ

Ａ】(県内３校)に指定されています。

●105科目の中から選択して、自分の進路や興味に応じて「自分だけの時間割」

を作ります。習熟度別の講座や教科発展科目、多様な分野科目があります。

●連携している大学や専門学校の講義を受講することができ、各技能検定や長期

休業中の短期集中講座、校外講座、インターンシップ等も卒業単位として申請

することができます。

●約10～30人程度の少人数授業や３年間変わらないクラス担任等、相談体制を

充実させています。

３校時

13:20～

14:50

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ南武支線（浜川崎線）川崎新町駅より徒歩３分
●ＪＲ川崎駅より  徒歩25分 または臨港バス「京町循
環」で「二の辻」下車徒歩３分
●京浜急行八丁畷（はっちょうなわて）駅より徒歩13分

所在地：川崎市川崎区渡田山王町22番地6号 〒210-0845

電 話：044(344)5821

ＦＡＸ：044(344)9140

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasaki-h/

創 立：平成15年11月（平成16年４月開校）

課 程：単位制による全日制・定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 ４年 計

普 通 科 235 236 228 ３ 702

学 級 数 ８ ８ ８ １ 25

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 
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＜教育目標＞ 自ら学び、自ら行い、自らを高める人間の育成

～磨かれた知性と創造力・強い自主性と責任感・豊かな感性と協調性～

１日の日課表  本校は 90分授業なので、じっくり学びを深めることができます。

１校時

9:00～

10:30

定 時 制 課 程

２校時

10:45～

12:15

《教育活動の特徴》 本校は、生徒自らが時間割を組み立てる学校【タイプ

Ａ】(県内３校)に指定されています。

●105科目の中から選択して、自分の進路や興味に応じて「自分だけの時間割」

を作ります。習熟度別の講座や教科発展科目、多様な分野科目があります。

●連携している大学や専門学校の講義を受講することができ、各技能検定や長期

休業中の短期集中講座、校外講座、インターンシップ等も卒業単位として申請

することができます。

●約10～30人程度の少人数授業や３年間変わらないクラス担任等、相談体制を

充実させています。

３校時

13:20～

14:50

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ南武支線（浜川崎線）川崎新町駅より徒歩３分
●ＪＲ川崎駅より  徒歩25分 または臨港バス「京町循
環」で「二の辻」下車徒歩３分
●京浜急行八丁畷（はっちょうなわて）駅より徒歩13分

所在地：川崎市川崎区渡田山王町22番地6号 〒210-0845

電 話：044(344)5821

ＦＡＸ：044(344)9140

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasaki-h/

創 立：平成15年11月（平成16年４月開校）

課 程：単位制による全日制・定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 ４年 計

普 通 科 235 236 228 ３ 702

学 級 数 ８ ８ ８ １ 25

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

４校時
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3校時  C���
��������

��������

���

��

����

����

��29年度から��外�人等�別�集が��され、�別授業や���き��の��、��な�、学校��

に��がない��に��しています。
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未来を拓く進路指導
○社会の中で積極的に生きていく術を身につけようと

する態度とコミュニケーション能力を育成します。

○自分の将来設計の夢を描く力を身につけ、卒業時の

進路について主体的に判断し、準備が行えるよう支

援します。

教育活動の特徴～単位制・普通科～  

所在地：川崎市川崎区四谷下町25番地１号 〒210-0827

電 話：044(276)1201

ＦＡＸ：044(266)5961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/daishi-ih/

創 立：昭和58年１月

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 236 163 159 558

学 級 数 ６ ５ ６ 17

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

自ら学び、心ときめく授業
○基礎学力の充実を図り、社会の中で積極的に生き

ていける力を身につけます。

○実験･実習や体験活動の充実に努めるとともに、生

徒が主体的に学習し、成就感や達成感を味わうこ

とのできる授業を行います。

安全・安心な学校生活
○本校の教育活動を積極的に発信し、広報活動を推

進します。

○生徒の防災意識を高め、津波対策にも取り組みま

す。

仲間と創る学校行事や部活動
○部活動を推進し、豊かな心を持った心を育成し、自主

性と自立性を身につけます。

○生徒の自己肯定感を培い、他を尊重し、思いやりのあ

る豊かな心をもって他と協調する姿勢を養います。

大切にする生活習慣とマナー
○社会生活のルールと基本的な生活習慣を身につけ、それ

を守ろうとする態度を育成します。

○生徒の状況を理解し、家庭と連携し課題解決に向けた適

切な指導、支援を行います。

○交通安全教育を徹底して、生徒が安全に登下校できるよ

う努めます。

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ川崎駅、京浜急行線京急川崎駅より

臨港バス（２番乗り場）「川21系統」または（17番乗

り場）「川03系統」「塩浜二丁目」行き（20分）「大

師高校前」下車

令和３年度 主な大学と専門学校の合格実績(延べ人数)・就職先   

主な学校行事（令和3年度）

４月 入学式

新入生ふれあいキャンプ

    ２年次社会見学

５月 定期試験

６月 体育祭

上級学校訪問

７月 定期試験

９月 ２年次修学旅行

   事業所訪問

   繋心祭（けいしんさい）

１０月 定期試験

１１月 文化祭 翔心祭（しょうしんさい）

１２月 定期試験

１月 総合的な探究の時間全体発表会

   ３年次卒業試験

３月 卒業式

  定期試験

                   

          

部活動

〈運動部〉  

野球・サッカー・ボウリング・卓球・バスケットボール・フェンシング

テニス・陸上・バドミントン・ダンス・バレーボール

文化部〉

吹奏楽・軽音楽・演劇・茶道・放送・漫画研究・合唱・園芸・美術・

写真

就職先

株式会社ニチイ学館 / 株式会社木村屋総本店 /株式会

社アサヒ / 株式会社デセオシステムズ/F-LINE株式会

社 / 敷島製パン株式会社/株式会社パルライン /株式

会社レヴェラ /株式会社アイ・エム・サービス /アー

スサポート株式会社 /株式会社ヤマダ電機 / 

日清医療食品株式会社 /株式会社築地すし好 /株式会

社サイゼリヤ /株式会社ホテル湯の原荘 /オーケー株

式会社 /株式会社ビッグヨーサン /日本亜鉛株式会社

�

大学・短大

神奈川大学(４) 鎌倉女子大学（１）

関東学院大学(４) 共立女子大学（１）

城西大学(1) 東京工芸大学(1) 東洋学園大学(１)

和光大学(１) 日本女子体育大学（１）

神奈川県立産業技術短期大学（7）

鶴見大学短期大学部（2）

専門学校

日本工学院(12) 横浜ビューティー＆ブライダル(７) 

横浜ｆカレッジ(3) 聖ヶ丘教育福祉(4) 秀林外語(2)

大原医療秘書福祉(5) 蒲田保育(３) 東京工学院(２) 

国際フード製菓(３)横浜テクノオート(２) 

文化服装学院(３) 東京誠心調理師(2)  

神田外語学院(２) 大原法律公務員(２) 

横浜中央看護(1) 新東京歯科衛生士(１)国際動物(１)

横浜ファッションデザイン(1) 青山製図(1)
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未来を拓く進路指導
○社会の中で積極的に生きていく術を身につけようと

する態度とコミュニケーション能力を育成します。

○自分の将来設計の夢を描く力を身につけ、卒業時の

進路について主体的に判断し、準備が行えるよう支

援します。

教育活動の特徴～単位制・普通科～  

所在地：川崎市川崎区四谷下町25番地１号 〒210-0827

電 話：044(276)1201

ＦＡＸ：044(266)5961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/daishi-ih/ 

創 立：昭和58年１月

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 236 163 159 558

学 級 数 ６ ５ ６ 17 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

自ら学び、心ときめく授業
○基礎学力の充実を図り、社会の中で積極的に生き

ていける力を身につけます。

○実験･実習や体験活動の充実に努めるとともに、生

徒が主体的に学習し、成就感や達成感を味わうこ

とのできる授業を行います。

安全・安心な学校生活
○本校の教育活動を積極的に発信し、広報活動を推

進します。

○生徒の防災意識を高め、津波対策にも取り組みま

す。

仲間と創る学校行事や部活動
○部活動を推進し、豊かな心を持った心を育成し、自主

性と自立性を身につけます。

○生徒の自己肯定感を培い、他を尊重し、思いやりのあ

る豊かな心をもって他と協調する姿勢を養います。

大切にする生活習慣とマナー
○社会生活のルールと基本的な生活習慣を身につけ、それ

を守ろうとする態度を育成します。

○生徒の状況を理解し、家庭と連携し課題解決に向けた適

切な指導、支援を行います。

○交通安全教育を徹底して、生徒が安全に登下校できるよ

う努めます。

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ川崎駅、京浜急行線京急川崎駅より

臨港バス（２番乗り場）「川21系統」または（17番乗

り場）「川03系統」「塩浜二丁目」行き（20分）「大

師高校前」下車

����度 主な大学と��学校の��実�(����)・就��   

主な学校行事���3�度�

�� �学�

��生�れあい��ン�

    ���社会�学

�� 定��験

�� 体育�

��学校��

�� 定��験

�� ����学�行

   事業���

   �心��けいし��い�

��� 定��験

��� ��� �心��し�うし��い�

��� 定��験

�� ��的な��の時間全体発�会

   ���卒業�験

�� 卒業�

  定��験

                   

          

部活動

��動部�

��・���ー・���ン�・��・��ケ���ール・��ンシン�

�ニ�・�ン��ール・��・��ミン�ン・�ン�・��ー�ール

��部�

���・���・��・��・��・����・��・��・�術・

��

就��

��会社ニ��学� / ��会社����本� /��会

社��� / ��会社���シ����/F-LINE��会

社 / ����ン��会社/��会社�ル��ン /��

会社���� /��会社��・��・�ー�� /�ー

���ー���会社 /��会社�マ��� /

��������会社 /��会社��すし� /��会

社����� /��会社��ル�の�� /�ーケー�

�会社 /��会社����ー�ン /�本����会社

�

大学・�大

���大学(�) ����大学���

��学�大学(�) �立��大学���

��大学(1) ����大学(1) ��学�大学(�)

��大学(�) �本��体育大学���

����立�業�術��大学�7�

��大学��大学部�2�

��学校

�本�学�(12) ���ュー��ー�����ル(�)

�������(3) ���教育��(4) ����(2)

大�������(5) ���育(�) ���学�(�)

���ー���(�)������ー�(�)

����学�(�) ���心調理�(2)

����学�(�) 大������(�)

��中���(1) ����科�生�(�)��動�(�)

�����ション���ン(1) ���図(1)
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未来を拓く進路指導
○社会の中で積極的に生きていく術を身につけようと

する態度とコミュニケーション能力を育成します。

○自分の将来設計の夢を描く力を身につけ、卒業時の

進路について主体的に判断し、準備が行えるよう支

援します。

教育活動の特徴～単位制・普通科～  

所在地：川崎市川崎区四谷下町25番地１号 〒210-0827

電 話：044(276)1201

ＦＡＸ：044(266)5961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/daishi-ih/

創 立：昭和58年１月

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 236 163 159 558

学 級 数 ６ ５ ６ 17

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

自ら学び、心ときめく授業
○基礎学力の充実を図り、社会の中で積極的に生き

ていける力を身につけます。

○実験･実習や体験活動の充実に努めるとともに、生

徒が主体的に学習し、成就感や達成感を味わうこ

とのできる授業を行います。

安全・安心な学校生活
○本校の教育活動を積極的に発信し、広報活動を推

進します。

○生徒の防災意識を高め、津波対策にも取り組みま

す。

仲間と創る学校行事や部活動
○部活動を推進し、豊かな心を持った心を育成し、自主

性と自立性を身につけます。

○生徒の自己肯定感を培い、他を尊重し、思いやりのあ

る豊かな心をもって他と協調する姿勢を養います。

大切にする生活習慣とマナー
○社会生活のルールと基本的な生活習慣を身につけ、それ

を守ろうとする態度を育成します。

○生徒の状況を理解し、家庭と連携し課題解決に向けた適

切な指導、支援を行います。

○交通安全教育を徹底して、生徒が安全に登下校できるよ

う努めます。

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ川崎駅、京浜急行線京急川崎駅より

臨港バス（２番乗り場）「川21系統」または（17番乗

り場）「川03系統」「塩浜二丁目」行き（20分）「大

師高校前」下車

令和３年度 主な大学と専門学校の合格実績(延べ人数)・就職先   

主な学校行事（令和3年度）

４月 入学式

新入生ふれあいキャンプ

    ２年次社会見学

５月 定期試験

６月 体育祭

上級学校訪問

７月 定期試験

９月 ２年次修学旅行

   事業所訪問

   繋心祭（けいしんさい）

１０月 定期試験

１１月 文化祭 翔心祭（しょうしんさい）

１２月 定期試験

１月 総合的な探究の時間全体発表会

   ３年次卒業試験

３月 卒業式

  定期試験

                   

          

部活動

〈運動部〉  

野球・サッカー・ボウリング・卓球・バスケットボール・フェンシング

テニス・陸上・バドミントン・ダンス・バレーボール

文化部〉

吹奏楽・軽音楽・演劇・茶道・放送・漫画研究・合唱・園芸・美術・

写真

就職先

株式会社ニチイ学館 / 株式会社木村屋総本店 /株式会

社アサヒ / 株式会社デセオシステムズ/F-LINE株式会

社 / 敷島製パン株式会社/株式会社パルライン /株式

会社レヴェラ /株式会社アイ・エム・サービス /アー

スサポート株式会社 /株式会社ヤマダ電機 / 

日清医療食品株式会社 /株式会社築地すし好 /株式会

社サイゼリヤ /株式会社ホテル湯の原荘 /オーケー株

式会社 /株式会社ビッグヨーサン /日本亜鉛株式会社

�

大学・短大

神奈川大学(４) 鎌倉女子大学（１）

関東学院大学(４) 共立女子大学（１）

城西大学(1) 東京工芸大学(1) 東洋学園大学(１)

和光大学(１) 日本女子体育大学（１）

神奈川県立産業技術短期大学（7）

鶴見大学短期大学部（2）

専門学校

日本工学院(12) 横浜ビューティー＆ブライダル(７) 

横浜ｆカレッジ(3) 聖ヶ丘教育福祉(4) 秀林外語(2)

大原医療秘書福祉(5) 蒲田保育(３) 東京工学院(２) 

国際フード製菓(３)横浜テクノオート(２) 

文化服装学院(３) 東京誠心調理師(2)  

神田外語学院(２) 大原法律公務員(２) 

横浜中央看護(1) 新東京歯科衛生士(１)国際動物(１)

横浜ファッションデザイン(1) 青山製図(1)
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未来を拓く進路指導
○社会の中で積極的に生きていく術を身につけようと

する態度とコミュニケーション能力を育成します。

○自分の将来設計の夢を描く力を身につけ、卒業時の

進路について主体的に判断し、準備が行えるよう支

援します。

教育活動の特徴～単位制・普通科～  

所在地：川崎市川崎区四谷下町25番地１号 〒210-0827

電 話：044(276)1201

ＦＡＸ：044(266)5961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/daishi-ih/ 

創 立：昭和58年１月

課 程：単位制による全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 236 163 159 558

学 級 数 ６ ５ ６ 17 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

自ら学び、心ときめく授業
○基礎学力の充実を図り、社会の中で積極的に生き

ていける力を身につけます。

○実験･実習や体験活動の充実に努めるとともに、生

徒が主体的に学習し、成就感や達成感を味わうこ

とのできる授業を行います。

安全・安心な学校生活
○本校の教育活動を積極的に発信し、広報活動を推

進します。

○生徒の防災意識を高め、津波対策にも取り組みま

す。

仲間と創る学校行事や部活動
○部活動を推進し、豊かな心を持った心を育成し、自主

性と自立性を身につけます。

○生徒の自己肯定感を培い、他を尊重し、思いやりのあ

る豊かな心をもって他と協調する姿勢を養います。

大切にする生活習慣とマナー
○社会生活のルールと基本的な生活習慣を身につけ、それ

を守ろうとする態度を育成します。

○生徒の状況を理解し、家庭と連携し課題解決に向けた適

切な指導、支援を行います。

○交通安全教育を徹底して、生徒が安全に登下校できるよ

う努めます。

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ川崎駅、京浜急行線京急川崎駅より

臨港バス（２番乗り場）「川21系統」または（17番乗

り場）「川03系統」「塩浜二丁目」行き（20分）「大

師高校前」下車

����度 主な大学と��学校の��実�(����)・就��   

主な学校行事���3�度�

�� �学�
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   事業���
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��� 定��験

��� ��� �心��し�うし��い�

��� 定��験

�� ��的な��の時間全体発�会

   ���卒業�験
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部活動

��動部�
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�会社 /��会社����ー�ン /�本����会社
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大学・�大

���大学(�) ����大学���

��学�大学(�) �立��大学���

��大学(1) ����大学(1) ��学�大学(�)

��大学(�) �本��体育大学���

����立�業�術��大学�7�

��大学��大学部�2�

��学校

�本�学�(12) ���ュー��ー�����ル(�)

�������(3) ���教育��(4) ����(2)

大�������(5) ���育(�) ���学�(�)

���ー���(�)������ー�(�)

����学�(�) ���心調理�(2)

����学�(�) 大������(�)

��中���(1) ����科�生�(�)��動�(�)

�����ション���ン(1) ���図(1)
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本���成 22� 4�に新しいタイプの��高����技術高��として��しました。広い�地と

きれいな���とてもす�しやすく、��り�からも�く、通学にも�利な学�です。

本��産業�から�い信�を得ており、大�業�の����能です。また、��制大学を�心に、

一���や��制度�指�����、��型��などに�る�学にも力を�れています。�成 27�度

までの、��高��育力�上��事業 Ver.�「理�科学�育実践�」の���を��し、科学的、

�学的に��し表�する態度を育て、�造的な能力を高めることを目指した�育を実践します。

● 入学してからコースを選択
����、全��同�科目を学び、基礎力を高めます。同�

に、���からのコース��のための�イ�ンスや実習体�

を通して各コースの��を理解し、���から�コース

に分かれて、資��得や��的な��を学�でいきます。

�� ��学習 �� 体育�

10� �学��,�化�

�� ��研究�表�

12�,３� 球技大� �

● 実践的な工業専門教育を通してプロフェッショナルを育てる
実際的・体�的な学習を通して、科学技術の��に��できる基礎的・基本的な知識と技術を

�につ�、高度な��技術と技能を�����た技術�を育成します。

● 学校説明会 ��,11�,12�

��活動���

主な���� ������

����川�����上��1700���� �211-0013

電 ��044(511)0114

����044(549)0138

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasakikoka-th/

� ����21年11�（��22年４��校）

� �����

��学��生�数�学�数

１年 �年 ３年 �

�合技�� 185 216 169 570

学 � 数 ６ ６ ６ 18

(生��学�数�����令和４年４���)

�学校�内��

����機関

����������り

�����

�������新川���り

���15�

�����（川71��40��）�上��������

��３�

� �������コース
機械に関する基礎的な知識と技術、各種工作機械の操作や制御を学び

様々な産業分野で活躍できるエンジニアの育成を目指します。

� ロ�ッ�シス��コース
ロボットに関する基礎的な知識と技術を学び、ロボット制御のプログラムや

メカトロニクス技術を学びます。様々な自動制御分野で活躍できるエンジニア

の育成を目指します。

� �����ロ�ーコース
電力、新エネルギー、電気機器、電気工事などについての知識や

技術を習得するとともに、電気テクノロジーをとおして実際に

活用できる能力と態度を育てます。

� ������コース
デジタルメディア作成のために、ハードウェアとソフトウェアの

両面から幅広い知識と技術を習得することをとおして、各種情報機器

などを実践的に活用できる能力と態度を育てます。

� �������コース
・「エコロジー」についての調査

・「リサイクル」という地球資源の再利用

・「環境」にやさしいものづくり

これらの３つのポイントを軸に環境に対する関心や探求心を

高め、広い視野で環境保全、資源、工学の基礎などを理解する

力と態度を育てます。

� ������スコース
食品成分表に基づいた食品分析技術や化学を基礎とした

食品製造技術を習得するとともに、食の安全に対する意識を高めます。

� ���
陸上競技 バスケットボール バレーボール サッカー 剣道 空手道 弓道 卓球 テニス

ソフトテニス バドミントン 硬式野球 アウトドア 水泳

� ���
機械研究 化学研究 電気研究 模型 吹奏楽 アマチュア無線 放送 軽音楽 茶道 美術

囲碁将棋 写真  機械研究部 Vex Robotics World Championship 2021 出場
弓道部 令和３年度 関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 ６位入賞
陸上競技部 令和３年度 神奈川県高等学校新人陸上競技大会 男子やり投げ 第３位
第一種電気工事士 令和３年度 10名合格（県内高校生合格者数 ４年連続１位）

� �学
学習院大学 神奈川工科大学 神奈川大学 関東学院大学 湘南工科大学 玉川大学

電気通信大学 東海大学 東京工芸大学 東京電機大学 東洋大学 日本大学 日本体育大学

� ��
日本冶金工業 東京電力パワーグリッド アマノ ＮＵＣ 小田急電鉄 神奈川臨海鉄道

関電工 崎陽軒 コカ・コーラボトラーズジャパン ジュピターテレコム 第一屋製パン

ＪＦＥエンジニアリング 東急ストア 東電同窓電気 トヨタ自動車 日産自動車 ニコン

富士通ゼネラル フジッコ プレス工業 森永製菓 山崎製パン 自衛隊

部活動

主な進路実績
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川
崎
市

本���成 22� 4�に新しいタイプの��高����技術高��として��しました。広い�地と

きれいな���とてもす�しやすく、��り�からも�く、通学にも�利な学�です。

本��産業�から�い信�を得ており、大�業�の����能です。また、��制大学を�心に、

一���や��制度�指�����、��型��などに�る�学にも力を�れています。�成 27�度

までの、��高��育力�上��事業 Ver.�「理�科学�育実践�」の���を��し、科学的、

�学的に��し表�する態度を育て、�造的な能力を高めることを目指した�育を実践します。

● 入学してからコースを選択
����、全��同�科目を学び、基礎力を高めます。同�

に、���からのコース��のための�イ�ンスや実習体�

を通して各コースの��を理解し、���から�コース

に分かれて、資��得や��的な��を学�でいきます。

�� ��学習 �� 体育�

10� �学��,�化�

�� ��研究�表�

12�,３� 球技大� �

● 実践的な工業専門教育を通してプロフェッショナルを育てる
実際的・体�的な学習を通して、科学技術の��に��できる基礎的・基本的な知識と技術を

�につ�、高度な��技術と技能を�����た技術�を育成します。

● 学校説明会 ��,11�,12�

��活動���

�� ��学習 �� 体育�

主な���� ������

����川�����上��1700���� �211-0013

電 ��044(511)0114

����044(549)0138

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasakikoka-th/

� ����21年11�（��22年４��校）

� �����

��学��生�数�学�数

１年 �年 ３年 �

�合技�� 185 216 169 570

学 � 数 ６ ６ ６ 18

 (生��学�数�����令和４年４���)

�学校�内��

����機関

����������り

�����

�������新川���り

���15�

�����（川71��40��）�上��������

��３�

� �������コース
機械に関する基礎的な知識と技術、各種工作機械の操作や制御を学び

様々な産業分野で活躍できるエンジニアの育成を目指します。

� ロ�ッ�シス��コース
ロボットに関する基礎的な知識と技術を学び、ロボット制御のプログラムや

メカトロニクス技術を学びます。様々な自動制御分野で活躍できるエンジニア

の育成を目指します。

� �����ロ�ーコース
電力、新エネルギー、電気機器、電気工事などについての知識や

技術を習得するとともに、電気テクノロジーをとおして実際に

活用できる能力と態度を育てます。

� ������コース
デジタルメディア作成のために、ハードウェアとソフトウェアの

両面から幅広い知識と技術を習得することをとおして、各種情報機器

などを実践的に活用できる能力と態度を育てます。

� �������コース
・「エコロジー」についての調査

・「リサイクル」という地球資源の再利用

・「環境」にやさしいものづくり

これらの３つのポイントを軸に環境に対する関心や探求心を

高め、広い視野で環境保全、資源、工学の基礎などを理解する

力と態度を育てます。

� ������スコース
食品成分表に基づいた食品分析技術や化学を基礎とした

食品製造技術を習得するとともに、食の安全に対する意識を高めます。

� ���
陸上競技 バスケットボール バレーボール サッカー 剣道 空手道 弓道 卓球 テニス

ソフトテニス バドミントン 硬式野球 アウトドア 水泳

� ���
機械研究 化学研究 電気研究 模型 吹奏楽 アマチュア無線 放送 軽音楽 茶道 美術

囲碁将棋 写真 機械研究部 Vex Robotics World Championship 2021 出場
弓道部 令和３年度 関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 ６位入賞
陸上競技部 令和３年度 神奈川県高等学校新人陸上競技大会 男子やり投げ 第３位
第一種電気工事士 令和３年度 10名合格（県内高校生合格者数 ４年連続１位）

� �学
学習院大学 神奈川工科大学 神奈川大学 関東学院大学 湘南工科大学 玉川大学

電気通信大学 東海大学 東京工芸大学 東京電機大学 東洋大学 日本大学 日本体育大学

� ��
日本冶金工業 東京電力パワーグリッド アマノ ＮＵＣ 小田急電鉄 神奈川臨海鉄道

関電工 崎陽軒 コカ・コーラボトラーズジャパン ジュピターテレコム 第一屋製パン

ＪＦＥエンジニアリング 東急ストア 東電同窓電気 トヨタ自動車 日産自動車 ニコン

富士通ゼネラル フジッコ プレス工業 森永製菓 山崎製パン 自衛隊

部活動

主な進路実績
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本���成 22� 4�に新しいタイプの��高����技術高��として��しました。広い�地と

きれいな���とてもす�しやすく、��り�からも�く、通学にも�利な学�です。

本��産業�から�い信�を得ており、大�業�の����能です。また、��制大学を�心に、

一���や��制度�指�����、��型��などに�る�学にも力を�れています。�成 27�度

までの、��高��育力�上��事業 Ver.�「理�科学�育実践�」の���を��し、科学的、

�学的に��し表�する態度を育て、�造的な能力を高めることを目指した�育を実践します。

● 入学してからコースを選択
����、全��同�科目を学び、基礎力を高めます。同�

に、���からのコース��のための�イ�ンスや実習体�

を通して各コースの��を理解し、���から�コース

に分かれて、資��得や��的な��を学�でいきます。

�� ��学習 �� 体育�

10� �学��,�化�

�� ��研究�表�

12�,３� 球技大� �

● 実践的な工業専門教育を通してプロフェッショナルを育てる
実際的・体�的な学習を通して、科学技術の��に��できる基礎的・基本的な知識と技術を

�につ�、高度な��技術と技能を�����た技術�を育成します。

● 学校説明会 ��,11�,12�

��活動���

主な���� ������

����川�����上��1700���� �211-0013

電 ��044(511)0114

����044(549)0138

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasakikoka-th/

� ����21年11�（��22年４��校）

� �����

��学��生�数�学�数

１年 �年 ３年 �

�合技�� 185 216 169 570

学 � 数 ６ ６ ６ 18

(生��学�数�����令和４年４���)

�学校�内��

����機関

����������り

�����

�������新川���り

���15�

�����（川71��40��）�上��������

��３�

� �������コース
機械に関する基礎的な知識と技術、各種工作機械の操作や制御を学び

様々な産業分野で活躍できるエンジニアの育成を目指します。

� ロ�ッ�シス��コース
ロボットに関する基礎的な知識と技術を学び、ロボット制御のプログラムや

メカトロニクス技術を学びます。様々な自動制御分野で活躍できるエンジニア

の育成を目指します。

� �����ロ�ーコース
電力、新エネルギー、電気機器、電気工事などについての知識や

技術を習得するとともに、電気テクノロジーをとおして実際に

活用できる能力と態度を育てます。

� ������コース
デジタルメディア作成のために、ハードウェアとソフトウェアの

両面から幅広い知識と技術を習得することをとおして、各種情報機器

などを実践的に活用できる能力と態度を育てます。

� �������コース
・「エコロジー」についての調査

・「リサイクル」という地球資源の再利用

・「環境」にやさしいものづくり

これらの３つのポイントを軸に環境に対する関心や探求心を

高め、広い視野で環境保全、資源、工学の基礎などを理解する

力と態度を育てます。

� ������スコース
食品成分表に基づいた食品分析技術や化学を基礎とした

食品製造技術を習得するとともに、食の安全に対する意識を高めます。

� ���
陸上競技 バスケットボール バレーボール サッカー 剣道 空手道 弓道 卓球 テニス

ソフトテニス バドミントン 硬式野球 アウトドア 水泳

� ���
機械研究 化学研究 電気研究 模型 吹奏楽 アマチュア無線 放送 軽音楽 茶道 美術

囲碁将棋 写真  

電気研究 模型 吹奏楽 アマチュア無線 放送 軽音楽 茶道 美術電気研究 模型 吹奏楽 アマチュア無線 放送 軽音楽 茶道 美術
機械研究部 Vex Robotics World Championship 2021 出場
弓道部 令和３年度 関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 ６位入賞
陸上競技部 令和３年度 神奈川県高等学校新人陸上競技大会 男子やり投げ 第３位
第一種電気工事士 令和３年度 10名合格（県内高校生合格者数 ４年連続１位）

� �学
学習院大学 神奈川工科大学 神奈川大学 関東学院大学 湘南工科大学 玉川大学

電気通信大学 東海大学 東京工芸大学 東京電機大学 東洋大学 日本大学 日本体育大学

� ��
日本冶金工業 東京電力パワーグリッド アマノ ＮＵＣ 小田急電鉄 神奈川臨海鉄道

関電工 崎陽軒 コカ・コーラボトラーズジャパン ジュピターテレコム 第一屋製パン

ＪＦＥエンジニアリング 東急ストア 東電同窓電気 トヨタ自動車 日産自動車 ニコン

富士通ゼネラル フジッコ プレス工業 森永製菓 山崎製パン 自衛隊

� ���

部活動

� �学

主な進路実績

145

川
崎
市

本���成 22� 4�に新しいタイプの��高����技術高��として��しました。広い�地と

きれいな���とてもす�しやすく、��り�からも�く、通学にも�利な学�です。

本��産業�から�い信�を得ており、大�業�の����能です。また、��制大学を�心に、

一���や��制度�指�����、��型��などに�る�学にも力を�れています。�成 27�度

までの、��高��育力�上��事業 Ver.�「理�科学�育実践�」の���を��し、科学的、

�学的に��し表�する態度を育て、�造的な能力を高めることを目指した�育を実践します。

● 入学してからコースを選択
����、全��同�科目を学び、基礎力を高めます。同�

に、���からのコース��のための�イ�ンスや実習体�

を通して各コースの��を理解し、���から�コース

に分かれて、資��得や��的な��を学�でいきます。

�� ��学習 �� 体育�

10� �学��,�化�

�� ��研究�表�

12�,３� 球技大� �

● 実践的な工業専門教育を通してプロフェッショナルを育てる
実際的・体�的な学習を通して、科学技術の��に��できる基礎的・基本的な知識と技術を

�につ�、高度な��技術と技能を�����た技術�を育成します。

● 学校説明会 ��,11�,12�

��活動���

主な���� ������

����川�����上��1700���� �211-0013

電 ��044(511)0114

����044(549)0138

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kawasakikoka-th/

� ����21年11�（��22年４��校）

� �����

��学��生�数�学�数

１年 �年 ３年 �

�合技�� 185 216 169 570

学 � 数 ６ ６ ６ 18

 (生��学�数�����令和４年４���)

�学校�内��

����機関

����������り

�����

�������新川���り

���15�

�����（川71��40��）�上��������

��３�

� �������コース
機械に関する基礎的な知識と技術、各種工作機械の操作や制御を学び

様々な産業分野で活躍できるエンジニアの育成を目指します。

� ロ�ッ�シス��コース
ロボットに関する基礎的な知識と技術を学び、ロボット制御のプログラムや

メカトロニクス技術を学びます。様々な自動制御分野で活躍できるエンジニア

の育成を目指します。

� �����ロ�ーコース
電力、新エネルギー、電気機器、電気工事などについての知識や

技術を習得するとともに、電気テクノロジーをとおして実際に

活用できる能力と態度を育てます。

� ������コース
デジタルメディア作成のために、ハードウェアとソフトウェアの

両面から幅広い知識と技術を習得することをとおして、各種情報機器

などを実践的に活用できる能力と態度を育てます。

� �������コース
・「エコロジー」についての調査

・「リサイクル」という地球資源の再利用

・「環境」にやさしいものづくり

これらの３つのポイントを軸に環境に対する関心や探求心を

高め、広い視野で環境保全、資源、工学の基礎などを理解する

力と態度を育てます。

� ������スコース
食品成分表に基づいた食品分析技術や化学を基礎とした

食品製造技術を習得するとともに、食の安全に対する意識を高めます。

� ���
陸上競技 バスケットボール バレーボール サッカー 剣道 空手道 弓道 卓球 テニス

ソフトテニス バドミントン 硬式野球 アウトドア 水泳

� ���
機械研究 化学研究 電気研究 模型 吹奏楽 アマチュア無線 放送 軽音楽 茶道 美術

囲碁将棋 写真 機械研究部 Vex Robotics World Championship 2021 出場
弓道部 令和３年度 関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 ６位入賞
陸上競技部 令和３年度 神奈川県高等学校新人陸上競技大会 男子やり投げ 第３位
第一種電気工事士 令和３年度 10名合格（県内高校生合格者数 ４年連続１位）

� �学
学習院大学 神奈川工科大学 神奈川大学 関東学院大学 湘南工科大学 玉川大学

電気通信大学 東海大学 東京工芸大学 東京電機大学 東洋大学 日本大学 日本体育大学

� ��
日本冶金工業 東京電力パワーグリッド アマノ ＮＵＣ 小田急電鉄 神奈川臨海鉄道

関電工 崎陽軒 コカ・コーラボトラーズジャパン ジュピターテレコム 第一屋製パン

ＪＦＥエンジニアリング 東急ストア 東電同窓電気 トヨタ自動車 日産自動車 ニコン

富士通ゼネラル フジッコ プレス工業 森永製菓 山崎製パン 自衛隊

部活動

主な進路実績
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�在��川崎市���������14��� �211-0042

電 ��044(766)7457

����044(752)7812

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/shinjo-h/

� 立��和37年10月

� �����

��学������学��

�年 �年 �年 �

� 通 � 274 279 273 826

学 � � � � � 21

(���学�������令和４年４月現在)

�学�����
���通��
���������������������
���12�
�川崎����������電��17��
�������������電��11��

令和４年度に 60期生が入学しました

新城高校は理念や教育目標を

「7つの力�に集約しました。

勉強するのはあたりまえ。 加えて、いかに人間力を高めていくか…

  新城高校は公立の王道をすすみ、そのために、さまざまな仕掛けを用意しています。

そして近未来のＩＴ化・グローバル化に怯まない知力・人間力を高めます。

1 ��学��大学�����������学�

2 ����������学��

3 ����������現������

4 �������������������

5 �����������他�������

6 ���������������������

7 �������������立��立���

校訓は「清楚
せ い そ

質実
しつじつ

」

清清しさと誠実さがモットーです

60年の���大���������

����������� 27年����������� 30年�

���������������� 31年�����������

令和�年�����の�����������学������

�������������� 27年��女子の�������

�����

�� 学ぶ
<学習> ��� 50 �����の���

�で���力は�と�り、����力の

��を�ります。 また、�教�に�ロ��

��ーを��し ICT ��を���に�用

しています。

����には、��用の�が用意さ�て

�り、いつで���に��に質�がで�る

��にな�ています。

��みは�実した講習を実�して��

の�化を�るとと�に、�� 4��か�は

�・�����が実用英語技能検定

を��し、���用�力の��をめざし

ます。

�� 挑む
<部活動> 約 85�の��が加�しています。��か�

���まで����の��に�り�り��でいる��の

�は、新城高校その�のです。

<行事> 城高祭��育�・�化��、�����ール・

�����な�では、��が���に��を立てて�

��に��し、��な�り�がりをみせます。

�� めざす
<進路> 2��の 1�か�は、あえて 3年 0学期と�

�、��の第一志望宣言を�い、��目標実�に�けて

の��ートを�ります。���しい����を�くために、��間

の�����くりや�������の実�、�������を

�して意�を高め、����の実�に�めます。近�、�公立

��や���立���の����加しています。

�立した��として��で��で�る人�を育てるため、�

���・�����を�して�����ッ�教育に����に

�り��でいます。

�����の�な����実� 令和４年４月現在

�国公立】横浜国立大学 東北大学 お茶の水女子大学 東京外国語大学 東京学芸大学 電気通信大学

     東京海洋大学 金沢大学 広島大学 神奈川県立保健福祉大学 川崎市立看護大学 東京都立大学 他

��立】������ ����� ���� ��理��� ���� ������ 立教�� ���� ����

����� �城�� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ����

�� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ��������

147

川
崎
市

�在��川崎市���������14��� �211-0042

電 ��044(766)7457

����044(752)7812

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/shinjo-h/

� 立��和37年10月

� �����

��学������学��

�年 �年 �年 �

� 通 � 274 279 273 826 

学 � � � � � 21

 (���学�������令和４年４月現在) 

�学�����
���通��
���������������������
���12�
�川崎����������電��17��
�������������電��11��

令和４年度に 60期生が入学しました

新城高校は理念や教育目標を

「7つの力�に集約しました。

勉強するのはあたりまえ。 加えて、いかに人間力を高めていくか…

  新城高校は公立の王道をすすみ、そのために、さまざまな仕掛けを用意しています。

そして近未来のＩＴ化・グローバル化に怯まない知力・人間力を高めます。

勉強すするのはあたりまえ。 加えて、いかに人間力を高めていくか
1 ��学��大学�����������学�

2 ����������学��

3 ����������現������

4 �������������������

5 �����������他�������

6 ���������������������

7 �������������立��立���

校訓は「清楚
せ い そ

質実
しつじつ

」

清清しさと誠実さがモットーです

60年の���大���������

����������� 27年����������� 30年�

���������������� 31年�����������

令和�年�����の�����������学������

�������������� 27年��女子の�������

�����

�� 学ぶ
<学習> ��� 50 �����の���

�で���力は�と�り、����力の

��を�ります。 また、�教�に�ロ��

��ーを��し ICT ��を���に�用

しています。

����には、��用の�が用意さ�て

�り、いつで���に��に質�がで�る

��にな�ています。

��みは�実した講習を実�して��

の�化を�るとと�に、�� 4��か�は

�・�����が実用英語技能検定

を��し、���用�力の��をめざし

ます。

�� 挑む
<部活動> 約 85�の��が加�しています。��か�

���まで����の��に�り�り��でいる��の

�は、新城高校その�のです。

<行事> 城高祭��育�・�化��、�����ール・

�����な�では、��が���に��を立てて�

��に��し、��な�り�がりをみせます。

�� めざす
<進路> 2��の 1�か�は、あえて 3年 0学期と�

�、��の第一志望宣言を�い、��目標実�に�けて

の��ートを�ります。���しい����を�くために、��間

の�����くりや�������の実�、�������を

�して意�を高め、����の実�に�めます。近�、�公立

��や���立���の����加しています。

�立した��として��で��で�る人�を育てるため、�

���・�����を�して�����ッ�教育に����に

�り��でいます。

�����の�な����実� 令和４年４月現在

�国公立】横浜国立大学 東北大学 お茶の水女子大学 東京外国語大学 東京学芸大学 電気通信大学

     東京海洋大学 金沢大学 広島大学 神奈川県立保健福祉大学 川崎市立看護大学 東京都立大学 他

��立】������ ����� ���� ��理��� ���� ������ 立教�� ���� ����

����� �城�� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ����

�� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ��������
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�在��川崎市���������14��� �211-0042

電 ��044(766)7457

����044(752)7812

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/shinjo-h/

� 立��和37年10月

� �����

��学������学��

�年 �年 �年 �

� 通 � 274 279 273 826

学 � � � � � 21

(���学�������令和４年４月現在)

�学�����
���通��
���������������������
���12�
�川崎����������電��17��
�������������電��11��

令和４年度に 60期生が入学しました

新城高校は理念や教育目標を

「7つの力�に集約しました。

勉強するのはあたりまえ。 加えて、いかに人間力を高めていくか…

  新城高校は公立の王道をすすみ、そのために、さまざまな仕掛けを用意しています。

そして近未来のＩＴ化・グローバル化に怯まない知力・人間力を高めます。

1 ��学��大学�����������学�

2 ����������学��

3 ����������現������

4 �������������������

5 �����������他�������

6 ���������������������

7 �������������立��立���

校訓は「清楚
せ い そ

質実
しつじつ

」

清清しさと誠実さがモットーです

60年の���大���������

����������� 27年����������� 30年�

���������������� 31年�����������

令和�年�����の�����������学������

�������������� 27年��女子の�������

�����

�� 学ぶ
<学習> ��� 50 �����の���

�で���力は�と�り、����力の

��を�ります。 また、�教�に�ロ��

��ーを��し ICT ��を���に�用

しています。

����には、��用の�が用意さ�て

�り、いつで���に��に質�がで�る

��にな�ています。

��みは�実した講習を実�して��

の�化を�るとと�に、�� 4��か�は

�・�����が実用英語技能検定

を��し、���用�力の��をめざし

ます。

�� 挑む
<部活動> 約 85�の��が加�しています。��か�

���まで����の��に�り�り��でいる��の

�は、新城高校その�のです。

<行事> 城高祭��育�・�化��、�����ール・

�����な�では、��が���に��を立てて�

��に��し、��な�り�がりをみせます。

�� めざす
<進路> 2��の 1�か�は、あえて 3年 0学期と�

�、��の第一志望宣言を�い、��目標実�に�けて

の��ートを�ります。���しい����を�くために、��間

の�����くりや�������の実�、�������を

�して意�を高め、����の実�に�めます。近�、�公立

��や���立���の����加しています。

�立した��として��で��で�る人�を育てるため、�

���・�����を�して�����ッ�教育に����に

�り��でいます。

�����の�な����実� 令和４年４月現在

�国公立】横浜国立大学 東北大学 お茶の水女子大学 東京外国語大学 東京学芸大学 電気通信大学

     東京海洋大学 金沢大学 広島大学 神奈川県立保健福祉大学 川崎市立看護大学 東京都立大学 他

��立】������ ����� ���� ��理��� ���� ������ 立教�� ���� ����

����� �城�� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ����

�� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ��������
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� 立��和37年10月

� �����

��学������学��

�年 �年 �年 �

� 通 � 274 279 273 826 

学 � � � � � 21

 (���学�������令和４年４月現在) 

�学�����
���通��
���������������������
���12�
�川崎����������電��17��
�������������電��11��

令和４年度に 60期生が入学しました

新城高校は理念や教育目標を

「7つの力�に集約しました。

勉強するのはあたりまえ。 加えて、いかに人間力を高めていくか…

  新城高校は公立の王道をすすみ、そのために、さまざまな仕掛けを用意しています。

そして近未来のＩＴ化・グローバル化に怯まない知力・人間力を高めます。

1 ��学��大学�����������学�

2 ����������学��

3 ����������現������

4 �������������������

5 �����������他�������

6 ���������������������

7 �������������立��立���

校訓は「清楚
せ い そ

質実
しつじつ

」

清清しさと誠実さがモットーです

60年の���大���������

����������� 27年����������� 30年�

���������������� 31年�����������

令和�年�����の�����������学������

�������������� 27年��女子の�������

�����

�� 学ぶ
<学習> ��� 50 �����の���

�で���力は�と�り、����力の

��を�ります。 また、�教�に�ロ��

��ーを��し ICT ��を���に�用

しています。

����には、��用の�が用意さ�て

�り、いつで���に��に質�がで�る

��にな�ています。

��みは�実した講習を実�して��

の�化を�るとと�に、�� 4��か�は

�・�����が実用英語技能検定

を��し、���用�力の��をめざし

ます。

�� 挑む
<部活動> 約 85�の��が加�しています。��か�

���まで����の��に�り�り��でいる��の

�は、新城高校その�のです。

<行事> 城高祭��育�・�化��、�����ール・

�����な�では、��が���に��を立てて�

��に��し、��な�り�がりをみせます。

�� めざす
<進路> 2��の 1�か�は、あえて 3年 0学期と�

�、��の第一志望宣言を�い、��目標実�に�けて

の��ートを�ります。���しい����を�くために、��間

の�����くりや�������の実�、�������を

�して意�を高め、����の実�に�めます。近�、�公立

��や���立���の����加しています。

�立した��として��で��で�る人�を育てるため、�

���・�����を�して�����ッ�教育に����に

�り��でいます。

�����の�な����実� 令和４年４月現在

�国公立】横浜国立大学 東北大学 お茶の水女子大学 東京外国語大学 東京学芸大学 電気通信大学

     東京海洋大学 金沢大学 広島大学 神奈川県立保健福祉大学 川崎市立看護大学 東京都立大学 他

��立】������ ����� ���� ��理��� ���� ������ 立教�� ���� ����

����� �城�� ���� ������ ����� ���� ���� ������ ����

�� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ��������
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�����い生徒

「自ら学び、判断し、行動する生徒」

・生�をと�して自ら学び、��を活�する力

・自�を��し、��と��しながら�会に��す

る力

教育活動���

◇３学�制です。��み、��みの�に成�が出て、

学習の�り�みを��すことができます。

◇��教育に力を入れ、１年生の��では�人��

�を�り入れています。また、実���技���

の�会場となって�り、����を�援していま

す。

����教育��

◇学校の�方を�多い��に�まれ、�は�が��

となり、�には��の�の��で彩られます。�

�地とは�えない�かな��の中で、生徒たちは、

�学・行事・部活動に�んでいます。

カリ��ラ�

◇��・�本�学� １年生では��・�本の教�

を�通に学習し、自�の��を発�することに�

め、��学力の充実をはかります。

◇��学� ２・３年生では、１年生で学んだ学習

��を発展・充実させていきます。生徒の��・

�心・進路に応�た選��目を��しています。

◇プログラミング教育��進 �教育��会から

����ラ�ン�教育���進校�の指�を�け

ています。これからの�����会に�められる

��的��力や��して��を��する力をコ

ン��ー�ーを活�しながら身に�けていきま

す。

◇�合�な�究��� ��の�方・�え方を�か

せ、�断的・�合的な学習を行�ことを通して、

自�の�り方生き方を主体的に�えながら、��

を発�し�り����してい�ための��・�力

を身に�けます。

所���川崎市中���月���34��1� �211-0021

� ��044(433)8555

����044(433)8760

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/sumiyoshi-h/

� 立�昭和55年�月

� ���日�

��学科・生徒�・学��

�年 �年 ３年 �

� � 科 361 357 356 1074

学 � � � � � 27

(生徒�学��に�いて�令和４年４月現�)

�学校����

������

�東�東横�����より

・徒���

����武����横���・����ライン�東�東

横�武蔵��� より徒�15�

進路指導 よりよい進路実現に向けて

生徒個人の将来の展望をふまえ、１、２年生では

分野別進路ガイダンスを実施し、３年生では進路別

のきめ細かな指導を行っています。また、全国規模

の学力テストを１年から導入して学習の動機づけを

行い、「自ら学び、判断し、行動する生徒」の育成を

目指します。

◇主な合格先（令和３年度(令和４年３月)卒業生）

神奈川県立保健福祉大学 川崎市立看護大学 東

京都立大学 茨城大学 釧路公立大学 青山学院

大学 神奈川大学 鎌倉女子大学 慶応義塾大学

工学院大学 國學院大学 国士舘大学 駒澤大学

実践女子大学 成蹊大学 専修大学 大東文化大

学 玉川大学 中央大学 帝京大学 東海大学

東京医療保健大学 東京都市大学 東京農業大学

東京薬科大 東京理科大 東洋大学 日本体育大

学 日本大学 法政大学 明治学院大学 明治大

学 武蔵大学 立教大学 立命館大学 早稲田大

学 大妻女子大学短期大学部 洗足こども短期大

学 昭和大学医学部附属看護専門学校 横浜労災

看護専門学校 横浜市役所 川崎市消防局 ほか

生活・生徒支援

◇年間を通して遅刻防止・服装身だしなみ・頭髪の

指導を実施しています。

◇自転車通学者に対する実践的な交通安全指導と、

任意保険への加入を紹介しています。

◇スクールカウンセラーなどにより、教育相談体制

を充実させています。

部活動

◇陸上競技部 バレーボール部 バスケットボー
ル部 バドミントン部 ラグビー部 サッカー
部 卓球部 テニス部 チアリーディング部
野球部 ダンス部 ラクロス部 吹奏楽部 軽
音楽部 美術部 茶道部 マルチメディア部 ア
コースティックギター部 ハンドメイド研究部
プログラミング研究部

学校行事

体育祭・羽
は

月
づき

祭
さい

・合唱コンクール・球技大会・修

学旅行と多彩な学校行事があります。

◇体育祭

本校の行事で一番盛

り上がるのが体育祭で

す。生徒は誕生月で四

季に分かれ、競技・応

援を競います。応援団

が結成され、３年生を中心に応援とマスコットを

作りあげていきます。

◇合唱コンクール

クラス対抗で行われ、企画・運営・選曲など全

て生徒が主体となって実施されます。とても盛り

上がる行事のひとつです。

◇文化祭（羽月祭）

クラスの出し物や部活動の発表はもちろんのこ

と、有志団体の発表や、生徒会による特別企画も

あり、毎年、中学生の皆さんや地域の方にも楽し

んでいただいています。令和３年度は感染症拡大

予防の観点から、中止しましたが、令和元年は

5,000名を超える方に来場していただきました。

羽月祭

● 生徒会長より ●

住吉高校では生徒が主体となって各行事の

企画・運営を行っています。９月の文化祭や

秋・冬の学校説明会では、校内の様子や、雰

囲気を感じることができるので、ぜひ足を運

んでください。進路の面では、１年生の時か

ら自分の進路を真剣に考える機会があり、早

い段階で自分のやりたい事を見つけることが

できる学校です。行事以外でも、学校見学が

できますのでぜひいらしてください。お待ちし

ています。
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�����い生徒

「自ら学び、判断し、行動する生徒」

・生�をと�して自ら学び、��を活�する力

・自�を��し、��と��しながら�会に��す

る力

教育活動���

◇３学�制です。��み、��みの�に成�が出て、

学習の�り�みを��すことができます。

◇��教育に力を入れ、１年生の��では�人��

�を�り入れています。また、実���技���

の�会場となって�り、����を�援していま

す。

����教育��

◇学校の�方を�多い��に�まれ、�は�が��

となり、�には��の�の��で彩られます。�

�地とは�えない�かな��の中で、生徒たちは、

�学・行事・部活動に�んでいます。

カリ��ラ�

◇��・�本�学� １年生では��・�本の教�

を�通に学習し、自�の��を発�することに�

め、��学力の充実をはかります。

◇��学� ２・３年生では、１年生で学んだ学習

��を発展・充実させていきます。生徒の��・

�心・進路に応�た選��目を��しています。

◇プログラミング教育��進 �教育��会から

����ラ�ン�教育���進校�の指�を�け

ています。これからの�����会に�められる

��的��力や��して��を��する力をコ

ン��ー�ーを活�しながら身に�けていきま

す。

◇�合�な�究��� ��の�方・�え方を�か

せ、�断的・�合的な学習を行�ことを通して、

自�の�り方生き方を主体的に�えながら、��

を発�し�り����してい�ための��・�力

を身に�けます。

所���川崎市中���月���34��1� �211-0021

� ��044(433)8555
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� � 科 361 357 356 1074
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分野別進路ガイダンスを実施し、３年生では進路別
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工学院大学 國學院大学 国士舘大学 駒澤大学

実践女子大学 成蹊大学 専修大学 大東文化大

学 玉川大学 中央大学 帝京大学 東海大学

東京医療保健大学 東京都市大学 東京農業大学

東京薬科大 東京理科大 東洋大学 日本体育大

学 日本大学 法政大学 明治学院大学 明治大

学 武蔵大学 立教大学 立命館大学 早稲田大

学 大妻女子大学短期大学部 洗足こども短期大

学 昭和大学医学部附属看護専門学校 横浜労災

看護専門学校 横浜市役所 川崎市消防局 ほか

生活・生徒支援

◇年間を通して遅刻防止・服装身だしなみ・頭髪の

指導を実施しています。

◇自転車通学者に対する実践的な交通安全指導と、

任意保険への加入を紹介しています。

◇スクールカウンセラーなどにより、教育相談体制

を充実させています。

部活動

◇陸上競技部 バレーボール部 バスケットボー
ル部 バドミントン部 ラグビー部 サッカー
部 卓球部 テニス部 チアリーディング部
野球部 ダンス部 ラクロス部 吹奏楽部 軽
音楽部 美術部 茶道部 マルチメディア部 ア
コースティックギター部 ハンドメイド研究部
プログラミング研究部

学校行事

体育祭・羽
は

月
づき

祭
さい

・合唱コンクール・球技大会・修

学旅行と多彩な学校行事があります。

◇体育祭

本校の行事で一番盛

り上がるのが体育祭で

す。生徒は誕生月で四

季に分かれ、競技・応

援を競います。応援団

が結成され、３年生を中心に応援とマスコットを

作りあげていきます。

◇合唱コンクール

クラス対抗で行われ、企画・運営・選曲など全

て生徒が主体となって実施されます。とても盛り

上がる行事のひとつです。

◇文化祭（羽月祭）

クラスの出し物や部活動の発表はもちろんのこ

と、有志団体の発表や、生徒会による特別企画も

あり、毎年、中学生の皆さんや地域の方にも楽し

んでいただいています。令和３年度は感染症拡大

予防の観点から、中止しましたが、令和元年は

5,000名を超える方に来場していただきました。

羽月祭

● 生徒会長より ●

住吉高校では生徒が主体となって各行事の

企画・運営を行っています。９月の文化祭や

秋・冬の学校説明会では、校内の様子や、雰

囲気を感じることができるので、ぜひ足を運

んでください。進路の面では、１年生の時か

ら自分の進路を真剣に考える機会があり、早

い段階で自分のやりたい事を見つけることが

できる学校です。行事以外でも、学校見学が

できますのでぜひいらしてください。お待ちし

ています。
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東京医療保健大学 東京都市大学 東京農業大学

東京薬科大 東京理科大 東洋大学 日本体育大

学 日本大学 法政大学 明治学院大学 明治大

学 武蔵大学 立教大学 立命館大学 早稲田大

学 大妻女子大学短期大学部 洗足こども短期大

学 昭和大学医学部附属看護専門学校 横浜労災

看護専門学校 横浜市役所 川崎市消防局 ほか

生活・生徒支援

◇年間を通して遅刻防止・服装身だしなみ・頭髪の

指導を実施しています。

◇自転車通学者に対する実践的な交通安全指導と、

任意保険への加入を紹介しています。

◇スクールカウンセラーなどにより、教育相談体制

を充実させています。

部活動

◇陸上競技部 バレーボール部 バスケットボー
ル部 バドミントン部 ラグビー部 サッカー
部 卓球部 テニス部 チアリーディング部
野球部 ダンス部 ラクロス部 吹奏楽部 軽
音楽部 美術部 茶道部 マルチメディア部 ア
コースティックギター部 ハンドメイド研究部
プログラミング研究部

学校行事

体育祭・羽
は

月
づき

祭
さい

・合唱コンクール・球技大会・修

学旅行と多彩な学校行事があります。

◇体育祭

本校の行事で一番盛

り上がるのが体育祭で

す。生徒は誕生月で四

季に分かれ、競技・応

援を競います。応援団

が結成され、３年生を中心に応援とマスコットを

作りあげていきます。

◇合唱コンクール

クラス対抗で行われ、企画・運営・選曲など全

て生徒が主体となって実施されます。とても盛り

上がる行事のひとつです。

◇文化祭（羽月祭）

クラスの出し物や部活動の発表はもちろんのこ

と、有志団体の発表や、生徒会による特別企画も

あり、毎年、中学生の皆さんや地域の方にも楽し

んでいただいています。令和３年度は感染症拡大

予防の観点から、中止しましたが、令和元年は

5,000名を超える方に来場していただきました。

羽月祭

● 生徒会長より ●

住吉高校では生徒が主体となって各行事の

企画・運営を行っています。９月の文化祭や

秋・冬の学校説明会では、校内の様子や、雰

囲気を感じることができるので、ぜひ足を運

んでください。進路の面では、１年生の時か

ら自分の進路を真剣に考える機会があり、早

い段階で自分のやりたい事を見つけることが

できる学校です。行事以外でも、学校見学が

できますのでぜひいらしてください。お待ちし

ています。
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