
海��学�校����������の学�にな�し�した！
●海洋科学高校は、��４年度から船舶運航科・水産食品科・無線技術科・生物環境科を設�し、これまでの2学��

の���の課�から、3学期制の学年制の課程となりました。

●４つの新しい学科『船舶運航科、無線技術科、水産食品科、生物環境科』では、40人の学���で科ごとに科目を

履修します。「船舶運航科」は2学年から航海系と機関系に分かれます。

●生�一人ひとりにきめ細やかな指�を�って専門�を�め、専門教科25���上を�めた�業��を修得します。

さま�まな体験学習をとおして、��かな人間�と�ましい�会�を�につけます。

●����の��・海�の�校として、水産・海洋の各分野に関する基礎的な知識・技術から高度な専門的知識と実

�力を�につけ、海洋関連産業で活躍する職業人を育成します。

<教育活動の��> ～海を知り、海を�り、海を�
ひら

く～

�どんな��をするの？

海と言っても海洋生物、食品、情報通信�して船舶の航海や機関に関する��など、各学科の��があり�力的な

授業が��あります。専門分野の��について海のプ�フェッシ��ルである先生た�がサポートします。

�実習を通してシーマンシップを�につける！

�校は1年次から海上でカッター、小型船や大型船の乗船などさま�まな実習をとおして海を学�ことができます。

実習を通して�間と協力することや�いを�いやる気��が�につき、海の�力を知ることができます。

�高度な知識と技術をめ�す専�科を�設しています！

海洋科学高校では、３年間の��が�わったあと、さらに専門�を�めることができる専攻科という上��ラス

（�年間）を設�しています。航海士・機関士・通信士のい�れかの上�国家資格を取得するための��をします。

���海�の�������！ �に���������！

１年 ２年 ３年 計

専
攻
科

漁業生産科 10 11 21
水産工学科 4 10 14
情報通信科 7 8 15

学 級 数 3 3 6

神奈川県立 海洋
かい よ う

科学
か が く

高等学校

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ横須賀線逗子駅・京浜急行逗子・葉山駅より京急バス「長井」行、

「横須賀市民病院」行（40分）「横須賀市民病院」下車徒歩２分

●京浜急行横須賀中央駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（35分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「長井」行き「三崎東岡」

行き（30分）「林」下車徒歩６分

●京浜急行三崎口駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（20分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「横須賀駅」行き（15分）

「林」下車徒歩６分

所在地：横須賀市長坂１丁目２番１号 〒240-0101
電 話：046(856)3128
ＦＡＸ：046(857)6457
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kaiyokagaku-h/
創 立：平成19年11月（平成20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

本
科

海 洋 科 学 科 100 111 211
(一般コース) 66 72 138

(船舶運航コース) 34 39 73
船舶運航科 39 39
水産食品科 13 13
無線技術科 29 29
生物環境科 30 30

学 級 数 4 4 4 12
(生徒、学級数については令和４年４月現在)
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1年生 船舶運航科

無線技術科 水産食品科 生物環境科2年生 船舶運航科

航海系

船舶運航科

機関系3年生

専�科 漁業生産科 水産工学科 情報通信科

逗子・葉山駅

<教育課程> ～各学科で履修可能な選択科目～  

◎将来海に関する仕事に就くための力を身に付ける！！ というコンセプトでカリキュラムが組まれています。

船舶運航科 無線技術科 水産食品科 生物環境科

1 

年

生 科学と人間生活

小型船舶

科学と人間生活

海洋通信技術

電気理論

科学と人間生活

食品製造

化学基礎

漁業  

海洋生物

2 

年

生

（航海系）
物理基礎

漁業  

小型船舶

航海・計器

船舶運用

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ

総合実習

（機関系）
物理基礎

船用機関

機械設計工作

電気理論

小型船舶

総合実習

数学A  

海洋情報技術

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学

総合実習

物理基礎

船舶通信実習

化学基礎

食品製造

食品管理

水産流通

総合実習

船舶調理実習

数学A 

生物基礎

海洋情報技術

漁業

資源増殖

海洋生物

３

年

生

（航海系）
航海・計器

船舶運用

総合実習

（機関系）
船用機関

機械設計工作

電気理論

総合実習

論理表現Ⅰ

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学
水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ/ 

海洋通信技術/ 

海洋情報技術

総合実習

食品製造

食品管理

水産流通
生物基礎／フード

デザイン

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

／化学／調理・

食文化

総合実習

物理基礎

資源増殖

海洋環境
生 物 / 小 型 船

舶・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ/

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

総合実習

詳しいことを知りたい人は、学校説明会や体験入学等に参加しましょう。

ホームページにも、更新情報を随時掲載していきます。検索してみましょう。

学校見学は随時受けつけます（前もってご連絡ください）。

キャリア教育を進め、一人ひとりの「夢の

実現」をきめ細やかに支援します。専門教科

の実習やインターンシップ、水産デュアルシ

ステムなどを通じて職業観を磨き、専門知識

や技術を活かした就職を目指します。入学時

に目標が決まっていなくても様々な先生に相

談しながら将来を考えることができます。

<充実した学校生活をサポート!!>

<大学・研究機関との連携>

！！>
東京海洋大学・東海大学

の公開授業に参加し、専門

的視野を広げます。

また、東京大学、海洋研

究開発機構（JAMSTEC）、

神奈川県水産技術センター

の協力授業により、高度な

知識と先端技術を知ること

ができます。

船舶運航科の総合実習は湘南丸乗船実習

遠洋航海で外国に寄港、漁業調査を実施 <部・サークル活動> 

！！>
舟艇、硬式野球、軽音楽

陸上競技、硬式テニス

バスケットボール、卓球、

バレーボール、柔道、

海洋ＪＲＣ、水泳、茶道

バドミントン、吹奏楽

水産生物、電子研究、

ソフトボール、美術

ウェイトリフティング

４月･･湘南丸遠洋航海出港式

11月  海洋祭(文化祭) 

１月‥課題研究発表会

３月  スポーツ大会

<学校行事> 

！！>

将来の夢の実現に向けて資格取得を

サポートします。

各学科で共通するものに水産海洋技

術検定、高等学校海洋情報技術検定、

危険物取扱責任者などがあります。

無線技術科では陸上無線技術士、水

産食品科では食品技能検定、生物環境

科では潜水士など学習内容を生かした

資格取得に挑戦できます。船舶運航科

では大型船の操縦に必要な海技士の免

状の取得に向けて乗船履歴を付け、試

験の筆記試験は免除となります。多く

の資格を取り、マリンマイスターを目

指してみませんか！？

<資格取得など>

現代の国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ 体育 保健  音楽/美術/美術

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 海洋情報技術 水産海洋基礎

論理国語 公共 数学Ⅱ 体育 保健 家庭基礎 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

(共通科目)

(共通科目)

文学国語 歴史総合 数学Ⅱ 体育 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 課題研究  
(共通科目)

カッター漕艇実習

大型実習船「湘南丸」乗船体験

小型実習船「わかしお」乗船

長井海洋実習場(実習施設)  

1年次 水産海洋基礎の様子

生物環境科の総合実習は

種苗生産や生物学実験

生物の体の仕組みから育成、増殖
の方法について学びます。

航海、機関に分かれて当直など船舶職員
に必要な技能を学びます。

無線技術科の総合実習は

無線、電気、情報技術実習

水産食品科の総合実習は

食品の衛生管理、製造実習

食品の製造・調理や衛生に

関する技能を学びます。
無線や電波などの仕組み、
通信技術について学びます。
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海��学�校����������の学�にな�し�した！
●海洋科学高校は、��４年度から船舶運航科・水産食品科・無線技術科・生物環境科を設�し、これまでの2学��

の���の課�から、3学期制の学年制の課程となりました。

●４つの新しい学科『船舶運航科、無線技術科、水産食品科、生物環境科』では、40人の学���で科ごとに科目を

履修します。「船舶運航科」は2学年から航海系と機関系に分かれます。

●生�一人ひとりにきめ細やかな指�を�って専門�を�め、専門教科25���上を�めた�業��を修得します。

さま�まな体験学習をとおして、��かな人間�と�ましい�会�を�につけます。

●����の��・海�の�校として、水産・海洋の各分野に関する基礎的な知識・技術から高度な専門的知識と実

�力を�につけ、海洋関連産業で活躍する職業人を育成します。

 <教育活動の��> ～海を知り、海を�り、海を�
ひら

く～

�どんな��をするの？

海と言っても海洋生物、食品、情報通信�して船舶の航海や機関に関する��など、各学科の��があり�力的な

授業が��あります。専門分野の��について海のプ�フェッシ��ルである先生た�がサポートします。

�実習を通してシーマンシップを�につける！

  �校は1年次から海上でカッター、小型船や大型船の乗船などさま�まな実習をとおして海を学�ことができます。

実習を通して�間と協力することや�いを�いやる気��が�につき、海の�力を知ることができます。

�高度な知識と技術をめ�す専�科を�設しています！

海洋科学高校では、３年間の��が�わったあと、さらに専門�を�めることができる専攻科という上��ラス

（�年間）を設�しています。航海士・機関士・通信士のい�れかの上�国家資格を取得するための��をします。

���海�の�������！ �に���������！
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＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ横須賀線逗子駅・京浜急行逗子・葉山駅より京急バス「長井」行、

「横須賀市民病院」行（40分）「横須賀市民病院」下車徒歩２分

●京浜急行横須賀中央駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（35分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「長井」行き「三崎東岡」

行き（30分）「林」下車徒歩６分

●京浜急行三崎口駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（20分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「横須賀駅」行き（15分）

「林」下車徒歩６分

所在地：横須賀市長坂１丁目２番１号 〒240-0101
電 話：046(856)3128
ＦＡＸ：046(857)6457
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kaiyokagaku-h/
創 立：平成19年11月（平成20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

本
科

海 洋 科 学 科 100 111 211
(一般コース) 66 72 138

(船舶運航コース) 34 39 73
船舶運航科 39 39
水産食品科 13 13
無線技術科 29 29
生物環境科 30 30

学 級 数 4 4 4 12
 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 
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1年生 船舶運航科

無線技術科 水産食品科 生物環境科2年生 船舶運航科

航海系

船舶運航科

機関系3年生

専�科 漁業生産科 水産工学科 情報通信科

逗子・葉山駅

<教育課程> ～各学科で履修可能な選択科目～

◎将来海に関する仕事に就くための力を身に付ける！！ というコンセプトでカリキュラムが組まれています。

船舶運航科 無線技術科 水産食品科 生物環境科

1

年

生 科学と人間生活

小型船舶

科学と人間生活

海洋通信技術

電気理論

科学と人間生活

食品製造

化学基礎

漁業

海洋生物

2

年

生

（航海系）
物理基礎

漁業

小型船舶

航海・計器

船舶運用

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ

総合実習

（機関系）
物理基礎

船用機関

機械設計工作

電気理論

小型船舶

総合実習

数学A

海洋情報技術

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学

総合実習

物理基礎

船舶通信実習

化学基礎

食品製造

食品管理

水産流通

総合実習

船舶調理実習

数学A

生物基礎

海洋情報技術

漁業

資源増殖

海洋生物

３

年

生

（航海系）
航海・計器

船舶運用

総合実習

（機関系）
船用機関

機械設計工作

電気理論

総合実習

論理表現Ⅰ

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学
水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ/

海洋通信技術/

海洋情報技術

総合実習

食品製造

食品管理

水産流通
生物基礎／フード

デザイン

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

／化学／調理・

食文化

総合実習

物理基礎

資源増殖

海洋環境
生 物 / 小 型 船

舶・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ/

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

総合実習

詳しいことを知りたい人は、学校説明会や体験入学等に参加しましょう。

ホームページにも、更新情報を随時掲載していきます。検索してみましょう。

学校見学は随時受けつけます（前もってご連絡ください）。

キャリア教育を進め、一人ひとりの「夢の

実現」をきめ細やかに支援します。専門教科

の実習やインターンシップ、水産デュアルシ

ステムなどを通じて職業観を磨き、専門知識

や技術を活かした就職を目指します。入学時

に目標が決まっていなくても様々な先生に相

談しながら将来を考えることができます。

<充実した学校生活をサポート!!>

<大学・研究機関との連携>

！！>
東京海洋大学・東海大学

の公開授業に参加し、専門

的視野を広げます。

また、東京大学、海洋研

究開発機構（JAMSTEC）、

神奈川県水産技術センター

の協力授業により、高度な

知識と先端技術を知ること

ができます。

船舶運航科の総合実習は湘南丸乗船実習

遠洋航海で外国に寄港、漁業調査を実施 <部・サークル活動>

！！>
舟艇、硬式野球、軽音楽

陸上競技、硬式テニス

バスケットボール、卓球、

バレーボール、柔道、

海洋ＪＲＣ、水泳、茶道

バドミントン、吹奏楽

水産生物、電子研究、

ソフトボール、美術

ウェイトリフティング

４月･･湘南丸遠洋航海出港式

11月  海洋祭(文化祭)

１月‥課題研究発表会

３月  スポーツ大会

<学校行事>

！！>

将来の夢の実現に向けて資格取得を

サポートします。

各学科で共通するものに水産海洋技

術検定、高等学校海洋情報技術検定、

危険物取扱責任者などがあります。

無線技術科では陸上無線技術士、水

産食品科では食品技能検定、生物環境

科では潜水士など学習内容を生かした

資格取得に挑戦できます。船舶運航科

では大型船の操縦に必要な海技士の免

状の取得に向けて乗船履歴を付け、試

験の筆記試験は免除となります。多く

の資格を取り、マリンマイスターを目

指してみませんか！？

<資格取得など>

現代の国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ 体育 保健 音楽/美術/美術

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 海洋情報技術 水産海洋基礎

論理国語 公共 数学Ⅱ 体育 保健 家庭基礎 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

(共通科目)

(共通科目)

文学国語 歴史総合 数学Ⅱ 体育 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 課題研究
(共通科目)

カッター漕艇実習

大型実習船「湘南丸」乗船体験

小型実習船「わかしお」乗船

長井海洋実習場(実習施設)

1年次 水産海洋基礎の様子

生物環境科の総合実習は

種苗生産や生物学実験

生物の体の仕組みから育成、増殖
の方法について学びます。

航海、機関に分かれて当直など船舶職員
に必要な技能を学びます。

無線技術科の総合実習は

無線、電気、情報技術実習

水産食品科の総合実習は

食品の衛生管理、製造実習

食品の製造・調理や衛生に

関する技能を学びます。
無線や電波などの仕組み、
通信技術について学びます。
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海��学�校����������の学�にな�し�した！
●海洋科学高校は、��４年度から船舶運航科・水産食品科・無線技術科・生物環境科を設�し、これまでの2学��

の���の課�から、3学期制の学年制の課程となりました。

●４つの新しい学科『船舶運航科、無線技術科、水産食品科、生物環境科』では、40人の学���で科ごとに科目を

履修します。「船舶運航科」は2学年から航海系と機関系に分かれます。

●生�一人ひとりにきめ細やかな指�を�って専門�を�め、専門教科25���上を�めた�業��を修得します。

さま�まな体験学習をとおして、��かな人間�と�ましい�会�を�につけます。

●����の��・海�の�校として、水産・海洋の各分野に関する基礎的な知識・技術から高度な専門的知識と実

�力を�につけ、海洋関連産業で活躍する職業人を育成します。

<教育活動の��> ～海を知り、海を�り、海を�
ひら

く～

�どんな��をするの？

海と言っても海洋生物、食品、情報通信�して船舶の航海や機関に関する��など、各学科の��があり�力的な

授業が��あります。専門分野の��について海のプ�フェッシ��ルである先生た�がサポートします。

�実習を通してシーマンシップを�につける！

�校は1年次から海上でカッター、小型船や大型船の乗船などさま�まな実習をとおして海を学�ことができます。

実習を通して�間と協力することや�いを�いやる気��が�につき、海の�力を知ることができます。

�高度な知識と技術をめ�す専�科を�設しています！

海洋科学高校では、３年間の��が�わったあと、さらに専門�を�めることができる専攻科という上��ラス

（�年間）を設�しています。航海士・機関士・通信士のい�れかの上�国家資格を取得するための��をします。

���海�の�������！ �に���������！

１年 ２年 ３年 計

専
攻
科

漁業生産科 10 11 21
水産工学科 4 10 14
情報通信科 7 8 15

学 級 数 3 3 6

神奈川県立 海洋
かい よ う

科学
か が く

高等学校

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ横須賀線逗子駅・京浜急行逗子・葉山駅より京急バス「長井」行、

「横須賀市民病院」行（40分）「横須賀市民病院」下車徒歩２分

●京浜急行横須賀中央駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（35分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「長井」行き「三崎東岡」

行き（30分）「林」下車徒歩６分

●京浜急行三崎口駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（20分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「横須賀駅」行き（15分）

「林」下車徒歩６分

所在地：横須賀市長坂１丁目２番１号 〒240-0101
電 話：046(856)3128
ＦＡＸ：046(857)6457
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kaiyokagaku-h/
創 立：平成19年11月（平成20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

本
科

海 洋 科 学 科 100 111 211
(一般コース) 66 72 138

(船舶運航コース) 34 39 73
船舶運航科 39 39
水産食品科 13 13
無線技術科 29 29
生物環境科 30 30

学 級 数 4 4 4 12
(生徒、学級数については令和４年４月現在)

海洋科学

高校

市民

病院

自

衛

隊

市
民
病
院

太
田
和

林

至逗子

至衣笠・横須賀

至三崎口

1年生 船舶運航科

無線技術科 水産食品科 生物環境科2年生 船舶運航科

航海系

船舶運航科

機関系3年生

専�科 漁業生産科 水産工学科 情報通信科

逗子・葉山駅

<教育課程> ～各学科で履修可能な選択科目～  

◎将来海に関する仕事に就くための力を身に付ける！！ というコンセプトでカリキュラムが組まれています。

船舶運航科 無線技術科 水産食品科 生物環境科

1 

年

生 科学と人間生活

小型船舶

科学と人間生活

海洋通信技術

電気理論

科学と人間生活

食品製造

化学基礎

漁業  

海洋生物

2 

年

生

（航海系）
物理基礎

漁業  

小型船舶

航海・計器

船舶運用

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ

総合実習

（機関系）
物理基礎

船用機関

機械設計工作

電気理論

小型船舶

総合実習

数学A  

海洋情報技術

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学

総合実習

物理基礎

船舶通信実習

化学基礎

食品製造

食品管理

水産流通

総合実習

船舶調理実習

数学A 

生物基礎

海洋情報技術

漁業

資源増殖

海洋生物

３

年

生

（航海系）
航海・計器

船舶運用

総合実習

（機関系）
船用機関

機械設計工作

電気理論

総合実習

論理表現Ⅰ

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学
水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ/ 

海洋通信技術/ 

海洋情報技術

総合実習

食品製造

食品管理

水産流通
生物基礎／フード

デザイン

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

／化学／調理・

食文化

総合実習

物理基礎

資源増殖

海洋環境
生 物 / 小 型 船

舶・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ/

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

総合実習

詳しいことを知りたい人は、学校説明会や体験入学等に参加しましょう。

ホームページにも、更新情報を随時掲載していきます。検索してみましょう。

学校見学は随時受けつけます（前もってご連絡ください）。

キャリア教育を進め、一人ひとりの「夢の

実現」をきめ細やかに支援します。専門教科

の実習やインターンシップ、水産デュアルシ

ステムなどを通じて職業観を磨き、専門知識

や技術を活かした就職を目指します。入学時

に目標が決まっていなくても様々な先生に相

談しながら将来を考えることができます。

<充実した学校生活をサポート!!>

<大学・研究機関との連携>

！！>
東京海洋大学・東海大学

の公開授業に参加し、専門

的視野を広げます。

また、東京大学、海洋研

究開発機構（JAMSTEC）、

神奈川県水産技術センター

の協力授業により、高度な

知識と先端技術を知ること

ができます。

船舶運航科の総合実習は湘南丸乗船実習

遠洋航海で外国に寄港、漁業調査を実施 <部・サークル活動> 

！！>
舟艇、硬式野球、軽音楽

陸上競技、硬式テニス

バスケットボール、卓球、

バレーボール、柔道、

海洋ＪＲＣ、水泳、茶道

バドミントン、吹奏楽

水産生物、電子研究、

ソフトボール、美術

ウェイトリフティング

４月･･湘南丸遠洋航海出港式

11月  海洋祭(文化祭) 

１月‥課題研究発表会

３月  スポーツ大会

<学校行事> 

！！>

将来の夢の実現に向けて資格取得を

サポートします。

各学科で共通するものに水産海洋技

術検定、高等学校海洋情報技術検定、

危険物取扱責任者などがあります。

無線技術科では陸上無線技術士、水

産食品科では食品技能検定、生物環境

科では潜水士など学習内容を生かした

資格取得に挑戦できます。船舶運航科

では大型船の操縦に必要な海技士の免

状の取得に向けて乗船履歴を付け、試

験の筆記試験は免除となります。多く

の資格を取り、マリンマイスターを目

指してみませんか！？

<資格取得など>

現代の国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ 体育 保健  音楽/美術/美術

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 海洋情報技術 水産海洋基礎

論理国語 公共 数学Ⅱ 体育 保健 家庭基礎 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

(共通科目)

(共通科目)

文学国語 歴史総合 数学Ⅱ 体育 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 課題研究  
(共通科目)

カッター漕艇実習

大型実習船「湘南丸」乗船体験

小型実習船「わかしお」乗船

長井海洋実習場(実習施設)  

1年次 水産海洋基礎の様子

生物環境科の総合実習は

種苗生産や生物学実験

生物の体の仕組みから育成、増殖
の方法について学びます。

航海、機関に分かれて当直など船舶職員
に必要な技能を学びます。

無線技術科の総合実習は

無線、電気、情報技術実習

水産食品科の総合実習は

食品の衛生管理、製造実習

食品の製造・調理や衛生に

関する技能を学びます。
無線や電波などの仕組み、
通信技術について学びます。

211

横
須
賀
市

海��学�校����������の学�にな�し�した！
●海洋科学高校は、��４年度から船舶運航科・水産食品科・無線技術科・生物環境科を設�し、これまでの2学��

の���の課�から、3学期制の学年制の課程となりました。

●４つの新しい学科『船舶運航科、無線技術科、水産食品科、生物環境科』では、40人の学���で科ごとに科目を

履修します。「船舶運航科」は2学年から航海系と機関系に分かれます。

●生�一人ひとりにきめ細やかな指�を�って専門�を�め、専門教科25���上を�めた�業��を修得します。

さま�まな体験学習をとおして、��かな人間�と�ましい�会�を�につけます。

●����の��・海�の�校として、水産・海洋の各分野に関する基礎的な知識・技術から高度な専門的知識と実

�力を�につけ、海洋関連産業で活躍する職業人を育成します。

 <教育活動の��> ～海を知り、海を�り、海を�
ひら

く～

�どんな��をするの？

海と言っても海洋生物、食品、情報通信�して船舶の航海や機関に関する��など、各学科の��があり�力的な

授業が��あります。専門分野の��について海のプ�フェッシ��ルである先生た�がサポートします。

�実習を通してシーマンシップを�につける！

  �校は1年次から海上でカッター、小型船や大型船の乗船などさま�まな実習をとおして海を学�ことができます。

実習を通して�間と協力することや�いを�いやる気��が�につき、海の�力を知ることができます。

�高度な知識と技術をめ�す専�科を�設しています！

海洋科学高校では、３年間の��が�わったあと、さらに専門�を�めることができる専攻科という上��ラス

（�年間）を設�しています。航海士・機関士・通信士のい�れかの上�国家資格を取得するための��をします。

���海�の�������！ �に���������！

１年 ２年 ３年 計

専
攻
科

漁業生産科 10 11 21
水産工学科 4 10 14
情報通信科 7 8 15

学 級 数 3 3 6

神奈川県立 海洋
かい よ う

科学
か が く

高等学校

＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ横須賀線逗子駅・京浜急行逗子・葉山駅より京急バス「長井」行、

「横須賀市民病院」行（40分）「横須賀市民病院」下車徒歩２分

●京浜急行横須賀中央駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（35分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「長井」行き「三崎東岡」

行き（30分）「林」下車徒歩６分

●京浜急行三崎口駅より、京急バス「横須賀市民病院」行き（20分）

「横須賀市民病院」下車徒歩２分、もしくは「横須賀駅」行き（15分）

「林」下車徒歩６分

所在地：横須賀市長坂１丁目２番１号 〒240-0101
電 話：046(856)3128
ＦＡＸ：046(857)6457
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kaiyokagaku-h/
創 立：平成19年11月（平成20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

本
科

海 洋 科 学 科 100 111 211
(一般コース) 66 72 138

(船舶運航コース) 34 39 73
船舶運航科 39

  

39
水産食品科 13 13
無線技術科 29 29
生物環境科 30 30

学 級 数 4 4 4 12
 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

海洋科学

高校

市民

病院

自

衛

隊

市
民
病
院

太
田
和

林

至逗子

至衣笠・横須賀

至三崎口

1年生 船舶運航科

無線技術科 水産食品科 生物環境科2年生 船舶運航科

航海系

船舶運航科

機関系3年生

専�科 漁業生産科 水産工学科 情報通信科

逗子・葉山駅

<教育課程> ～各学科で履修可能な選択科目～

◎将来海に関する仕事に就くための力を身に付ける！！ というコンセプトでカリキュラムが組まれています。

船舶運航科 無線技術科 水産食品科 生物環境科

1

年

生 科学と人間生活

小型船舶

科学と人間生活

海洋通信技術

電気理論

科学と人間生活

食品製造

化学基礎

漁業

海洋生物

2

年

生

（航海系）
物理基礎

漁業

小型船舶

航海・計器

船舶運用

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ

総合実習

（機関系）
物理基礎

船用機関

機械設計工作

電気理論

小型船舶

総合実習

数学A

海洋情報技術

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学

総合実習

物理基礎

船舶通信実習

化学基礎

食品製造

食品管理

水産流通

総合実習

船舶調理実習

数学A

生物基礎

海洋情報技術

漁業

資源増殖

海洋生物

３

年

生

（航海系）
航海・計器

船舶運用

総合実習

（機関系）
船用機関

機械設計工作

電気理論

総合実習

論理表現Ⅰ

電気理論
移動体通信工学

海洋通信技術

船舶工学
水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ/

海洋通信技術/

海洋情報技術

総合実習

食品製造

食品管理

水産流通
生物基礎／フード

デザイン

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

／化学／調理・

食文化

総合実習

物理基礎

資源増殖

海洋環境
生 物 / 小 型 船

舶・ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ/

水産ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ

総合実習

詳しいことを知りたい人は、学校説明会や体験入学等に参加しましょう。

ホームページにも、更新情報を随時掲載していきます。検索してみましょう。

学校見学は随時受けつけます（前もってご連絡ください）。

キャリア教育を進め、一人ひとりの「夢の

実現」をきめ細やかに支援します。専門教科

の実習やインターンシップ、水産デュアルシ

ステムなどを通じて職業観を磨き、専門知識

や技術を活かした就職を目指します。入学時

に目標が決まっていなくても様々な先生に相

談しながら将来を考えることができます。

<充実した学校生活をサポート!!>

<大学・研究機関との連携>

！！>
東京海洋大学・東海大学

の公開授業に参加し、専門

的視野を広げます。

また、東京大学、海洋研

究開発機構（JAMSTEC）、

神奈川県水産技術センター

の協力授業により、高度な

知識と先端技術を知ること

ができます。

船舶運航科の総合実習は湘南丸乗船実習

遠洋航海で外国に寄港、漁業調査を実施 <部・サークル活動>

！！>
舟艇、硬式野球、軽音楽

陸上競技、硬式テニス

バスケットボール、卓球、

バレーボール、柔道、

海洋ＪＲＣ、水泳、茶道

バドミントン、吹奏楽

水産生物、電子研究、

ソフトボール、美術

ウェイトリフティング

４月･･湘南丸遠洋航海出港式

11月  海洋祭(文化祭)

１月‥課題研究発表会

３月  スポーツ大会

<学校行事>

！！>

将来の夢の実現に向けて資格取得を

サポートします。

各学科で共通するものに水産海洋技

術検定、高等学校海洋情報技術検定、

危険物取扱責任者などがあります。

無線技術科では陸上無線技術士、水

産食品科では食品技能検定、生物環境

科では潜水士など学習内容を生かした

資格取得に挑戦できます。船舶運航科

では大型船の操縦に必要な海技士の免

状の取得に向けて乗船履歴を付け、試

験の筆記試験は免除となります。多く

の資格を取り、マリンマイスターを目

指してみませんか！？

<資格取得など>

現代の国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ 体育 保健 音楽/美術/美術

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 海洋情報技術 水産海洋基礎

論理国語 公共 数学Ⅱ 体育 保健 家庭基礎 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ

(共通科目)

(共通科目)

文学国語 歴史総合 数学Ⅱ 体育 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 課題研究
(共通科目)

カッター漕艇実習

大型実習船「湘南丸」乗船体験

小型実習船「わかしお」乗船

長井海洋実習場(実習施設)

1年次 水産海洋基礎の様子

生物環境科の総合実習は

種苗生産や生物学実験

生物の体の仕組みから育成、増殖
の方法について学びます。

航海、機関に分かれて当直など船舶職員
に必要な技能を学びます。

無線技術科の総合実習は

無線、電気、情報技術実習

水産食品科の総合実習は

食品の衛生管理、製造実習

食品の製造・調理や衛生に

関する技能を学びます。
無線や電波などの仕組み、
通信技術について学びます。
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�文武両道���立自主� の��を現�に受け��

本校は�浦��の最北部、横浜市との���にあり、

京浜�行追浜�より徒�13分という�通��な場�に立

�しています。�い��内には多くの�々が生い�り、

また��山、野�、���などの���からも近く、��

�かな自然の中で学校生活を�ごすことができます。

創立�来�文武両道���立自主�を校�とし、多くの�

れた人�を�々な分野に輩出してきました。

この校�は、現�の生徒にも受け�がれています。学

習活動・学校行事・部活動などのす�てに全力で�り�

�、主体的に学校生活を送る。自分を�じて、�間ととも

にやり�くのが、�追高生（おいこう�い：追浜高校の生

徒）�の良き��です。本校での３年間の学習や経験で、

生徒は一人ひとりが自��力�を高めます。どのような

時代・社会の変化や��にあっても、�自分ならできる��

と�り��、�り�える強い力が育まれます。

平成27年�月�成、 正門の正�に新�された�１�

は、内�に��をふん�んに�い、�分な�光が確保さ

れた明るく�かな�象の�物です。放�後、職員室前

の学習ス�ースの�には、自習、ミニ�習講�、進路相

�にと生徒たちが�まります。校内は一日中、生徒の活

気に�ちています。

��学校説明会��体験授業(体験プログラム)�などの予定

は、本校�ーム�ー�に��しますので、ご�く�さい。

教育活動の特�

① 学力向上に向けた��

令和４年度�授業力向上�進重�校�の指定を受け、こ

れまで�上に充実した授業を行っています。知識・技能

の定着を基に、�々な�での対話を通じて、思考力・�

�力・表現力を向上さ�ます。授業時間�外でも、職員

室前の学習ス�ースや自習室等、主体的に学習する生

徒へのサ�ートが充実しています。生徒は、本校自作特

�の学習計画���Spontaneous（通�：ス�ンタ）�で見

通しを立て、学習し、�り�り、次のステップを目指します。

��等�習講�では、基�から発�まで対応します。

② 自�実現のための教育��

１年次は、必修科目を中心に基�学力の充実と学習習

�の定着を�ります。２年次は、応用力をつけるとともに、

各自の興味関心に応じた学習を進めます。３年次は、生

徒一人ひとりの目標実現のための学習に加え、多�な�

�科目を学び、希望進路の実現を目指します。

③ 55分授業の実施

授業時間50分の高校が多い中、追浜高校は55分授業

です。このプラス�分の授業時間が、�あと１問�学びたい

生徒の気�ちに応えます。�分�６校時で、１日あたり30

分。プラス30分の学習を毎日��重�ることで、確実な

学習成果につながります。
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16 横須賀

スタジアム

●GS

●北図書館

●消防署

●中学校

歩道橋追浜商店街

所在地：横須賀市夏島町13番地 〒237-0061

電 話：046(865)4174

ＦＡＸ：046(865)9891

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

創 立：昭和37年10月

課 程：全日制、定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 279 276 277 832

学 級 数 ７ ７ ７ 21

(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
●京浜急行線追浜駅より徒歩13分

夢を実現するためのキャリア教育・進路支援

生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、それぞ

れの目標を達成できるよう、高校３年間を見通したキャリ

アプランに基づく支援をします。適時必要な情報提供を行

うガイダンス、生徒個々の状況・希望を尊重しながら共に

考えるカウンセリングを行っています。

① さまざまな説明会の開催  

各種の進路説明会（進学・就職など）を１年次より計画

的に開催し、的確な進路情報・キャリアプラン作成情報を

提供しています。

【学習ガイダンス】

学習方法や模擬試験後の分析など、各学年に応じた

内容で実施しています。

【大学入学共通テスト説明会・問題分析会】

２年生対象に、大学入学共通テスト全般の説明と教科

ごとの問題の分析・解説を行い、生徒一人ひとりの進路

決定意識を高める機会を設けています。

【分野別ガイダンス】

看護医療系を希望する生徒を対象に、将来を見据え

て、必要なことを具体的に説明し、進路実現に向けて早

期から準備できるように支援しています。

【先輩セミナー】

大学の話や高校時代の勉強の方法について、卒業生

を講師とした講演会を実施しています。

【保護者対象のキャリア説明会】

保護者を対象に、本校の進路結果や近況、変動する

進路全般をテーマとしたキャリア説明会を、３年生は６

月、１・２年生は11月の土曜日に実施しています。

② 模擬試験・ＧＴＥＣ・小論文の実施

模擬試験・ＧＴＥＣ（英語４技能テスト）の受験機会や新

しい入試制度に対応できる小論文指導を用意していま

す。学習達成度の確認や全国有力校との比較、英語力

の分析調査、表現力の向上教育などを行い、生徒の学

力向上と進路希望の実現に努めています。  

③ キャリア特別授業の実施

生徒一人ひとりのキャリアプラン作成支援の一環とし

て、大学等から講師を招き、実際に行われている授業等

を体験受講する機会を設けています。具体的な学問分野

への興味関心を深めることで、進路に対する目標設定が

より明確になり、学習意欲の向上が期待できます。

進路状況

【令和３年度卒業生進路先(卒業生278名)】

大学 国公立   12人(4.3%)  大学 私立  220人(79.1%)

大学 海外     1人(0.4%)

短大 公立     0人(0.0%)  短大 私立    0人(0.00%)

専門学校      8人(2.9%)  進学準備    36人(12.9%) 

就職（民間企業）  1人(0.4%)  就職（公務員） 0人(0.0%)

【おもな進学先】  

静岡大学・弘前大学・宇都宮大学・室蘭工業大学

東京都立大学・横浜市立大学・神奈川県立保健福祉大

学・高崎経済大学・都留文科大学・奈良県立大学

早稲田大学・上智大学・東京理科大学・学習院大学・明治

大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・麻

布大学・亜細亜大学・ウェスタンワシントン大学・桜美林大

学・大妻女子大学・オレゴン大学・神奈川大学・神奈川工

科大学・鎌倉女子大学・関西学院大学・関東学院大学・北

里大学・京都女子大学・京都美術工芸大学・共立女子大

学・杏林大学・工学院大学・國學院大学・国際医療福祉大

学・国士舘大学・駒澤大学・駒沢女子大学・相模女子大

学・産業能率大学・実践女子大学・芝浦工業大学・順天堂

大学・松蔭大学・城西国際大学・湘南医療大学・湘南鎌倉

医療大学・湘南工科大学・昭和大学・昭和女子大学・昭和

音楽大学・昭和薬科大学・白百合女子大学・成蹊大学・成

城大学・清泉女子大学・聖路加国際大学・専修大学大正

大学・拓殖大学・多摩大学・多摩美術大学・玉川大学・鶴

見大学・帝京大学・帝京平成大学・東海大学・東京経済大

学・東京工科大学・東京工芸大学・東京国際大学・東京女

子医科大学・東京電機大学・東京都市大学・東京農業大

学・東京薬科大学・同志社女子大学・東邦大学・東北芸術

大学・東洋大学・東洋英和女学院大学・日本大学・日本女

子大学・日本体育大学・フェリス女学院大学・文教大学・

文京学院大学・武蔵大学・武蔵野音楽大学・武蔵野大学・

武蔵野美術大学・明治学院大学・明星大学・目白大学・横

浜創英大学・立正大学・和光大学など

学校行事

追高祭（おいこうさい：文化祭と体育祭を毎年開催）や

球技大会などの学校行事は生徒会が中心となり、委員会

や部活動の生徒が協力して主体的に進めています。文

化祭は、クラスの出し物に加え、体育館、武道場、中庭で

のイベントや定時制との共催による模擬店など、知恵と

アイデアを出し合って楽しい企画で盛り上がります。体育

祭は、競技はもちろんのこと、各チーム趣向を凝らした応

援・デコレーションで、活気あふれる行事となっています。

２年生の秋には修学旅行が実施されます。この数年

は、北海道にて、歴史や文化を学び、アウトドア活動を通

して大自然を体験するプログラムを行っています。

合唱コンクールも名物行事の一つです。クラス一丸と

なっての混声合唱は、生徒全員の充実した思い出となり

ます。コロナ禍が落ち着けば、実施再開の予定です。

活発な部活動

体育系14、文化系14の部や同好会があり、加入率は

約80%を超えています。体育系は野球、陸上競技、テニ

ス、サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボー

ル、弓道、バドミントン、剣道、卓球、チアダンス、水泳、ソ

フトテニス、文化系は吹奏楽、放送、茶道、華道、棋道、

美術、家庭、軽音楽、写真、合唱、サイエンス、書道、クイ

ズ研究、演劇があります。どの部・同好会の生徒も、毎日

の学習活動も大切にして、文武両道を実践しています。
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�文武両道���立自主� の��を現�に受け��  

本校は�浦��の最北部、横浜市との���にあり、

京浜�行追浜�より徒�13分という�通��な場�に立

�しています。�い��内には多くの�々が生い�り、

また��山、野�、���などの���からも近く、��

�かな自然の中で学校生活を�ごすことができます。

創立�来�文武両道���立自主�を校�とし、多くの�

れた人�を�々な分野に輩出してきました。

この校�は、現�の生徒にも受け�がれています。学

習活動・学校行事・部活動などのす�てに全力で�り�

�、主体的に学校生活を送る。自分を�じて、�間ととも

にやり�くのが、�追高生（おいこう�い：追浜高校の生

徒）�の良き��です。本校での３年間の学習や経験で、

生徒は一人ひとりが自��力�を高めます。どのような

時代・社会の変化や��にあっても、�自分ならできる��

と�り��、�り�える強い力が育まれます。

平成27年�月�成、 正門の正�に新�された�１�

は、内�に��をふん�んに�い、�分な�光が確保さ

れた明るく�かな�象の�物です。放�後、職員室前

の学習ス�ースの�には、自習、ミニ�習講�、進路相

�にと生徒たちが�まります。校内は一日中、生徒の活

気に�ちています。

��学校説明会��体験授業(体験プログラム)�などの予定

は、本校�ーム�ー�に��しますので、ご�く�さい。

教育活動の特�

① 学力向上に向けた��

令和４年度�授業力向上�進重�校�の指定を受け、こ

れまで�上に充実した授業を行っています。知識・技能

の定着を基に、�々な�での対話を通じて、思考力・�

�力・表現力を向上さ�ます。授業時間�外でも、職員

室前の学習ス�ースや自習室等、主体的に学習する生

徒へのサ�ートが充実しています。生徒は、本校自作特

�の学習計画���Spontaneous（通�：ス�ンタ）�で見

通しを立て、学習し、�り�り、次のステップを目指します。

��等�習講�では、基�から発�まで対応します。

② 自�実現のための教育��

１年次は、必修科目を中心に基�学力の充実と学習習

�の定着を�ります。２年次は、応用力をつけるとともに、

各自の興味関心に応じた学習を進めます。３年次は、生

徒一人ひとりの目標実現のための学習に加え、多�な�

�科目を学び、希望進路の実現を目指します。

③ 55分授業の実施

授業時間50分の高校が多い中、追浜高校は55分授業

です。このプラス�分の授業時間が、�あと１問�学びたい

生徒の気�ちに応えます。�分�６校時で、１日あたり30

分。プラス30分の学習を毎日��重�ることで、確実な

学習成果につながります。
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スタジアム

●GS

●北図書館

●消防署

●中学校

歩道橋追浜商店街

所在地：横須賀市夏島町13番地 〒237-0061

電 話：046(865)4174 

ＦＡＸ：046(865)9891

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

創 立：昭和37年10月

課 程：全日制、定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 279 276 277 832 

学 級 数 ７ ７ ７ 21

 (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
●京浜急行線追浜駅より徒歩13分

夢を実現するためのキャリア教育・進路支援

生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、それぞ

れの目標を達成できるよう、高校３年間を見通したキャリ

アプランに基づく支援をします。適時必要な情報提供を行

うガイダンス、生徒個々の状況・希望を尊重しながら共に

考えるカウンセリングを行っています。

① さまざまな説明会の開催

各種の進路説明会（進学・就職など）を１年次より計画

的に開催し、的確な進路情報・キャリアプラン作成情報を

提供しています。

【学習ガイダンス】

学習方法や模擬試験後の分析など、各学年に応じた

内容で実施しています。

【大学入学共通テスト説明会・問題分析会】

２年生対象に、大学入学共通テスト全般の説明と教科

ごとの問題の分析・解説を行い、生徒一人ひとりの進路

決定意識を高める機会を設けています。

【分野別ガイダンス】

看護医療系を希望する生徒を対象に、将来を見据え

て、必要なことを具体的に説明し、進路実現に向けて早

期から準備できるように支援しています。

【先輩セミナー】

大学の話や高校時代の勉強の方法について、卒業生

を講師とした講演会を実施しています。

【保護者対象のキャリア説明会】

保護者を対象に、本校の進路結果や近況、変動する

進路全般をテーマとしたキャリア説明会を、３年生は６

月、１・２年生は11月の土曜日に実施しています。

② 模擬試験・ＧＴＥＣ・小論文の実施

模擬試験・ＧＴＥＣ（英語４技能テスト）の受験機会や新

しい入試制度に対応できる小論文指導を用意していま

す。学習達成度の確認や全国有力校との比較、英語力

の分析調査、表現力の向上教育などを行い、生徒の学

力向上と進路希望の実現に努めています。

③ キャリア特別授業の実施

生徒一人ひとりのキャリアプラン作成支援の一環とし

て、大学等から講師を招き、実際に行われている授業等

を体験受講する機会を設けています。具体的な学問分野

への興味関心を深めることで、進路に対する目標設定が

より明確になり、学習意欲の向上が期待できます。

進路状況

【令和３年度卒業生進路先(卒業生278名)】

大学 国公立 12人(4.3%)  大学 私立  220人(79.1%)

大学 海外     1人(0.4%)

短大 公立   0人(0.0%)  短大 私立    0人(0.00%)

専門学校      8人(2.9%)  進学準備   36人(12.9%)

就職（民間企業） 1人(0.4%)  就職（公務員） 0人(0.0%)

【おもな進学先】

静岡大学・弘前大学・宇都宮大学・室蘭工業大学

東京都立大学・横浜市立大学・神奈川県立保健福祉大

学・高崎経済大学・都留文科大学・奈良県立大学

早稲田大学・上智大学・東京理科大学・学習院大学・明治

大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・麻

布大学・亜細亜大学・ウェスタンワシントン大学・桜美林大

学・大妻女子大学・オレゴン大学・神奈川大学・神奈川工

科大学・鎌倉女子大学・関西学院大学・関東学院大学・北

里大学・京都女子大学・京都美術工芸大学・共立女子大

学・杏林大学・工学院大学・國學院大学・国際医療福祉大

学・国士舘大学・駒澤大学・駒沢女子大学・相模女子大

学・産業能率大学・実践女子大学・芝浦工業大学・順天堂

大学・松蔭大学・城西国際大学・湘南医療大学・湘南鎌倉

医療大学・湘南工科大学・昭和大学・昭和女子大学・昭和

音楽大学・昭和薬科大学・白百合女子大学・成蹊大学・成

城大学・清泉女子大学・聖路加国際大学・専修大学大正

大学・拓殖大学・多摩大学・多摩美術大学・玉川大学・鶴

見大学・帝京大学・帝京平成大学・東海大学・東京経済大

学・東京工科大学・東京工芸大学・東京国際大学・東京女

子医科大学・東京電機大学・東京都市大学・東京農業大

学・東京薬科大学・同志社女子大学・東邦大学・東北芸術

大学・東洋大学・東洋英和女学院大学・日本大学・日本女

子大学・日本体育大学・フェリス女学院大学・文教大学・

文京学院大学・武蔵大学・武蔵野音楽大学・武蔵野大学・

武蔵野美術大学・明治学院大学・明星大学・目白大学・横

浜創英大学・立正大学・和光大学など

学校行事

追高祭（おいこうさい：文化祭と体育祭を毎年開催）や

球技大会などの学校行事は生徒会が中心となり、委員会

や部活動の生徒が協力して主体的に進めています。文

化祭は、クラスの出し物に加え、体育館、武道場、中庭で

のイベントや定時制との共催による模擬店など、知恵と

アイデアを出し合って楽しい企画で盛り上がります。体育

祭は、競技はもちろんのこと、各チーム趣向を凝らした応

援・デコレーションで、活気あふれる行事となっています。

２年生の秋には修学旅行が実施されます。この数年

は、北海道にて、歴史や文化を学び、アウトドア活動を通

して大自然を体験するプログラムを行っています。

合唱コンクールも名物行事の一つです。クラス一丸と

なっての混声合唱は、生徒全員の充実した思い出となり

ます。コロナ禍が落ち着けば、実施再開の予定です。

活発な部活動

体育系14、文化系14の部や同好会があり、加入率は

約80%を超えています。体育系は野球、陸上競技、テニ

ス、サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボー

ル、弓道、バドミントン、剣道、卓球、チアダンス、水泳、ソ

フトテニス、文化系は吹奏楽、放送、茶道、華道、棋道、

美術、家庭、軽音楽、写真、合唱、サイエンス、書道、クイ

ズ研究、演劇があります。どの部・同好会の生徒も、毎日

の学習活動も大切にして、文武両道を実践しています。
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�文武両道���立自主� の��を現�に受け��

本校は�浦��の最北部、横浜市との���にあり、

京浜�行追浜�より徒�13分という�通��な場�に立

�しています。�い��内には多くの�々が生い�り、

また��山、野�、���などの���からも近く、��

�かな自然の中で学校生活を�ごすことができます。

創立�来�文武両道���立自主�を校�とし、多くの�

れた人�を�々な分野に輩出してきました。

この校�は、現�の生徒にも受け�がれています。学

習活動・学校行事・部活動などのす�てに全力で�り�

�、主体的に学校生活を送る。自分を�じて、�間ととも

にやり�くのが、�追高生（おいこう�い：追浜高校の生

徒）�の良き��です。本校での３年間の学習や経験で、

生徒は一人ひとりが自��力�を高めます。どのような

時代・社会の変化や��にあっても、�自分ならできる��

と�り��、�り�える強い力が育まれます。

平成27年�月�成、 正門の正�に新�された�１�

は、内�に��をふん�んに�い、�分な�光が確保さ

れた明るく�かな�象の�物です。放�後、職員室前

の学習ス�ースの�には、自習、ミニ�習講�、進路相

�にと生徒たちが�まります。校内は一日中、生徒の活

気に�ちています。

��学校説明会��体験授業(体験プログラム)�などの予定

は、本校�ーム�ー�に��しますので、ご�く�さい。

教育活動の特�

① 学力向上に向けた��

令和４年度�授業力向上�進重�校�の指定を受け、こ

れまで�上に充実した授業を行っています。知識・技能

の定着を基に、�々な�での対話を通じて、思考力・�

�力・表現力を向上さ�ます。授業時間�外でも、職員

室前の学習ス�ースや自習室等、主体的に学習する生

徒へのサ�ートが充実しています。生徒は、本校自作特

�の学習計画���Spontaneous（通�：ス�ンタ）�で見

通しを立て、学習し、�り�り、次のステップを目指します。

��等�習講�では、基�から発�まで対応します。

② 自�実現のための教育��

１年次は、必修科目を中心に基�学力の充実と学習習

�の定着を�ります。２年次は、応用力をつけるとともに、

各自の興味関心に応じた学習を進めます。３年次は、生

徒一人ひとりの目標実現のための学習に加え、多�な�

�科目を学び、希望進路の実現を目指します。

③ 55分授業の実施

授業時間50分の高校が多い中、追浜高校は55分授業

です。このプラス�分の授業時間が、�あと１問�学びたい

生徒の気�ちに応えます。�分�６校時で、１日あたり30

分。プラス30分の学習を毎日��重�ることで、確実な

学習成果につながります。
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夢を実現するためのキャリア教育・進路支援

生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、それぞ

れの目標を達成できるよう、高校３年間を見通したキャリ

アプランに基づく支援をします。適時必要な情報提供を行

うガイダンス、生徒個々の状況・希望を尊重しながら共に

考えるカウンセリングを行っています。

① さまざまな説明会の開催  

各種の進路説明会（進学・就職など）を１年次より計画

的に開催し、的確な進路情報・キャリアプラン作成情報を

提供しています。

【学習ガイダンス】

学習方法や模擬試験後の分析など、各学年に応じた

内容で実施しています。

【大学入学共通テスト説明会・問題分析会】

２年生対象に、大学入学共通テスト全般の説明と教科

ごとの問題の分析・解説を行い、生徒一人ひとりの進路

決定意識を高める機会を設けています。

【分野別ガイダンス】

看護医療系を希望する生徒を対象に、将来を見据え

て、必要なことを具体的に説明し、進路実現に向けて早

期から準備できるように支援しています。

【先輩セミナー】

大学の話や高校時代の勉強の方法について、卒業生

を講師とした講演会を実施しています。

【保護者対象のキャリア説明会】

保護者を対象に、本校の進路結果や近況、変動する

進路全般をテーマとしたキャリア説明会を、３年生は６

月、１・２年生は11月の土曜日に実施しています。

② 模擬試験・ＧＴＥＣ・小論文の実施

模擬試験・ＧＴＥＣ（英語４技能テスト）の受験機会や新

しい入試制度に対応できる小論文指導を用意していま

す。学習達成度の確認や全国有力校との比較、英語力

の分析調査、表現力の向上教育などを行い、生徒の学

力向上と進路希望の実現に努めています。  

③ キャリア特別授業の実施

生徒一人ひとりのキャリアプラン作成支援の一環とし

て、大学等から講師を招き、実際に行われている授業等

を体験受講する機会を設けています。具体的な学問分野

への興味関心を深めることで、進路に対する目標設定が

より明確になり、学習意欲の向上が期待できます。

進路状況

【令和３年度卒業生進路先(卒業生278名)】

大学 国公立   12人(4.3%)  大学 私立  220人(79.1%)

大学 海外     1人(0.4%)

短大 公立     0人(0.0%)  短大 私立    0人(0.00%)

専門学校      8人(2.9%)  進学準備    36人(12.9%) 

就職（民間企業）  1人(0.4%)  就職（公務員） 0人(0.0%)

【おもな進学先】  

静岡大学・弘前大学・宇都宮大学・室蘭工業大学

東京都立大学・横浜市立大学・神奈川県立保健福祉大

学・高崎経済大学・都留文科大学・奈良県立大学

早稲田大学・上智大学・東京理科大学・学習院大学・明治

大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・麻

布大学・亜細亜大学・ウェスタンワシントン大学・桜美林大

学・大妻女子大学・オレゴン大学・神奈川大学・神奈川工

科大学・鎌倉女子大学・関西学院大学・関東学院大学・北

里大学・京都女子大学・京都美術工芸大学・共立女子大

学・杏林大学・工学院大学・國學院大学・国際医療福祉大

学・国士舘大学・駒澤大学・駒沢女子大学・相模女子大

学・産業能率大学・実践女子大学・芝浦工業大学・順天堂

大学・松蔭大学・城西国際大学・湘南医療大学・湘南鎌倉

医療大学・湘南工科大学・昭和大学・昭和女子大学・昭和

音楽大学・昭和薬科大学・白百合女子大学・成蹊大学・成

城大学・清泉女子大学・聖路加国際大学・専修大学大正

大学・拓殖大学・多摩大学・多摩美術大学・玉川大学・鶴

見大学・帝京大学・帝京平成大学・東海大学・東京経済大

学・東京工科大学・東京工芸大学・東京国際大学・東京女

子医科大学・東京電機大学・東京都市大学・東京農業大

学・東京薬科大学・同志社女子大学・東邦大学・東北芸術

大学・東洋大学・東洋英和女学院大学・日本大学・日本女

子大学・日本体育大学・フェリス女学院大学・文教大学・

文京学院大学・武蔵大学・武蔵野音楽大学・武蔵野大学・

武蔵野美術大学・明治学院大学・明星大学・目白大学・横

浜創英大学・立正大学・和光大学など

学校行事

追高祭（おいこうさい：文化祭と体育祭を毎年開催）や

球技大会などの学校行事は生徒会が中心となり、委員会

や部活動の生徒が協力して主体的に進めています。文

化祭は、クラスの出し物に加え、体育館、武道場、中庭で

のイベントや定時制との共催による模擬店など、知恵と

アイデアを出し合って楽しい企画で盛り上がります。体育

祭は、競技はもちろんのこと、各チーム趣向を凝らした応

援・デコレーションで、活気あふれる行事となっています。

２年生の秋には修学旅行が実施されます。この数年

は、北海道にて、歴史や文化を学び、アウトドア活動を通

して大自然を体験するプログラムを行っています。

合唱コンクールも名物行事の一つです。クラス一丸と

なっての混声合唱は、生徒全員の充実した思い出となり

ます。コロナ禍が落ち着けば、実施再開の予定です。

活発な部活動

体育系14、文化系14の部や同好会があり、加入率は

約80%を超えています。体育系は野球、陸上競技、テニ

ス、サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボー

ル、弓道、バドミントン、剣道、卓球、チアダンス、水泳、ソ

フトテニス、文化系は吹奏楽、放送、茶道、華道、棋道、

美術、家庭、軽音楽、写真、合唱、サイエンス、書道、クイ

ズ研究、演劇があります。どの部・同好会の生徒も、毎日

の学習活動も大切にして、文武両道を実践しています。
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�文武両道���立自主� の��を現�に受け��  

本校は�浦��の最北部、横浜市との���にあり、

京浜�行追浜�より徒�13分という�通��な場�に立

�しています。�い��内には多くの�々が生い�り、

また��山、野�、���などの���からも近く、��

�かな自然の中で学校生活を�ごすことができます。

創立�来�文武両道���立自主�を校�とし、多くの�

れた人�を�々な分野に輩出してきました。

この校�は、現�の生徒にも受け�がれています。学

習活動・学校行事・部活動などのす�てに全力で�り�

�、主体的に学校生活を送る。自分を�じて、�間ととも

にやり�くのが、�追高生（おいこう�い：追浜高校の生

徒）�の良き��です。本校での３年間の学習や経験で、

生徒は一人ひとりが自��力�を高めます。どのような

時代・社会の変化や��にあっても、�自分ならできる��

と�り��、�り�える強い力が育まれます。

平成27年�月�成、 正門の正�に新�された�１�

は、内�に��をふん�んに�い、�分な�光が確保さ

れた明るく�かな�象の�物です。放�後、職員室前

の学習ス�ースの�には、自習、ミニ�習講�、進路相

�にと生徒たちが�まります。校内は一日中、生徒の活

気に�ちています。

��学校説明会��体験授業(体験プログラム)�などの予定

は、本校�ーム�ー�に��しますので、ご�く�さい。

教育活動の特�

① 学力向上に向けた��

令和４年度�授業力向上�進重�校�の指定を受け、こ

れまで�上に充実した授業を行っています。知識・技能

の定着を基に、�々な�での対話を通じて、思考力・�

�力・表現力を向上さ�ます。授業時間�外でも、職員

室前の学習ス�ースや自習室等、主体的に学習する生

徒へのサ�ートが充実しています。生徒は、本校自作特

�の学習計画���Spontaneous（通�：ス�ンタ）�で見

通しを立て、学習し、�り�り、次のステップを目指します。

��等�習講�では、基�から発�まで対応します。

② 自�実現のための教育��

１年次は、必修科目を中心に基�学力の充実と学習習

�の定着を�ります。２年次は、応用力をつけるとともに、

各自の興味関心に応じた学習を進めます。３年次は、生

徒一人ひとりの目標実現のための学習に加え、多�な�

�科目を学び、希望進路の実現を目指します。

③ 55分授業の実施

授業時間50分の高校が多い中、追浜高校は55分授業

です。このプラス�分の授業時間が、�あと１問�学びたい

生徒の気�ちに応えます。�分�６校時で、１日あたり30

分。プラス30分の学習を毎日��重�ることで、確実な

学習成果につながります。

追
浜
駅

本校
至横浜

至横須賀

16 横須賀

スタジアム

●GS

●北図書館

●消防署

●中学校

歩道橋追浜商店街

所在地：横須賀市夏島町13番地 〒237-0061

電 話：046(865)4174 

ＦＡＸ：046(865)9891

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

創 立：昭和37年10月

課 程：全日制、定時制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

普 通 科 279 276 277 832 

学 級 数 ７ ７ ７ 21

 (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
●京浜急行線追浜駅より徒歩13分

夢を実現するためのキャリア教育・進路支援

生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、それぞ

れの目標を達成できるよう、高校３年間を見通したキャリ

アプランに基づく支援をします。適時必要な情報提供を行

うガイダンス、生徒個々の状況・希望を尊重しながら共に

考えるカウンセリングを行っています。

① さまざまな説明会の開催

各種の進路説明会（進学・就職など）を１年次より計画

的に開催し、的確な進路情報・キャリアプラン作成情報を

提供しています。

【学習ガイダンス】

学習方法や模擬試験後の分析など、各学年に応じた

内容で実施しています。

【大学入学共通テスト説明会・問題分析会】

２年生対象に、大学入学共通テスト全般の説明と教科

ごとの問題の分析・解説を行い、生徒一人ひとりの進路

決定意識を高める機会を設けています。

【分野別ガイダンス】

看護医療系を希望する生徒を対象に、将来を見据え

て、必要なことを具体的に説明し、進路実現に向けて早

期から準備できるように支援しています。

【先輩セミナー】

大学の話や高校時代の勉強の方法について、卒業生

を講師とした講演会を実施しています。

【保護者対象のキャリア説明会】

保護者を対象に、本校の進路結果や近況、変動する

進路全般をテーマとしたキャリア説明会を、３年生は６

月、１・２年生は11月の土曜日に実施しています。

② 模擬試験・ＧＴＥＣ・小論文の実施

模擬試験・ＧＴＥＣ（英語４技能テスト）の受験機会や新

しい入試制度に対応できる小論文指導を用意していま

す。学習達成度の確認や全国有力校との比較、英語力

の分析調査、表現力の向上教育などを行い、生徒の学

力向上と進路希望の実現に努めています。

③ キャリア特別授業の実施

生徒一人ひとりのキャリアプラン作成支援の一環とし

て、大学等から講師を招き、実際に行われている授業等

を体験受講する機会を設けています。具体的な学問分野

への興味関心を深めることで、進路に対する目標設定が

より明確になり、学習意欲の向上が期待できます。

進路状況

【令和３年度卒業生進路先(卒業生278名)】

大学 国公立 12人(4.3%)  大学 私立  220人(79.1%)

大学 海外     1人(0.4%)

短大 公立   0人(0.0%)  短大 私立    0人(0.00%)

専門学校      8人(2.9%)  進学準備   36人(12.9%)

就職（民間企業） 1人(0.4%)  就職（公務員） 0人(0.0%)

【おもな進学先】

静岡大学・弘前大学・宇都宮大学・室蘭工業大学

東京都立大学・横浜市立大学・神奈川県立保健福祉大

学・高崎経済大学・都留文科大学・奈良県立大学

早稲田大学・上智大学・東京理科大学・学習院大学・明治

大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・麻

布大学・亜細亜大学・ウェスタンワシントン大学・桜美林大

学・大妻女子大学・オレゴン大学・神奈川大学・神奈川工

科大学・鎌倉女子大学・関西学院大学・関東学院大学・北

里大学・京都女子大学・京都美術工芸大学・共立女子大

学・杏林大学・工学院大学・國學院大学・国際医療福祉大

学・国士舘大学・駒澤大学・駒沢女子大学・相模女子大

学・産業能率大学・実践女子大学・芝浦工業大学・順天堂

大学・松蔭大学・城西国際大学・湘南医療大学・湘南鎌倉

医療大学・湘南工科大学・昭和大学・昭和女子大学・昭和

音楽大学・昭和薬科大学・白百合女子大学・成蹊大学・成

城大学・清泉女子大学・聖路加国際大学・専修大学大正

大学・拓殖大学・多摩大学・多摩美術大学・玉川大学・鶴

見大学・帝京大学・帝京平成大学・東海大学・東京経済大

学・東京工科大学・東京工芸大学・東京国際大学・東京女

子医科大学・東京電機大学・東京都市大学・東京農業大

学・東京薬科大学・同志社女子大学・東邦大学・東北芸術

大学・東洋大学・東洋英和女学院大学・日本大学・日本女

子大学・日本体育大学・フェリス女学院大学・文教大学・

文京学院大学・武蔵大学・武蔵野音楽大学・武蔵野大学・

武蔵野美術大学・明治学院大学・明星大学・目白大学・横

浜創英大学・立正大学・和光大学など

学校行事

追高祭（おいこうさい：文化祭と体育祭を毎年開催）や

球技大会などの学校行事は生徒会が中心となり、委員会

や部活動の生徒が協力して主体的に進めています。文

化祭は、クラスの出し物に加え、体育館、武道場、中庭で

のイベントや定時制との共催による模擬店など、知恵と

アイデアを出し合って楽しい企画で盛り上がります。体育

祭は、競技はもちろんのこと、各チーム趣向を凝らした応

援・デコレーションで、活気あふれる行事となっています。

２年生の秋には修学旅行が実施されます。この数年

は、北海道にて、歴史や文化を学び、アウトドア活動を通

して大自然を体験するプログラムを行っています。

合唱コンクールも名物行事の一つです。クラス一丸と

なっての混声合唱は、生徒全員の充実した思い出となり

ます。コロナ禍が落ち着けば、実施再開の予定です。

活発な部活動

体育系14、文化系14の部や同好会があり、加入率は

約80%を超えています。体育系は野球、陸上競技、テニ

ス、サッカー、ラグビー、バスケットボール、バレーボー

ル、弓道、バドミントン、剣道、卓球、チアダンス、水泳、ソ

フトテニス、文化系は吹奏楽、放送、茶道、華道、棋道、

美術、家庭、軽音楽、写真、合唱、サイエンス、書道、クイ

ズ研究、演劇があります。どの部・同好会の生徒も、毎日

の学習活動も大切にして、文武両道を実践しています。
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(生徒、学級数については令和４年４月現在) 

教育目標及び方針
(1) 命の大切さを理解し、思いやりの心をもった、

社会に通用する人間の育成を図る。

(2) 未来を切り拓く力を身につけるため、基礎的な

知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・

多様性・協働性を育む。

(3) 生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現するこ

とができるよう、進学校としてのカリキュラム

を策定し、キャリア教育の充実を図る。

(4) 保護者・地域等の声を大切にし、ソーシャル・

レスポンシビリティの心を涵養し、ひろく信頼

される学校作りを行う。

(5) 共生社会の実現を目指し、「インクルーシブな学

校」づくりのため、多様性についてさらに広く

深く探究していく。

津浜
つ は ま

自慢１  勉強が好きになる！  

特徴ある教育活動
３学期制であるため学習面や生活面で、メリハリのあ

るきめ細かな指導を受けることができます。本校では生

徒一人ひとりの個性を伸ばす取組みを積極的に進めてい

ます。その一環として、学校外活動での単位修得を認め

ています。たとえば、提携した保育園や福祉施設でボラ

ンティア活動をすることで単位を取ることができます。

また、関東学院大学や神奈川大学、立正大学との「高大

連携」では、「特別履修生」として視野を広げるとともに

大学の科目を４単位まで修得することが可能です。さら

に、平成 26年度より「朝学習」の時間、平成 29年度入

学生より「スタディーサポート（家庭学習）」を導入し、

模擬試験などとあわせて、学校をあげて学習習慣の定着・

学力向上をサポートしています。また、定期試験前の対

策補習を行っています。

【第１学年】

令和４年度から新しいカリキュラムを編成し、今まで

以上に上級学校を目指すことのできる科目設定をしまし

た。国語、数学、体育、英語の授業を少人数で実施し、

きめ細かな学習指導を行い基礎学力の定着をはかります。

さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習や勉強合宿

を行います。「総合的な探究の時間」では、進路研究を中

心とし、社会人講話なども実施します。

【第２学年】

自分の興味・関心や適性に応じて、進路希望に対応し

た学習ができるように科目を選択します。英語、体育で

少人数学習を、数学では習熟度別学習を行い、基礎から

応用にステップアップし、「確かな学力」の習得を目指し

ます。さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習を行

います。

【第３学年】

卒業後の多様な進路希望に対応できるように、「文・理」

２つの系統に分かれて学習します。自分の進路希望や興

味・関心に応じて多くの選択科目の中から、自分でコー

ディネートして学習します。専門的な学習を進めたい人

のために、自由選択科目も用意されています。夏休みに

は、進路希望に応じた講座を設け講習・補習を行ってい

ます。

神奈川県立 津久井
つ く い

浜
はま

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●京浜急行線津久井浜駅より
・徒歩４分

所在地：横須賀市津久井４丁目４番１号 〒239-0843

電 話：046(848)2121    

ＦＡＸ：046(848)8939

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

創 立：昭和51年１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 256 246 243 745  

学 級 数 ７ ７ ７ 21

津浜
つ は ま

自慢２  大 学 進 学 ！

人生設計を意識した進路指導

本校では、将来を見すえた「第一希望の進路実現」の

ために、３年間を見通した計画的な進路指導を行ってい

ます。各学年では、１年で「幅広い視野の拡大」、２年で

「情報の収集」、３年で「希望進路の選択」をテーマに、

主体的な能力の育成を目指しています。

具体的には、①進路に関する説明会や講演会の開催、

②保護者対象の進路説明会の開催、③生徒一人ひとりに

対応した面接や論文の指導、④「進路だより」の発行な

どを行っています。

また、３年生の「総合的な探究の時間」では、ビジネ

スマナーを学び、コミュニケーション能力を高める練習

を行います。他にもさまざまな情報を提供し、きめ細か

い進路指導を行っています。

津浜
つ は ま

自慢３  生 徒 が 主 役 ！

活気ある部活動・委員会活動
部活動は 16 の運動部、８の文化部、４の同好会があ

り、毎日活発な活動が行われています。放課後の学校は、

生徒たちの元気な声と楽器の音色が響いてとても賑やか

です。

令和３年度は、卓球部が県ベスト32、陸上部とテニス
部も県大会出場を果たしました。高文連からは、茶道部

が高文連会長賞、図書委員会が「教育長賞・連盟賞」、交

通安全大会ではポスターの部で最優秀賞を受賞しており、

その他の部活動・同好会や委員会も活発に活動していま

す。

さまざまな学校行事
学校行事の中で、最大のイベントは津浜祭です。文化祭

と体育祭を隔年で実施していましたが、耐震工事の関係

で、令和４年度は未定です。生徒会役員や実行委員の生

徒を中心に、学校が一体となって盛り上がります。

      

第２学年で修学旅行があります。令和４年度は、10月

に沖縄で民家宿泊体験・平和学習・自然体験学習などを

実施します。

また、本校には武山養護学校分教室が併設されていま

す。スポーツフェスタや津浜祭などを通して交流を深め

ています。

♪生徒が「達成感」を得るための舞台（機会）を、教育活動

の中にたくさん用意しています。学校行事や部活動。舞

台の主役は生徒自身です。

津浜
つ は ま

自慢４  通うのが楽しくなる ！

素晴らしい教育環境
海あり、山あり、駅から歩いてわずか４分。本校は、鎌

倉時代に活躍した三浦一族の津久井次郎義行の居住地跡

にあります。眼下にはカモメが舞う北下浦海岸、背後に

は緑豊かな武山丘陵。温暖な三浦半島の南東部に位置し、

恵まれた自然環境の中にある学校です。

郷土の古い歴史と素晴らしい自然環境の中で、生徒たち

は明るく伸び伸びと学習や部活動に励んでいます。

【令和４年度 学校説明会の案内】

第１回 ８月 25日(木) 横須賀市文化会館

第２回 10月 22日(土) 津久井浜高校

第３回 12月 10日(土) 津久井浜高校

インクルーシブ教育実践推進校として

津久井浜高校は令和２年度より、インクルーシブ教育

実践推進校としてスタートし、知的障がいのある生徒を

受け入れています。すべての生徒がともに学ぶことを通

じて、集団の中で互いを理解しながら、社会性や思いや

りの心を育んでいます。

現在、ＴＴによる授業、少人数での授業、学習支援員

による授業支援、校内環境のユニバーサルデザイン化等、

すべての生徒にとって学びやすい環境づくりを進めてい

ます。また、多様性の理解へ向けた学習会も行っていま

す。

なお、特別募集での入学（知的障がいのある生徒が対

象）を希望する場合、中学校3年生の時に、インクルー
シブ教育実践推進校で実施される「中高連携事業」への

参加が必要です。詳細は本校にお問い合わせください。

大学合計

44%

短大合計

6%専門合計

40%

就職合計

3%

公務員合計

2%

未定

3%
進学・就職準備

2%

進路実績

（令和３年度３月卒業生）
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(生徒、学級数については令和４年４月現在)

教育目標及び方針
(1) 命の大切さを理解し、思いやりの心をもった、

社会に通用する人間の育成を図る。

(2) 未来を切り拓く力を身につけるため、基礎的な

知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・

多様性・協働性を育む。

(3) 生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現するこ

とができるよう、進学校としてのカリキュラム

を策定し、キャリア教育の充実を図る。

(4) 保護者・地域等の声を大切にし、ソーシャル・

レスポンシビリティの心を涵養し、ひろく信頼

される学校作りを行う。

(5) 共生社会の実現を目指し、「インクルーシブな学

校」づくりのため、多様性についてさらに広く

深く探究していく。

津浜
つ は ま

自慢１  勉強が好きになる！

特徴ある教育活動
３学期制であるため学習面や生活面で、メリハリのあ

るきめ細かな指導を受けることができます。本校では生

徒一人ひとりの個性を伸ばす取組みを積極的に進めてい

ます。その一環として、学校外活動での単位修得を認め

ています。たとえば、提携した保育園や福祉施設でボラ

ンティア活動をすることで単位を取ることができます。

また、関東学院大学や神奈川大学、立正大学との「高大

連携」では、「特別履修生」として視野を広げるとともに

大学の科目を４単位まで修得することが可能です。さら

に、平成 26年度より「朝学習」の時間、平成 29年度入

学生より「スタディーサポート（家庭学習）」を導入し、

模擬試験などとあわせて、学校をあげて学習習慣の定着・

学力向上をサポートしています。また、定期試験前の対

策補習を行っています。

【第１学年】

令和４年度から新しいカリキュラムを編成し、今まで

以上に上級学校を目指すことのできる科目設定をしまし

た。国語、数学、体育、英語の授業を少人数で実施し、

きめ細かな学習指導を行い基礎学力の定着をはかります。

さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習や勉強合宿

を行います。「総合的な探究の時間」では、進路研究を中

心とし、社会人講話なども実施します。

【第２学年】

自分の興味・関心や適性に応じて、進路希望に対応し

た学習ができるように科目を選択します。英語、体育で

少人数学習を、数学では習熟度別学習を行い、基礎から

応用にステップアップし、「確かな学力」の習得を目指し

ます。さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習を行

います。

【第３学年】

卒業後の多様な進路希望に対応できるように、「文・理」

２つの系統に分かれて学習します。自分の進路希望や興

味・関心に応じて多くの選択科目の中から、自分でコー

ディネートして学習します。専門的な学習を進めたい人

のために、自由選択科目も用意されています。夏休みに

は、進路希望に応じた講座を設け講習・補習を行ってい

ます。

神奈川県立 津久井
つ く い

浜
はま

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●京浜急行線津久井浜駅より
・徒歩４分

所在地：横須賀市津久井４丁目４番１号 〒239-0843

電 話：046(848)2121

ＦＡＸ：046(848)8939

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

創 立：昭和51年１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 256 246 243 745

学 級 数 ７ ７ ７ 21

津浜
つ は ま

自慢２  大 学 進 学 ！

人生設計を意識した進路指導

本校では、将来を見すえた「第一希望の進路実現」の

ために、３年間を見通した計画的な進路指導を行ってい

ます。各学年では、１年で「幅広い視野の拡大」、２年で

「情報の収集」、３年で「希望進路の選択」をテーマに、

主体的な能力の育成を目指しています。

具体的には、①進路に関する説明会や講演会の開催、

②保護者対象の進路説明会の開催、③生徒一人ひとりに

対応した面接や論文の指導、④「進路だより」の発行な

どを行っています。

また、３年生の「総合的な探究の時間」では、ビジネ

スマナーを学び、コミュニケーション能力を高める練習

を行います。他にもさまざまな情報を提供し、きめ細か

い進路指導を行っています。

津浜
つ は ま

自慢３  生 徒 が 主 役 ！

活気ある部活動・委員会活動
部活動は 16 の運動部、８の文化部、４の同好会があ

り、毎日活発な活動が行われています。放課後の学校は、

生徒たちの元気な声と楽器の音色が響いてとても賑やか

です。

令和３年度は、卓球部が県ベスト32、陸上部とテニス
部も県大会出場を果たしました。高文連からは、茶道部

が高文連会長賞、図書委員会が「教育長賞・連盟賞」、交

通安全大会ではポスターの部で最優秀賞を受賞しており、

その他の部活動・同好会や委員会も活発に活動していま

す。

さまざまな学校行事
学校行事の中で、最大のイベントは津浜祭です。文化祭

と体育祭を隔年で実施していましたが、耐震工事の関係

で、令和４年度は未定です。生徒会役員や実行委員の生

徒を中心に、学校が一体となって盛り上がります。

      

第２学年で修学旅行があります。令和４年度は、10月

に沖縄で民家宿泊体験・平和学習・自然体験学習などを

実施します。

また、本校には武山養護学校分教室が併設されていま

す。スポーツフェスタや津浜祭などを通して交流を深め

ています。

♪生徒が「達成感」を得るための舞台（機会）を、教育活動

の中にたくさん用意しています。学校行事や部活動。舞

台の主役は生徒自身です。

津浜
つ は ま

自慢４  通うのが楽しくなる ！

素晴らしい教育環境
海あり、山あり、駅から歩いてわずか４分。本校は、鎌

倉時代に活躍した三浦一族の津久井次郎義行の居住地跡

にあります。眼下にはカモメが舞う北下浦海岸、背後に

は緑豊かな武山丘陵。温暖な三浦半島の南東部に位置し、

恵まれた自然環境の中にある学校です。

郷土の古い歴史と素晴らしい自然環境の中で、生徒たち

は明るく伸び伸びと学習や部活動に励んでいます。

【令和４年度 学校説明会の案内】

第１回 ８月 25日(木) 横須賀市文化会館  

第２回 10月 22日(土) 津久井浜高校  

第３回 12月 10日(土) 津久井浜高校  

インクルーシブ教育実践推進校として

津久井浜高校は令和２年度より、インクルーシブ教育

実践推進校としてスタートし、知的障がいのある生徒を

受け入れています。すべての生徒がともに学ぶことを通

じて、集団の中で互いを理解しながら、社会性や思いや

りの心を育んでいます。

現在、ＴＴによる授業、少人数での授業、学習支援員

による授業支援、校内環境のユニバーサルデザイン化等、

すべての生徒にとって学びやすい環境づくりを進めてい

ます。また、多様性の理解へ向けた学習会も行っていま

す。

なお、特別募集での入学（知的障がいのある生徒が対

象）を希望する場合、中学校3年生の時に、インクルー
シブ教育実践推進校で実施される「中高連携事業」への

参加が必要です。詳細は本校にお問い合わせください。

大学合計

44%

短大合計

6%専門合計

40%

就職合計

3%

公務員合計

2%

未定

3%
進学・就職準備

2%

進路実績

（令和３年度３月卒業生）
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横
須
賀
市



：

  

(生徒、学級数については令和４年４月現在) 

教育目標及び方針
(1) 命の大切さを理解し、思いやりの心をもった、

社会に通用する人間の育成を図る。

(2) 未来を切り拓く力を身につけるため、基礎的な

知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・

多様性・協働性を育む。

(3) 生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現するこ

とができるよう、進学校としてのカリキュラム

を策定し、キャリア教育の充実を図る。

(4) 保護者・地域等の声を大切にし、ソーシャル・

レスポンシビリティの心を涵養し、ひろく信頼

される学校作りを行う。

(5) 共生社会の実現を目指し、「インクルーシブな学

校」づくりのため、多様性についてさらに広く

深く探究していく。

津浜
つ は ま

自慢１  勉強が好きになる！  

特徴ある教育活動
３学期制であるため学習面や生活面で、メリハリのあ

るきめ細かな指導を受けることができます。本校では生

徒一人ひとりの個性を伸ばす取組みを積極的に進めてい

ます。その一環として、学校外活動での単位修得を認め

ています。たとえば、提携した保育園や福祉施設でボラ

ンティア活動をすることで単位を取ることができます。

また、関東学院大学や神奈川大学、立正大学との「高大

連携」では、「特別履修生」として視野を広げるとともに

大学の科目を４単位まで修得することが可能です。さら

に、平成 26年度より「朝学習」の時間、平成 29年度入

学生より「スタディーサポート（家庭学習）」を導入し、

模擬試験などとあわせて、学校をあげて学習習慣の定着・

学力向上をサポートしています。また、定期試験前の対

策補習を行っています。

【第１学年】

令和４年度から新しいカリキュラムを編成し、今まで

以上に上級学校を目指すことのできる科目設定をしまし

た。国語、数学、体育、英語の授業を少人数で実施し、

きめ細かな学習指導を行い基礎学力の定着をはかります。

さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習や勉強合宿

を行います。「総合的な探究の時間」では、進路研究を中

心とし、社会人講話なども実施します。

【第２学年】

自分の興味・関心や適性に応じて、進路希望に対応し

た学習ができるように科目を選択します。英語、体育で

少人数学習を、数学では習熟度別学習を行い、基礎から

応用にステップアップし、「確かな学力」の習得を目指し

ます。さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習を行

います。

【第３学年】

卒業後の多様な進路希望に対応できるように、「文・理」

２つの系統に分かれて学習します。自分の進路希望や興

味・関心に応じて多くの選択科目の中から、自分でコー

ディネートして学習します。専門的な学習を進めたい人

のために、自由選択科目も用意されています。夏休みに

は、進路希望に応じた講座を設け講習・補習を行ってい

ます。

神奈川県立 津久井
つ く い

浜
はま

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●京浜急行線津久井浜駅より
・徒歩４分

所在地：横須賀市津久井４丁目４番１号 〒239-0843

電 話：046(848)2121    

ＦＡＸ：046(848)8939

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

創 立：昭和51年１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 256 246 243 745  

学 級 数 ７ ７ ７ 21

津浜
つ は ま

自慢２  大 学 進 学 ！

人生設計を意識した進路指導

本校では、将来を見すえた「第一希望の進路実現」の

ために、３年間を見通した計画的な進路指導を行ってい

ます。各学年では、１年で「幅広い視野の拡大」、２年で

「情報の収集」、３年で「希望進路の選択」をテーマに、

主体的な能力の育成を目指しています。

具体的には、①進路に関する説明会や講演会の開催、

②保護者対象の進路説明会の開催、③生徒一人ひとりに

対応した面接や論文の指導、④「進路だより」の発行な

どを行っています。

また、３年生の「総合的な探究の時間」では、ビジネ

スマナーを学び、コミュニケーション能力を高める練習

を行います。他にもさまざまな情報を提供し、きめ細か

い進路指導を行っています。

津浜
つ は ま

自慢３  生 徒 が 主 役 ！

活気ある部活動・委員会活動
部活動は 16 の運動部、８の文化部、４の同好会があ

り、毎日活発な活動が行われています。放課後の学校は、

生徒たちの元気な声と楽器の音色が響いてとても賑やか

です。

令和３年度は、卓球部が県ベスト32、陸上部とテニス
部も県大会出場を果たしました。高文連からは、茶道部

が高文連会長賞、図書委員会が「教育長賞・連盟賞」、交

通安全大会ではポスターの部で最優秀賞を受賞しており、

その他の部活動・同好会や委員会も活発に活動していま

す。

さまざまな学校行事
学校行事の中で、最大のイベントは津浜祭です。文化祭

と体育祭を隔年で実施していましたが、耐震工事の関係

で、令和４年度は未定です。生徒会役員や実行委員の生

徒を中心に、学校が一体となって盛り上がります。

      

第２学年で修学旅行があります。令和４年度は、10月

に沖縄で民家宿泊体験・平和学習・自然体験学習などを

実施します。

また、本校には武山養護学校分教室が併設されていま

す。スポーツフェスタや津浜祭などを通して交流を深め

ています。

♪生徒が「達成感」を得るための舞台（機会）を、教育活動

の中にたくさん用意しています。学校行事や部活動。舞

台の主役は生徒自身です。

津浜
つ は ま

自慢４  通うのが楽しくなる ！

素晴らしい教育環境
海あり、山あり、駅から歩いてわずか４分。本校は、鎌

倉時代に活躍した三浦一族の津久井次郎義行の居住地跡

にあります。眼下にはカモメが舞う北下浦海岸、背後に

は緑豊かな武山丘陵。温暖な三浦半島の南東部に位置し、

恵まれた自然環境の中にある学校です。

郷土の古い歴史と素晴らしい自然環境の中で、生徒たち

は明るく伸び伸びと学習や部活動に励んでいます。

【令和４年度 学校説明会の案内】

第１回 ８月 25日(木) 横須賀市文化会館

第２回 10月 22日(土) 津久井浜高校

第３回 12月 10日(土) 津久井浜高校

インクルーシブ教育実践推進校として

津久井浜高校は令和２年度より、インクルーシブ教育

実践推進校としてスタートし、知的障がいのある生徒を

受け入れています。すべての生徒がともに学ぶことを通

じて、集団の中で互いを理解しながら、社会性や思いや

りの心を育んでいます。

現在、ＴＴによる授業、少人数での授業、学習支援員

による授業支援、校内環境のユニバーサルデザイン化等、

すべての生徒にとって学びやすい環境づくりを進めてい

ます。また、多様性の理解へ向けた学習会も行っていま

す。

なお、特別募集での入学（知的障がいのある生徒が対

象）を希望する場合、中学校3年生の時に、インクルー
シブ教育実践推進校で実施される「中高連携事業」への

参加が必要です。詳細は本校にお問い合わせください。

大学合計

44%

短大合計

6%専門合計

40%

就職合計

3%

公務員合計

2%

未定

3%
進学・就職準備

2%

進路実績

（令和３年度３月卒業生）
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：

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

教育目標及び方針
(1) 命の大切さを理解し、思いやりの心をもった、

社会に通用する人間の育成を図る。

(2) 未来を切り拓く力を身につけるため、基礎的な

知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・

多様性・協働性を育む。

(3) 生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現するこ

とができるよう、進学校としてのカリキュラム

を策定し、キャリア教育の充実を図る。

(4) 保護者・地域等の声を大切にし、ソーシャル・

レスポンシビリティの心を涵養し、ひろく信頼

される学校作りを行う。

(5) 共生社会の実現を目指し、「インクルーシブな学

校」づくりのため、多様性についてさらに広く

深く探究していく。

津浜
つ は ま

自慢１  勉強が好きになる！

特徴ある教育活動
３学期制であるため学習面や生活面で、メリハリのあ

るきめ細かな指導を受けることができます。本校では生

徒一人ひとりの個性を伸ばす取組みを積極的に進めてい

ます。その一環として、学校外活動での単位修得を認め

ています。たとえば、提携した保育園や福祉施設でボラ

ンティア活動をすることで単位を取ることができます。

また、関東学院大学や神奈川大学、立正大学との「高大

連携」では、「特別履修生」として視野を広げるとともに

大学の科目を４単位まで修得することが可能です。さら

に、平成 26年度より「朝学習」の時間、平成 29年度入

学生より「スタディーサポート（家庭学習）」を導入し、

模擬試験などとあわせて、学校をあげて学習習慣の定着・

学力向上をサポートしています。また、定期試験前の対

策補習を行っています。

【第１学年】

令和４年度から新しいカリキュラムを編成し、今まで

以上に上級学校を目指すことのできる科目設定をしまし

た。国語、数学、体育、英語の授業を少人数で実施し、

きめ細かな学習指導を行い基礎学力の定着をはかります。

さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習や勉強合宿

を行います。「総合的な探究の時間」では、進路研究を中

心とし、社会人講話なども実施します。

【第２学年】

自分の興味・関心や適性に応じて、進路希望に対応し

た学習ができるように科目を選択します。英語、体育で

少人数学習を、数学では習熟度別学習を行い、基礎から

応用にステップアップし、「確かな学力」の習得を目指し

ます。さらに、希望者を対象に夏休みに講習・補習を行

います。

【第３学年】

卒業後の多様な進路希望に対応できるように、「文・理」

２つの系統に分かれて学習します。自分の進路希望や興

味・関心に応じて多くの選択科目の中から、自分でコー

ディネートして学習します。専門的な学習を進めたい人

のために、自由選択科目も用意されています。夏休みに

は、進路希望に応じた講座を設け講習・補習を行ってい

ます。

神奈川県立 津久井
つ く い

浜
はま

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●京浜急行線津久井浜駅より
・徒歩４分

所在地：横須賀市津久井４丁目４番１号 〒239-0843

電 話：046(848)2121

ＦＡＸ：046(848)8939

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

創 立：昭和51年１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 256 246 243 745

学 級 数 ７ ７ ７ 21

津浜
つ は ま

自慢２  大 学 進 学 ！

人生設計を意識した進路指導

本校では、将来を見すえた「第一希望の進路実現」の

ために、３年間を見通した計画的な進路指導を行ってい

ます。各学年では、１年で「幅広い視野の拡大」、２年で

「情報の収集」、３年で「希望進路の選択」をテーマに、

主体的な能力の育成を目指しています。

具体的には、①進路に関する説明会や講演会の開催、

②保護者対象の進路説明会の開催、③生徒一人ひとりに

対応した面接や論文の指導、④「進路だより」の発行な

どを行っています。

また、３年生の「総合的な探究の時間」では、ビジネ

スマナーを学び、コミュニケーション能力を高める練習

を行います。他にもさまざまな情報を提供し、きめ細か

い進路指導を行っています。

津浜
つ は ま

自慢３  生 徒 が 主 役 ！

活気ある部活動・委員会活動
部活動は 16 の運動部、８の文化部、４の同好会があ

り、毎日活発な活動が行われています。放課後の学校は、

生徒たちの元気な声と楽器の音色が響いてとても賑やか

です。

令和３年度は、卓球部が県ベスト32、陸上部とテニス
部も県大会出場を果たしました。高文連からは、茶道部

が高文連会長賞、図書委員会が「教育長賞・連盟賞」、交

通安全大会ではポスターの部で最優秀賞を受賞しており、

その他の部活動・同好会や委員会も活発に活動していま

す。

さまざまな学校行事
学校行事の中で、最大のイベントは津浜祭です。文化祭

と体育祭を隔年で実施していましたが、耐震工事の関係

で、令和４年度は未定です。生徒会役員や実行委員の生

徒を中心に、学校が一体となって盛り上がります。

      

第２学年で修学旅行があります。令和４年度は、10月

に沖縄で民家宿泊体験・平和学習・自然体験学習などを

実施します。

また、本校には武山養護学校分教室が併設されていま

す。スポーツフェスタや津浜祭などを通して交流を深め

ています。

♪生徒が「達成感」を得るための舞台（機会）を、教育活動

の中にたくさん用意しています。学校行事や部活動。舞

台の主役は生徒自身です。

津浜
つ は ま

自慢４  通うのが楽しくなる ！

素晴らしい教育環境
海あり、山あり、駅から歩いてわずか４分。本校は、鎌

倉時代に活躍した三浦一族の津久井次郎義行の居住地跡

にあります。眼下にはカモメが舞う北下浦海岸、背後に

は緑豊かな武山丘陵。温暖な三浦半島の南東部に位置し、

恵まれた自然環境の中にある学校です。

郷土の古い歴史と素晴らしい自然環境の中で、生徒たち

は明るく伸び伸びと学習や部活動に励んでいます。

【令和４年度 学校説明会の案内】

第１回 ８月 25日(木) 横須賀市文化会館  

第２回 10月 22日(土) 津久井浜高校  

第３回 12月 10日(土) 津久井浜高校  

インクルーシブ教育実践推進校として

津久井浜高校は令和２年度より、インクルーシブ教育

実践推進校としてスタートし、知的障がいのある生徒を

受け入れています。すべての生徒がともに学ぶことを通

じて、集団の中で互いを理解しながら、社会性や思いや

りの心を育んでいます。

現在、ＴＴによる授業、少人数での授業、学習支援員

による授業支援、校内環境のユニバーサルデザイン化等、

すべての生徒にとって学びやすい環境づくりを進めてい

ます。また、多様性の理解へ向けた学習会も行っていま

す。

なお、特別募集での入学（知的障がいのある生徒が対

象）を希望する場合、中学校3年生の時に、インクルー
シブ教育実践推進校で実施される「中高連携事業」への

参加が必要です。詳細は本校にお問い合わせください。

大学合計

44%

短大合計

6%専門合計

40%

就職合計

3%

公務員合計

2%

未定

3%
進学・就職準備

2%

進路実績

（令和３年度３月卒業生）
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横須賀南

高等学校

所�地：横須賀市��４��20�１� �239-0835

� �： 046(834)5671

���： 046(834)3564

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

� 立：���年11月(��２年４月開校)

課 程：全日�

�置学科・生�数・学�数

１年 ２年 ３年 �

普 通 科 115 114 105 334

福 祉 科 40 50 78 168

学 � 数 � � � 18
(生�、学�数については��４年４月現�)

�学校����
�用交通�関

●ＪＲ横須賀�「����」�り��22分
●���行�「������」�り
・��20分
・��バス「�業�地�由�����」行き
「�����」下車���分

●���行�「�����」�り
・��20分
・��バス「�業�地�由ＪＲ����」行き
「��一��」下車���分

社会的・職業的�立に�けた力の育成(社会化)

�者�の理解を�め、ともに支�合う心を育�(みなみ�ート)

〇 社会福祉に関する基礎的・

基本的な知識・技能の習�

〇 社会の一�として社会福祉の

�進に��する人�の育成
横須賀明�高校と

大�高校が統合して

�しい学校になりました。

福 祉 科
普 通 科

（クリ�イテ�ブスクール）

〇 わかることが実�できる学び

〇 一人�とりの進路希望の実現に

�けた指導と支援

横須賀南

高等学校

●学校行事
校外学習、南高祭(文化祭)、球技大会、研修旅行、学習成果発表会等

●部活動  

<運動部> 野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントン、陸上競技、ダンス、柔道

<文化部> 吹奏楽、茶道、ＪＲＣ、演劇、美術、合唱、現代音楽、文芸、インターナショナルクラブ、競技かるた、お笑い同好会

★学校説明会 8月20日(土)：横須賀市文化会館、10月29日(土)：本校、12月10日(土)：本校

０１ 福祉のこころ
人を守り、人を助け､人を救うための「強いこころ」

⚫人の心や体の痛み、あるいは苦しみを分かるこころ

⚫困っている人がいれば、やさしくそっと手を差しのべ

られるこころ

「福祉科」教育の特色

０２ 福祉の知識と技能
社会福祉の理念と意義 ＆多くの体験から学ぶ技術・技能

⚫１年 社会福祉基礎(福祉(専門必修)) など

⚫２年 生活支援技術、福祉情報(福祉(専門必修)) など

⚫３年 介護総合演習(福祉(専門必修)) など

０３ 福祉の仕事
大学・短大・専門学校に進学し、国家資格を取って、

生涯の仕事とする

⚫介護（高齢・病弱・障害）

⚫保健（医療・看護・栄養・理学療法・作業療法）

⚫児童（保育・幼児教育・認定こども園）

⚫行政（生活保護・児童相談所) 

⚫用具（車いす・義手義足）

０４ 地域のリーダー
多様な価値観を受け入れ、グローバルな広い視野と積極

性を持ったリーダー

⚫教育課程研究推進校 ＳＤＧｓをテーマとした展開

⚫地域の福祉と医療関係者として活躍

⚫韓国、台湾の姉妹校交流をはじめ様々な国際交流や異

文化理解

福祉科
〇地域の福祉・医療の関係者として活躍するための足がかりを作っ

ていきます。

〇共生社会を担うコミュニケーション能力と態度を育成します。

〇スクールキャリアカウンセラーと連携し、３年間を通して系統的

でていねいな進路指導を行います。

普通科
〇総合的な探究の時間に社会で役立つキャリア能力を養うための授

業を全学年で展開します。

〇スクールキャリアカウンセラーと連携し、３年間を通して系統的

でていねいな進路指導を行います。

〇企業や学校を招いての説明、面接練習、履歴書や志望理由書の書

き方等、きめ細やかな指導をします。

大学･短大

31%

専門・技術校

45%

就職

19%

準備中 5%

大学・短大

3％

専門・技術校, 

32％
就職

45％

準備中

20％

進路実績(2021年度卒の実績）

「普通科」教育の特色

０１ 「わかる授業」の展開  
もう一度学び直したい、基礎学力をつけたい

⚫３０人以下の少人数クラス

⚫１学年の数学と英語の授業は２０人以下

⚫全教科で学びなおしを支援

０２ ともに学ぶ
人と関わりながら成長したい

⚫１学年必修「コミュニケーション技術」

⚫協同的な学び（学びあいの授業）の推進

⚫学校行事に参加するごとに成長できるしくみ

０３  安心して学校生活を送るための取組
落ち着いて学びたい

⚫個人面談の充実・保護者と学校の連携

⚫スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

の配置

０４ ３年間を通した進路指導  
進路希望を実現したい

⚫１学年からキャリア教育を実施

⚫マナーや身だしなみをきめ細かく指導

⚫スクールキャリアカウンセラーの配置
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横須賀南

高等学校

所�地：横須賀市��４��20�１� �239-0835

� �： 046(834)5671

���： 046(834)3564

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

� 立：���年11月(��２年４月開校)

課 程：全日�

�置学科・生�数・学�数

１年 ２年 ３年 �

普  通  科 115 114 105 334 

福 祉 科 40 50 78 168

学 � 数 � � � 18
 (生�、学�数については��４年４月現�) 

�学校����
�用交通�関

●ＪＲ横須賀�「����」�り��22分
●���行�「������」�り
・��20分
・��バス「�業�地�由�����」行き
「�����」下車���分

●���行�「�����」�り
・��20分
・��バス「�業�地�由ＪＲ����」行き
「��一��」下車���分

社会的・職業的�立に�けた力の育成(社会化) 

�者�の理解を�め、ともに支�合う心を育�(みなみ�ート) 

〇 社会福祉に関する基礎的・

基本的な知識・技能の習�

〇 社会の一�として社会福祉の

  �進に��する人�の育成
横須賀明�高校と

大�高校が統合して

�しい学校になりました。

福 祉 科
普 通 科普 通 科

（クリ�イテ�ブスクール）

〇 わかることが実�できる学び

〇 一人�とりの進路希望の実現に

  �けた指導と支援

横須賀南

高等学校

●学校行事
校外学習、南高祭(文化祭)、球技大会、研修旅行、学習成果発表会等

●部活動
<運動部> 野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントン、陸上競技、ダンス、柔道

<文化部> 吹奏楽、茶道、ＪＲＣ、演劇、美術、合唱、現代音楽、文芸、インターナショナルクラブ、競技かるた、お笑い同好会

★学校説明会 8月20日(土)：横須賀市文化会館、10月29日(土)：本校、12月10日(土)：本校

０１ 福祉のこころ
人を守り、人を助け､人を救うための「強いこころ」

⚫人の心や体の痛み、あるいは苦しみを分かるこころ

⚫困っている人がいれば、やさしくそっと手を差しのべ

られるこころ

「福祉科」教育の特色

０２ 福祉の知識と技能
社会福祉の理念と意義 ＆多くの体験から学ぶ技術・技能

⚫１年 社会福祉基礎(福祉(専門必修)) など

⚫２年 生活支援技術、福祉情報(福祉(専門必修)) など

⚫３年 介護総合演習(福祉(専門必修)) など

０３ 福祉の仕事
大学・短大・専門学校に進学し、国家資格を取って、

生涯の仕事とする

⚫介護（高齢・病弱・障害）

⚫保健（医療・看護・栄養・理学療法・作業療法）

⚫児童（保育・幼児教育・認定こども園）

⚫行政（生活保護・児童相談所)

⚫用具（車いす・義手義足）

０４ 地域のリーダー
多様な価値観を受け入れ、グローバルな広い視野と積極

性を持ったリーダー

⚫教育課程研究推進校 ＳＤＧｓをテーマとした展開

⚫地域の福祉と医療関係者として活躍

⚫韓国、台湾の姉妹校交流をはじめ様々な国際交流や異

文化理解

福祉科
〇地域の福祉・医療の関係者として活躍するための足がかりを作っ

ていきます。

〇共生社会を担うコミュニケーション能力と態度を育成します。

〇スクールキャリアカウンセラーと連携し、３年間を通して系統的

でていねいな進路指導を行います。

普通科
〇総合的な探究の時間に社会で役立つキャリア能力を養うための授

業を全学年で展開します。

〇スクールキャリアカウンセラーと連携し、３年間を通して系統的

でていねいな進路指導を行います。

〇企業や学校を招いての説明、面接練習、履歴書や志望理由書の書

き方等、きめ細やかな指導をします。

大学･短大

31%

専門・技術校

45%

就職

19%

準備中 5%

大学・短大

3％

専門・技術校, 

32％
就職

45％

準備中

20％

進路実績(2021年度卒の実績）

「普通科」教育の特色

０１ 「わかる授業」の展開
もう一度学び直したい、基礎学力をつけたい

⚫３０人以下の少人数クラス

⚫１学年の数学と英語の授業は２０人以下

⚫全教科で学びなおしを支援

０２ ともに学ぶ
人と関わりながら成長したい

⚫１学年必修「コミュニケーション技術」

⚫協同的な学び（学びあいの授業）の推進

⚫学校行事に参加するごとに成長できるしくみ

０３  安心して学校生活を送るための取組
落ち着いて学びたい

⚫個人面談の充実・保護者と学校の連携

⚫スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

の配置

０４ ３年間を通した進路指導
進路希望を実現したい
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横須賀南

高等学校

所�地：横須賀市��４��20�１� �239-0835

� �： 046(834)5671

���： 046(834)3564

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

� 立：���年11月(��２年４月開校)

課 程：全日�

�置学科・生�数・学�数

１年 ２年 ３年 �

普 通 科 115 114 105 334

福 祉 科 40 50 78 168

学 � 数 � � � 18
(生�、学�数については��４年４月現�)

�学校����
�用交通�関

●ＪＲ横須賀�「����」�り��22分
●���行�「������」�り
・��20分
・��バス「�業�地�由�����」行き
「�����」下車���分

●���行�「�����」�り
・��20分
・��バス「�業�地�由ＪＲ����」行き
「��一��」下車���分

社会的・職業的�立に�けた力の育成(社会化)

�者�の理解を�め、ともに支�合う心を育�(みなみ�ート)

〇 社会福祉に関する基礎的・

基本的な知識・技能の習�

〇 社会の一�として社会福祉の

�進に��する人�の育成
横須賀明�高校と

大�高校が統合して

�しい学校になりました。

福 祉 科
普 通 科

（クリ�イテ�ブスクール）

〇 わかることが実�できる学び

〇 一人�とりの進路希望の実現に

�けた指導と支援

横須賀南

高等学校

●学校行事
校外学習、南高祭(文化祭)、球技大会、研修旅行、学習成果発表会等

●部活動  

<運動部> 野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、テニス、バドミントン、陸上競技、ダンス、柔道

<文化部> 吹奏楽、茶道、ＪＲＣ、演劇、美術、合唱、現代音楽、文芸、インターナショナルクラブ、競技かるた、お笑い同好会

★学校説明会 8月20日(土)：横須賀市文化会館、10月29日(土)：本校、12月10日(土)：本校

０１ 福祉のこころ
人を守り、人を助け､人を救うための「強いこころ」

⚫人の心や体の痛み、あるいは苦しみを分かるこころ

⚫困っている人がいれば、やさしくそっと手を差しのべ

られるこころ

「福祉科」教育の特色

０２ 福祉の知識と技能  
社会福祉の理念と意義 ＆多くの体験から学ぶ技術・技能

⚫１年 社会福祉基礎(福祉(専門必修)) など

⚫２年 生活支援技術、福祉情報(福祉(専門必修)) など

⚫３年 介護総合演習(福祉(専門必修)) など

０３ 福祉の仕事
大学・短大・専門学校に進学し、国家資格を取って、

生涯の仕事とする

⚫介護（高齢・病弱・障害）

⚫保健（医療・看護・栄養・理学療法・作業療法）

⚫児童（保育・幼児教育・認定こども園）

⚫行政（生活保護・児童相談所) 

⚫用具（車いす・義手義足）

０４ 地域のリーダー
多様な価値観を受け入れ、グローバルな広い視野と積極

性を持ったリーダー

⚫教育課程研究推進校 ＳＤＧｓをテーマとした展開

⚫地域の福祉と医療関係者として活躍

⚫韓国、台湾の姉妹校交流をはじめ様々な国際交流や異

文化理解

福祉科
〇地域の福祉・医療の関係者として活躍するための足がかりを作っ

ていきます。

〇共生社会を担うコミュニケーション能力と態度を育成します。

〇スクールキャリアカウンセラーと連携し、３年間を通して系統的

でていねいな進路指導を行います。

普通科
〇総合的な探究の時間に社会で役立つキャリア能力を養うための授

業を全学年で展開します。

〇スクールキャリアカウンセラーと連携し、３年間を通して系統的

でていねいな進路指導を行います。

〇企業や学校を招いての説明、面接練習、履歴書や志望理由書の書

き方等、きめ細やかな指導をします。

大学･短大

31%

専門・技術校

45%

就職

19%

準備中 5%

大学・短大

3％

専門・技術校, 

32％
就職

45％

準備中

20％

進路実績(2021年度卒の実績）

「普通科」教育の特色

０１ 「わかる授業」の展開  
もう一度学び直したい、基礎学力をつけたい

⚫３０人以下の少人数クラス

⚫１学年の数学と英語の授業は２０人以下

⚫全教科で学びなおしを支援

０２ ともに学ぶ
人と関わりながら成長したい

⚫１学年必修「コミュニケーション技術」

⚫協同的な学び（学びあいの授業）の推進

⚫学校行事に参加するごとに成長できるしくみ

０３  安心して学校生活を送るための取組
落ち着いて学びたい

⚫個人面談の充実・保護者と学校の連携

⚫スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

の配置

０４ ３年間を通した進路指導  
進路希望を実現したい

⚫１学年からキャリア教育を実施

⚫マナーや身だしなみをきめ細かく指導

⚫スクールキャリアカウンセラーの配置
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人を守り、人を助け､人を救うための「強いこころ」
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���学������������������い����������������������������
私���� ������� ���������������������������学����������
����������������������������������������い�学�����

１．多くの選択科目の中から自分の時間割をつくる 
� � ��学����������������������������������学��������� ���
�������������������������������������������������
��������福祉�������������ど����������い��������������
�学�����い�����学��������い��������
２．自分の進路を考える 
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 ３．「国際教育」と「情報教育」 
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��������学���ど������������い����������い�������日������
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４．少人数授業の実施 
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����������������������������������������い�学�����

１．多くの選択科目の中から自分の時間割をつくる 
� � ��学����������������������������������学��������� ���
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�校は大� 10年の開校��、「自�自�」を�学の��とし、�学�けではなく、部活動や学校行事に

も�に全力で取り組む、それが�校の�りです。��２年度には

に指�され、どんな�難にも��に�み、世界を変えていくような高い�を�った人�の育成

を目指しています。また、難関大学への進路実現を�たし、 の指�も目指します。

○２学期制・65分�業

・����の��と発�的な学習に�っくり��を

かけて取り組みます。

○教育��

・１学年の��は、�準より多くの��数で��学

力の��を�ります。

・２学年では、生徒は理�を１�目�上��し、�

に�理��、理�を��することで国公立大学受

験に対応できるカリ��ラ�を�成します。ま

た、�人数で行う�題��では、生徒が��のあ

る学問について�く��します。

・３学年では進路希望に応�た�イ�ベルな���

目が開�され、多様な��が��です。

○先進的な学習�ール

・入学年�より、す�ての教�の学習に��な情報

活用�力を�につけるために、��２年度から生

徒一人一�のタブ�ットを��とし、Google

Workspace、スタディサプリ 等のオンラインサー

ビスを活用しています。

○多様な学習機会

・新入生対�の��講習、難関大対�講�をは�

め、�期講習、�期講習などを実施しており、

多くの生徒が積極的に参加しています。

����の�力

・�ローバルサイ�ンススタディ��外���

・サイ�ンスインターンシップ��学技��企業へ

の�業体験�

所在地：平塚市諏訪町５番１号 〒254-0063

電 話：0463(31)2066

ＦＡＸ：0463(31)5363

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

創 立：大正９年12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 319 318 308 945

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東海道線平塚駅より
・徒歩25分
・神奈中バス「伊勢原駅南口」行き「共済病院前総合
公園西」下車徒歩２分
・神奈中バス「秦野」行き「江南高校前」下車徒歩２
分

ひらしん平塚文化芸術ホール

生徒のほとんどが、国公立・難関私立大学に進学を

希望します。自己の適性を理解し、進路の幅を広げ

るために、進路講演会や実力試験・模擬試験等、学

習支援体制が充実しています。また、スタディサプ

リは全校生徒が利用しています。３月に開催される

「ようこそ先輩」では、受験が終わったばかりの卒

業生の話を聞き、決意を新たにしています。新型コ

ロナ感染拡大防止のために卒業生がビデオを作成

し、生徒たちは各クラスのモニターで視聴しまし

た。また、進路指導室では、進学関係の様々な情報

を検索でき、過去問題集も取り揃えています。この

ような機会や場所を積極的に活用し、生徒一人ひと

りが自己の進路を具体的なものとしていきます。ま

た、生徒及び保護者の皆様には、安心して受験に臨

めるように迅速で適切な「大学入学共通テスト」等

の情報の提供に努めています。

○体育祭

平塚江南高校の一大イベントで、全校を８ブロ

ックに分け、ブロック対抗戦を繰り広げます。１

ブロックには１～３年生の全学年が揃っているの

で、先輩や後輩とも仲良くなるチャンスです。

生徒たちが一番力を入れるのが仮装で、全員が

参加し、ブロックごとに決めたテーマを、ダンス・

音楽・隊形移動・大道具を駆使して表現します。コ

ロナウイルス感染症拡大に合わせて競技も内容を

変えて対応しています。

○球技大会

クラス対抗で行われ、近年はバスケットボール、

サッカー、ドッジボールが人気です。年度末に１・

２年生のみで開催しています。

○江
こう

麗
れい

祭
さい

いわゆる文化祭です。発表、演劇、体験型アトラ

クションなどが催されます。近年、世界的に SDGs

への取り組みが推進されており、江麗祭において

も各団体が各ゴールに関連付けた内容を企画に盛

り込む工夫をしています。昨年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で３月に延期となり、規模を縮小

した形での実施となりましたが、各団体の発表を教

室へライブ配信するなどの工夫が行われています。

○合唱コンクール

体育祭、江麗祭に並んで生徒たちに人気のある行

事です。１・２年生のクラス対抗で行われ、２か月

くらい前から準備にかかり、各クラス優勝を狙いま

す。開催日が近づくと校舎の内外から、美しい歌声

が聞こえてきます。一昨年度、昨年度と新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い中止となりましたが、今

年度の開催に向けて準備をしています。

約 40の部活動が活発に活動をしているので、きっ

と自分のやりたい部活動を見つけることができるで

しょう。加入率も高く、部活動に所属する生徒は全

校の８割を超えています。複数の部活に加入してい

る生徒も多く、活発な活動に対して、様々な表彰を

受けるなど、その活動が大きく評価されています。

2021年度は運動部では陸上競技部が関東大会、文化

部では競技かるた部が全国大会に出場し、囲碁・将

棋部が関東大会に出場するなど、活躍が目立ちます。
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も�に全力で取り組む、それが�校の�りです。��２年度には

に指�され、どんな�難にも��に�み、世界を変えていくような高い�を�った人�の育成

を目指しています。また、難関大学への進路実現を�たし、 の指�も目指します。

○２学期制・65分�業

・����の��と発�的な学習に�っくり��を

かけて取り組みます。

○教育��

・１学年の��は、�準より多くの��数で��学

力の��を�ります。

・２学年では、生徒は理�を１�目�上��し、�

に�理��、理�を��することで国公立大学受

験に対応できるカリ��ラ�を�成します。ま

た、�人数で行う�題��では、生徒が��のあ

る学問について�く��します。

・３学年では進路希望に応�た�イ�ベルな���

目が開�され、多様な��が��です。

○先進的な学習�ール

・入学年�より、す�ての教�の学習に��な情報

活用�力を�につけるために、��２年度から生

徒一人一�のタブ�ットを��とし、Google

Workspace、スタディサプリ 等のオンラインサー

ビスを活用しています。

○多様な学習機会

・新入生対�の��講習、難関大対�講�をは�

め、�期講習、�期講習などを実施しており、

多くの生徒が積極的に参加しています。

����の�力

・�ローバルサイ�ンススタディ��外���

・サイ�ンスインターンシップ��学技��企業へ

の�業体験�

所在地：平塚市諏訪町５番１号 〒254-0063

電 話：0463(31)2066

ＦＡＸ：0463(31)5363

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

創 立：大正９年12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 319 318 308 945 

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東海道線平塚駅より
・徒歩25分
・神奈中バス「伊勢原駅南口」行き「共済病院前総合
公園西」下車徒歩２分
・神奈中バス「秦野」行き「江南高校前」下車徒歩２
分

ひらしん平塚文化芸術ホール

生徒のほとんどが、国公立・難関私立大学に進学を

希望します。自己の適性を理解し、進路の幅を広げ

るために、進路講演会や実力試験・模擬試験等、学

習支援体制が充実しています。また、スタディサプ

リは全校生徒が利用しています。３月に開催される

「ようこそ先輩」では、受験が終わったばかりの卒

業生の話を聞き、決意を新たにしています。新型コ

ロナ感染拡大防止のために卒業生がビデオを作成

し、生徒たちは各クラスのモニターで視聴しまし

た。また、進路指導室では、進学関係の様々な情報

を検索でき、過去問題集も取り揃えています。この

ような機会や場所を積極的に活用し、生徒一人ひと

りが自己の進路を具体的なものとしていきます。ま

た、生徒及び保護者の皆様には、安心して受験に臨

めるように迅速で適切な「大学入学共通テスト」等

の情報の提供に努めています。

○体育祭

平塚江南高校の一大イベントで、全校を８ブロ

ックに分け、ブロック対抗戦を繰り広げます。１

ブロックには１～３年生の全学年が揃っているの

で、先輩や後輩とも仲良くなるチャンスです。

生徒たちが一番力を入れるのが仮装で、全員が

参加し、ブロックごとに決めたテーマを、ダンス・

音楽・隊形移動・大道具を駆使して表現します。コ

ロナウイルス感染症拡大に合わせて競技も内容を

変えて対応しています。

○球技大会

クラス対抗で行われ、近年はバスケットボール、

サッカー、ドッジボールが人気です。年度末に１・

２年生のみで開催しています。

○江
こう

麗
れい

祭
さい

いわゆる文化祭です。発表、演劇、体験型アトラ

クションなどが催されます。近年、世界的に SDGs

への取り組みが推進されており、江麗祭において

も各団体が各ゴールに関連付けた内容を企画に盛

り込む工夫をしています。昨年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で３月に延期となり、規模を縮小

した形での実施となりましたが、各団体の発表を教

室へライブ配信するなどの工夫が行われています。

○合唱コンクール

体育祭、江麗祭に並んで生徒たちに人気のある行

事です。１・２年生のクラス対抗で行われ、２か月

くらい前から準備にかかり、各クラス優勝を狙いま

す。開催日が近づくと校舎の内外から、美しい歌声

が聞こえてきます。一昨年度、昨年度と新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い中止となりましたが、今

年度の開催に向けて準備をしています。

約 40の部活動が活発に活動をしているので、きっ

と自分のやりたい部活動を見つけることができるで

しょう。加入率も高く、部活動に所属する生徒は全

校の８割を超えています。複数の部活に加入してい

る生徒も多く、活発な活動に対して、様々な表彰を

受けるなど、その活動が大きく評価されています。

2021年度は運動部では陸上競技部が関東大会、文化

部では競技かるた部が全国大会に出場し、囲碁・将

棋部が関東大会に出場するなど、活躍が目立ちます。
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�校は大� 10年の開校��、「自�自�」を�学の��とし、�学�けではなく、部活動や学校行事に

も�に全力で取り組む、それが�校の�りです。��２年度には

に指�され、どんな�難にも��に�み、世界を変えていくような高い�を�った人�の育成

を目指しています。また、難関大学への進路実現を�たし、 の指�も目指します。

○２学期制・65分�業

・����の��と発�的な学習に�っくり��を

かけて取り組みます。

○教育��

・１学年の��は、�準より多くの��数で��学

力の��を�ります。

・２学年では、生徒は理�を１�目�上��し、�

に�理��、理�を��することで国公立大学受

験に対応できるカリ��ラ�を�成します。ま

た、�人数で行う�題��では、生徒が��のあ

る学問について�く��します。

・３学年では進路希望に応�た�イ�ベルな���

目が開�され、多様な��が��です。

○先進的な学習�ール

・入学年�より、す�ての教�の学習に��な情報

活用�力を�につけるために、��２年度から生

徒一人一�のタブ�ットを��とし、Google

Workspace、スタディサプリ 等のオンラインサー

ビスを活用しています。

○多様な学習機会

・新入生対�の��講習、難関大対�講�をは�

め、�期講習、�期講習などを実施しており、

多くの生徒が積極的に参加しています。

����の�力

・�ローバルサイ�ンススタディ��外���

・サイ�ンスインターンシップ��学技��企業へ

の�業体験�

所在地：平塚市諏訪町５番１号 〒254-0063

電 話：0463(31)2066

ＦＡＸ：0463(31)5363

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

創 立：大正９年12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 319 318 308 945

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東海道線平塚駅より
・徒歩25分
・神奈中バス「伊勢原駅南口」行き「共済病院前総合
公園西」下車徒歩２分
・神奈中バス「秦野」行き「江南高校前」下車徒歩２
分

ひらしん平塚文化芸術ホール

生徒のほとんどが、国公立・難関私立大学に進学を

希望します。自己の適性を理解し、進路の幅を広げ

るために、進路講演会や実力試験・模擬試験等、学

習支援体制が充実しています。また、スタディサプ

リは全校生徒が利用しています。３月に開催される

「ようこそ先輩」では、受験が終わったばかりの卒

業生の話を聞き、決意を新たにしています。新型コ

ロナ感染拡大防止のために卒業生がビデオを作成

し、生徒たちは各クラスのモニターで視聴しまし

た。また、進路指導室では、進学関係の様々な情報

を検索でき、過去問題集も取り揃えています。この

ような機会や場所を積極的に活用し、生徒一人ひと

りが自己の進路を具体的なものとしていきます。ま

た、生徒及び保護者の皆様には、安心して受験に臨

めるように迅速で適切な「大学入学共通テスト」等

の情報の提供に努めています。

○体育祭

平塚江南高校の一大イベントで、全校を８ブロ

ックに分け、ブロック対抗戦を繰り広げます。１

ブロックには１～３年生の全学年が揃っているの

で、先輩や後輩とも仲良くなるチャンスです。

生徒たちが一番力を入れるのが仮装で、全員が

参加し、ブロックごとに決めたテーマを、ダンス・

音楽・隊形移動・大道具を駆使して表現します。コ

ロナウイルス感染症拡大に合わせて競技も内容を

変えて対応しています。

○球技大会

クラス対抗で行われ、近年はバスケットボール、

サッカー、ドッジボールが人気です。年度末に１・

２年生のみで開催しています。

○江
こう

麗
れい

祭
さい

いわゆる文化祭です。発表、演劇、体験型アトラ

クションなどが催されます。近年、世界的に SDGs

への取り組みが推進されており、江麗祭において

も各団体が各ゴールに関連付けた内容を企画に盛

り込む工夫をしています。昨年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で３月に延期となり、規模を縮小

した形での実施となりましたが、各団体の発表を教

室へライブ配信するなどの工夫が行われています。

○合唱コンクール

体育祭、江麗祭に並んで生徒たちに人気のある行

事です。１・２年生のクラス対抗で行われ、２か月

くらい前から準備にかかり、各クラス優勝を狙いま

す。開催日が近づくと校舎の内外から、美しい歌声

が聞こえてきます。一昨年度、昨年度と新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い中止となりましたが、今

年度の開催に向けて準備をしています。

約 40の部活動が活発に活動をしているので、きっ

と自分のやりたい部活動を見つけることができるで

しょう。加入率も高く、部活動に所属する生徒は全

校の８割を超えています。複数の部活に加入してい

る生徒も多く、活発な活動に対して、様々な表彰を

受けるなど、その活動が大きく評価されています。

2021年度は運動部では陸上競技部が関東大会、文化

部では競技かるた部が全国大会に出場し、囲碁・将

棋部が関東大会に出場するなど、活躍が目立ちます。
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�校は大� 10年の開校��、「自�自�」を�学の��とし、�学�けではなく、部活動や学校行事に

も�に全力で取り組む、それが�校の�りです。��２年度には

に指�され、どんな�難にも��に�み、世界を変えていくような高い�を�った人�の育成

を目指しています。また、難関大学への進路実現を�たし、 の指�も目指します。

○２学期制・65分�業

・����の��と発�的な学習に�っくり��を

かけて取り組みます。

○教育��

・１学年の��は、�準より多くの��数で��学

力の��を�ります。

・２学年では、生徒は理�を１�目�上��し、�

に�理��、理�を��することで国公立大学受

験に対応できるカリ��ラ�を�成します。ま

た、�人数で行う�題��では、生徒が��のあ

る学問について�く��します。

・３学年では進路希望に応�た�イ�ベルな���

目が開�され、多様な��が��です。

○先進的な学習�ール

・入学年�より、す�ての教�の学習に��な情報

活用�力を�につけるために、��２年度から生

徒一人一�のタブ�ットを��とし、Google

Workspace、スタディサプリ 等のオンラインサー

ビスを活用しています。

○多様な学習機会

・新入生対�の��講習、難関大対�講�をは�

め、�期講習、�期講習などを実施しており、

多くの生徒が積極的に参加しています。

����の�力

・�ローバルサイ�ンススタディ��外���

・サイ�ンスインターンシップ��学技��企業へ

の�業体験�

所在地：平塚市諏訪町５番１号 〒254-0063

電 話：0463(31)2066

ＦＡＸ：0463(31)5363

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

創 立：大正９年12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 319 318 308 945 

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東海道線平塚駅より
・徒歩25分
・神奈中バス「伊勢原駅南口」行き「共済病院前総合
公園西」下車徒歩２分
・神奈中バス「秦野」行き「江南高校前」下車徒歩２
分

ひらしん平塚文化芸術ホール

生徒のほとんどが、国公立・難関私立大学に進学を

希望します。自己の適性を理解し、進路の幅を広げ

るために、進路講演会や実力試験・模擬試験等、学

習支援体制が充実しています。また、スタディサプ

リは全校生徒が利用しています。３月に開催される

「ようこそ先輩」では、受験が終わったばかりの卒

業生の話を聞き、決意を新たにしています。新型コ

ロナ感染拡大防止のために卒業生がビデオを作成

し、生徒たちは各クラスのモニターで視聴しまし

た。また、進路指導室では、進学関係の様々な情報

を検索でき、過去問題集も取り揃えています。この

ような機会や場所を積極的に活用し、生徒一人ひと

りが自己の進路を具体的なものとしていきます。ま

た、生徒及び保護者の皆様には、安心して受験に臨

めるように迅速で適切な「大学入学共通テスト」等

の情報の提供に努めています。

○体育祭

平塚江南高校の一大イベントで、全校を８ブロ

ックに分け、ブロック対抗戦を繰り広げます。１

ブロックには１～３年生の全学年が揃っているの

で、先輩や後輩とも仲良くなるチャンスです。

生徒たちが一番力を入れるのが仮装で、全員が

参加し、ブロックごとに決めたテーマを、ダンス・

音楽・隊形移動・大道具を駆使して表現します。コ

ロナウイルス感染症拡大に合わせて競技も内容を

変えて対応しています。

○球技大会

クラス対抗で行われ、近年はバスケットボール、

サッカー、ドッジボールが人気です。年度末に１・

２年生のみで開催しています。

○江
こう

麗
れい

祭
さい

いわゆる文化祭です。発表、演劇、体験型アトラ

クションなどが催されます。近年、世界的に SDGs

への取り組みが推進されており、江麗祭において

も各団体が各ゴールに関連付けた内容を企画に盛

り込む工夫をしています。昨年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で３月に延期となり、規模を縮小

した形での実施となりましたが、各団体の発表を教

室へライブ配信するなどの工夫が行われています。

○合唱コンクール

体育祭、江麗祭に並んで生徒たちに人気のある行

事です。１・２年生のクラス対抗で行われ、２か月

くらい前から準備にかかり、各クラス優勝を狙いま

す。開催日が近づくと校舎の内外から、美しい歌声

が聞こえてきます。一昨年度、昨年度と新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い中止となりましたが、今

年度の開催に向けて準備をしています。

約 40の部活動が活発に活動をしているので、きっ

と自分のやりたい部活動を見つけることができるで

しょう。加入率も高く、部活動に所属する生徒は全

校の８割を超えています。複数の部活に加入してい

る生徒も多く、活発な活動に対して、様々な表彰を

受けるなど、その活動が大きく評価されています。

2021年度は運動部では陸上競技部が関東大会、文化

部では競技かるた部が全国大会に出場し、囲碁・将

棋部が関東大会に出場するなど、活躍が目立ちます。
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所在地：平塚市達上ケ丘10番10号 〒254-0064
電 話：0463(31)0944  
ＦＡＸ：0463(34)9384
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/

hiratsukanousyou-h/index.html

創 立：令和元年11月(令和２年４月開校)  
課 程：全日制

神奈川県立 平塚
ひ ら つ か

農商
のうしょう

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ東海道線平塚駅北口より
神奈中バス（３番乗り場）「平塚農商高校経由市民病
院」行き「平塚農商高校経由金田公民館」行き「東海
大学」行きもしくは（10番乗り場）「湘南日向岡」行
き「農業高校」下車（駅からの所要時間（約15分）

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

都市農業科 39 38 37 114

都市環境科 35 36 23 94

食品科学科 39 38 37 114

農業総合科 39 37 34 110

総合ビジネス科 158 155 146 459

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) 

農業に関する学科 商業に関する学科

１学年に入学する時に希望する学科を選びます。

〇都市農業科

野菜や果樹・作物の栽培知識と技術について学び

ます。新鮮かつ安全・安心な農産物の生産工程管理

を理解し、持続可能な栽培方法について、実験・実

習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：野菜 果樹 作物 他

〇都市環境科

草花やガーデニングの知識と技術、地域の自然環

境について学びます。生活環境の向上をめざし、栽

培方法やその利用・活用方法について理解し、実

験・実習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：草花（フラワーデザイン） 造園

生物活用 他

〇食品科学科

安全・安心な食品を製造する知識と技術を学びま

す。食品（穀類・果実・畜産物など）の加工、微生

物の利用や食品化学について理解し、実験・実習を

通して、より実践的に学習します。

専門科目：食品製造 食品化学 食品微生物 他

〇農業総合科

農業の総合的な知識と技術、食育について学びま

す。作物栽培や食品製造から、食の大切さを理解

し、実験・実習を通して、より実践的に学習しま

す。

専門科目：食品製造 地域資源活用

保育基礎 フードデザイン 他

〇総合ビジネス科

１学年は共通カリキュラムを学びます。普通科目

の他、全員が初めて学ぶ専門科目の基礎・基本を身

に付けます。

専門科目：簿記 情報処理 ビジネス基礎

４つの系（２年次から選択）

◇経営ビジネス系

簿記会計を基礎として、会計情報をビジネスの諸

活動に活用する能力を身に付けます。グローバル社

会に対応した企業経営戦略について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：財務会計Ⅰ・Ⅱ 原価計算

     管理会計 他

◇情報ビジネス系

情報を適切に提供する力及び情報技術を効果的に

活用する能力を身に付けます。高度情報化社会に対

応したソフトウェアの活用、プログラミング、ネッ

トワーク及びビジネス創造について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：ソフトウェア活用 プログラミング

ネットワーク管理 他

◇情報デザイン系

ビジネスに関する情報を適切に表現する知識及び

技術を身に付けます。日々進化するビジネス社会に

対応したデザイン及びマーケティングついて実践的

な取り組みを通じて学習します。

専門科目：商品開発と流通 ネットワーク活用

ソフトウェア活用 他

◇グローバルビジネス系

マーケティングや企業倫理の考え方を踏まえ、ビ

ジネスを展開する知識及び技術を身に付けます。流

通を見据えた商品開発、観光ビジネスの創造につい

て実践的な取り組みを通じて学習します。

専門科目：観光ビジネス 商品開発と流通

ビジネス・コミュニケーション 他

学校設定教科「地域産業」で、農商共通科目として１年生全員が｢アグリ・ビジネス｣を履修します。

それぞれの産業分野を相互に学び、幅広い視野を身に付けます。

１日体験入学・学校説明会（詳細等は直接お問い合わせ下さい。ＨＰにも掲載します。）

１日体験入学 ７月29日（金） 10月８日（土）

学校説明会  ８月19日（金） 11月５日（土） 12月３日（土）
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所在地：平塚市達上ケ丘10番10号 〒254-0064
電 話：0463(31)0944
ＦＡＸ：0463(34)9384
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/

hiratsukanousyou-h/index.html

創 立：令和元年11月(令和２年４月開校)
課 程：全日制

神奈川県立 平塚
ひ ら つ か

農商
のうしょう

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ東海道線平塚駅北口より
神奈中バス（３番乗り場）「平塚農商高校経由市民病
院」行き「平塚農商高校経由金田公民館」行き「東海
大学」行きもしくは（10番乗り場）「湘南日向岡」行
き「農業高校」下車（駅からの所要時間（約15分）

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

都市農業科 39 38 37 114

都市環境科 35 36 23 94

食品科学科 39 38 37 114

農業総合科 39 37 34 110

総合ビジネス科 158 155 146 459

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)

農業に関する学科 商業に関する学科

１学年に入学する時に希望する学科を選びます。

〇都市農業科

野菜や果樹・作物の栽培知識と技術について学び

ます。新鮮かつ安全・安心な農産物の生産工程管理

を理解し、持続可能な栽培方法について、実験・実

習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：野菜 果樹 作物 他

〇都市環境科  

草花やガーデニングの知識と技術、地域の自然環

境について学びます。生活環境の向上をめざし、栽

培方法やその利用・活用方法について理解し、実

験・実習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：草花（フラワーデザイン） 造園

生物活用 他

〇食品科学科  

安全・安心な食品を製造する知識と技術を学びま

す。食品（穀類・果実・畜産物など）の加工、微生

物の利用や食品化学について理解し、実験・実習を

通して、より実践的に学習します。

専門科目：食品製造 食品化学 食品微生物 他

〇農業総合科  

農業の総合的な知識と技術、食育について学びま

す。作物栽培や食品製造から、食の大切さを理解

し、実験・実習を通して、より実践的に学習しま

す。

専門科目：食品製造 地域資源活用

保育基礎 フードデザイン 他

  

〇総合ビジネス科

１学年は共通カリキュラムを学びます。普通科目

の他、全員が初めて学ぶ専門科目の基礎・基本を身

に付けます。

専門科目：簿記 情報処理 ビジネス基礎

４つの系（２年次から選択）

◇経営ビジネス系

簿記会計を基礎として、会計情報をビジネスの諸

活動に活用する能力を身に付けます。グローバル社

会に対応した企業経営戦略について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：財務会計Ⅰ・Ⅱ 原価計算

     管理会計 他

◇情報ビジネス系

情報を適切に提供する力及び情報技術を効果的に

活用する能力を身に付けます。高度情報化社会に対

応したソフトウェアの活用、プログラミング、ネッ

トワーク及びビジネス創造について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：ソフトウェア活用 プログラミング  

ネットワーク管理 他

◇情報デザイン系

ビジネスに関する情報を適切に表現する知識及び

技術を身に付けます。日々進化するビジネス社会に

対応したデザイン及びマーケティングついて実践的

な取り組みを通じて学習します。

専門科目：商品開発と流通 ネットワーク活用

ソフトウェア活用 他

◇グローバルビジネス系

マーケティングや企業倫理の考え方を踏まえ、ビ

ジネスを展開する知識及び技術を身に付けます。流

通を見据えた商品開発、観光ビジネスの創造につい

て実践的な取り組みを通じて学習します。

専門科目：観光ビジネス 商品開発と流通

ビジネス・コミュニケーション 他

学校設定教科「地域産業」で、農商共通科目として１年生全員が｢アグリ・ビジネス｣を履修します。

それぞれの産業分野を相互に学び、幅広い視野を身に付けます。

１日体験入学・学校説明会（詳細等は直接お問い合わせ下さい。ＨＰにも掲載します。）

１日体験入学  ７月29日（金） 10月８日（土）

学校説明会  ８月19日（金） 11月５日（土）  12月３日（土）
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所在地：平塚市達上ケ丘10番10号 〒254-0064
電 話：0463(31)0944  
ＦＡＸ：0463(34)9384
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/

hiratsukanousyou-h/index.html

創 立：令和元年11月(令和２年４月開校)  
課 程：全日制

神奈川県立 平塚
ひ ら つ か

農商
のうしょう

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ東海道線平塚駅北口より
神奈中バス（３番乗り場）「平塚農商高校経由市民病
院」行き「平塚農商高校経由金田公民館」行き「東海
大学」行きもしくは（10番乗り場）「湘南日向岡」行
き「農業高校」下車（駅からの所要時間（約15分）

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

都市農業科 39 38 37 114

都市環境科 35 36 23 94

食品科学科 39 38 37 114

農業総合科 39 37 34 110

総合ビジネス科 158 155 146 459

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) 

農業に関する学科 商業に関する学科

１学年に入学する時に希望する学科を選びます。

〇都市農業科

野菜や果樹・作物の栽培知識と技術について学び

ます。新鮮かつ安全・安心な農産物の生産工程管理

を理解し、持続可能な栽培方法について、実験・実

習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：野菜 果樹 作物 他

〇都市環境科

草花やガーデニングの知識と技術、地域の自然環

境について学びます。生活環境の向上をめざし、栽

培方法やその利用・活用方法について理解し、実

験・実習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：草花（フラワーデザイン） 造園

生物活用 他

〇食品科学科

安全・安心な食品を製造する知識と技術を学びま

す。食品（穀類・果実・畜産物など）の加工、微生

物の利用や食品化学について理解し、実験・実習を

通して、より実践的に学習します。

専門科目：食品製造 食品化学 食品微生物 他

〇農業総合科

農業の総合的な知識と技術、食育について学びま

す。作物栽培や食品製造から、食の大切さを理解

し、実験・実習を通して、より実践的に学習しま

す。

専門科目：食品製造 地域資源活用

保育基礎 フードデザイン 他

〇総合ビジネス科

１学年は共通カリキュラムを学びます。普通科目

の他、全員が初めて学ぶ専門科目の基礎・基本を身

に付けます。

専門科目：簿記 情報処理 ビジネス基礎

４つの系（２年次から選択）

◇経営ビジネス系

簿記会計を基礎として、会計情報をビジネスの諸

活動に活用する能力を身に付けます。グローバル社

会に対応した企業経営戦略について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：財務会計Ⅰ・Ⅱ 原価計算

     管理会計 他

◇情報ビジネス系

情報を適切に提供する力及び情報技術を効果的に

活用する能力を身に付けます。高度情報化社会に対

応したソフトウェアの活用、プログラミング、ネッ

トワーク及びビジネス創造について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：ソフトウェア活用 プログラミング

ネットワーク管理 他

◇情報デザイン系

ビジネスに関する情報を適切に表現する知識及び

技術を身に付けます。日々進化するビジネス社会に

対応したデザイン及びマーケティングついて実践的

な取り組みを通じて学習します。

専門科目：商品開発と流通 ネットワーク活用

ソフトウェア活用 他

◇グローバルビジネス系

マーケティングや企業倫理の考え方を踏まえ、ビ

ジネスを展開する知識及び技術を身に付けます。流

通を見据えた商品開発、観光ビジネスの創造につい

て実践的な取り組みを通じて学習します。

専門科目：観光ビジネス 商品開発と流通

ビジネス・コミュニケーション 他

学校設定教科「地域産業」で、農商共通科目として１年生全員が｢アグリ・ビジネス｣を履修します。

それぞれの産業分野を相互に学び、幅広い視野を身に付けます。

１日体験入学・学校説明会（詳細等は直接お問い合わせ下さい。ＨＰにも掲載します。）

１日体験入学 ７月29日（金） 10月８日（土）

学校説明会  ８月19日（金） 11月５日（土） 12月３日（土）
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所在地：平塚市達上ケ丘10番10号 〒254-0064
電 話：0463(31)0944
ＦＡＸ：0463(34)9384
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/

hiratsukanousyou-h/index.html

創 立：令和元年11月(令和２年４月開校)
課 程：全日制

神奈川県立 平塚
ひ ら つ か

農商
のうしょう

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ東海道線平塚駅北口より
神奈中バス（３番乗り場）「平塚農商高校経由市民病
院」行き「平塚農商高校経由金田公民館」行き「東海
大学」行きもしくは（10番乗り場）「湘南日向岡」行
き「農業高校」下車（駅からの所要時間（約15分）

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

都市農業科 39 38 37 114

都市環境科 35 36 23 94

食品科学科 39 38 37 114

農業総合科 39 37 34 110

総合ビジネス科 158 155 146 459

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)

農業に関する学科 商業に関する学科

１学年に入学する時に希望する学科を選びます。

〇都市農業科

野菜や果樹・作物の栽培知識と技術について学び

ます。新鮮かつ安全・安心な農産物の生産工程管理

を理解し、持続可能な栽培方法について、実験・実

習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：野菜 果樹 作物 他

〇都市環境科  

草花やガーデニングの知識と技術、地域の自然環

境について学びます。生活環境の向上をめざし、栽

培方法やその利用・活用方法について理解し、実

験・実習を通して、より実践的に学習します。

専門科目：草花（フラワーデザイン） 造園

生物活用 他

〇食品科学科  

安全・安心な食品を製造する知識と技術を学びま

す。食品（穀類・果実・畜産物など）の加工、微生

物の利用や食品化学について理解し、実験・実習を

通して、より実践的に学習します。

専門科目：食品製造 食品化学 食品微生物 他

〇農業総合科  

農業の総合的な知識と技術、食育について学びま

す。作物栽培や食品製造から、食の大切さを理解

し、実験・実習を通して、より実践的に学習しま

す。

専門科目：食品製造 地域資源活用

保育基礎 フードデザイン 他

  

〇総合ビジネス科

１学年は共通カリキュラムを学びます。普通科目

の他、全員が初めて学ぶ専門科目の基礎・基本を身

に付けます。

専門科目：簿記 情報処理 ビジネス基礎

４つの系（２年次から選択）

◇経営ビジネス系

簿記会計を基礎として、会計情報をビジネスの諸

活動に活用する能力を身に付けます。グローバル社

会に対応した企業経営戦略について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：財務会計Ⅰ・Ⅱ 原価計算

     管理会計 他

◇情報ビジネス系

情報を適切に提供する力及び情報技術を効果的に

活用する能力を身に付けます。高度情報化社会に対

応したソフトウェアの活用、プログラミング、ネッ

トワーク及びビジネス創造について実践的な取り組

みを通じて学習します。

専門科目：ソフトウェア活用 プログラミング  

ネットワーク管理 他

◇情報デザイン系

ビジネスに関する情報を適切に表現する知識及び

技術を身に付けます。日々進化するビジネス社会に

対応したデザイン及びマーケティングついて実践的

な取り組みを通じて学習します。

専門科目：商品開発と流通 ネットワーク活用

ソフトウェア活用 他

◇グローバルビジネス系

マーケティングや企業倫理の考え方を踏まえ、ビ

ジネスを展開する知識及び技術を身に付けます。流

通を見据えた商品開発、観光ビジネスの創造につい

て実践的な取り組みを通じて学習します。

専門科目：観光ビジネス 商品開発と流通

ビジネス・コミュニケーション 他

学校設定教科「地域産業」で、農商共通科目として１年生全員が｢アグリ・ビジネス｣を履修します。

それぞれの産業分野を相互に学び、幅広い視野を身に付けます。

１日体験入学・学校説明会（詳細等は直接お問い合わせ下さい。ＨＰにも掲載します。）

１日体験入学  ７月29日（金） 10月８日（土）

学校説明会  ８月19日（金） 11月５日（土）  12月３日（土）
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平塚工科高校では全�が総合技術科に入学します。��で工業の��など学�、きめ�かな教育��により自�自�の��・関��
��をき�んと��してから、２年生では�に進んで専門�な学習をします。３年生ではさらにコースに進んで専門�をより高めます。

■自動車�
県内で�一の高校で自動車を学べる�。全科�を修�し、��で定めら
れた実習��を�めると三級整備士の実技�験が免�されます。

●自動車コース
自動車の�組��整備、電気��などを学習します。実習では�ンジン、
シャシ、電気��などの��、組立、整備方�などを学習します。

■機械�
機械技術の�本を学��とにより、��の機械技術者として��な��・
技術を習�し、�確で��な作業方�を学�ます。

●機械技術コース
工作機械、加工技術の���、コン�ュータで��する����工作機
械の実習を通して、先�技術の��・技術を学習します。

■電気�
電気��ル�ーを�しく��するための能力と技術、さらにコン�ュータを中
�とした情報社会に�応できる��い��と技術を学�ます。

●電力技術コース
交�回路、電気機�、電力�備などを扱う���技術を学習します。

●情報通�コース
電子回路、ディジタル回路、パソコン��ットワークなど情報�通�技術に
関する��を学習します。

■��化学�
�球��と化学の関�りに�いての�
�・��を�め、���化学�の職業
に��な��を学�ます。

●��化学コース
プラスチック� 新素�などの�料に�いて学�ます。また自���に��し
た資����ル�ー、リサイクル技術の学習を通して「新しいものづくり」のた
めの能力と��を�に�けます。

■総合技術�
ものづくりを通して工業の����� 技術を学習すると同�に、専門科
�の一部を共通教科に��、4 年�大学�工�学部�の進学に��な
学力を�に�けます。

●��コース
�学��科���の学習を�めます。工業��など工業専門科�も�せ
て学�、４年�大学工学�での��に��な能力を�に�けます。

＜学校案内図＞
利用交通機関

●ＪＲ東海道線平塚駅西口より徒歩 15分

所在地：平塚市黒部丘12番７号 〒254-0821

電 話：0463(31)0417

ＦＡＸ：0463(32)6983

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsukakoka-th/

創 立：平成14年11月（平成15年４月開校）

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総合技術科 158 162 205 525

学 級 数 ７ ７ ７ 21

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

�合���の�����

■遠足
横浜、東京方面

■陸上記録会
5月 27日（金）  
レモンガススタジアム平塚(旧平塚競技場)

■平工祭（文化祭）
１０月２９日（土） 一般公開 １１：００～１５：００
１０月３０日（日） 一般公開 １０：００～１５：００

■２年修学旅行 北海道方面
１月１2日（木）～１月１５日（日）  

■学校説明会 いずれも本校で実施
７月２９日（金）９：３０～説明会と校内見学、高校体験
９月  ３日（土）９：３０～高校体験 相談会

１０月  １日（土）９：１５～授業見学 １３：００～説明会
１２月１０日（土）１０：００～説明会と校内見学

最新情報はホームページで確認してください。

■運動部
硬式野球部 空手道部 柔道部
バドミントン部 卓球部 陸上競技部
ラグビー部 ソフトテニス部 テニス部
バスケットボール部 バレーボール部
サッカー部 水泳部 山岳部 ゴルフ部

■文化部
社会部 電気部 化学部  
機械部 写真部 音楽部
美術部 吹奏楽部
アマチュア無線部 園芸部

■同好会
イラスト・模型同好会
トレーニング同好会
工業クラブ
自転車同好会

■資格
●免許
危険物取扱者（乙種、丙種）
電気工事士 電気主任技術者
工事担任者 ３級自動車整備士
２級ボイラー技士 機械検査技能士など

●技能講習
ガス溶接 有機溶剤作業責任者
酸素欠乏硫化水素危険作業主任者
特定化学物質４ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者
など

●特別教育
クレーン取扱 高所作業車運転
低圧電気取扱者  
高圧・特別高圧電気取扱者
フォークリフト運転 など

■検定
計算技術検定 情報技術検定 Ｐ検
日本漢字能力検定 など

■多くの資格合格者
計算技術検定 ２～４級のべ２０４名合格
自動車整備士 ３級ガソリン 31名合格、３級ディーゼル 22名合格

３級シャシ 26名合格  
電気工事士 第１種５名合格、第２種４８名合格
危険物取扱者 乙種１２名合格、丙種１４名合格など

■ものづくりコンテスト全国大会準優勝
「第２１回 高校生ものづくりコンテスト全国大会」が、１１月１４日に開
催されました。本校から参加した３年生の田代さんが、自動車整備部門
で準優勝になりました。

■神奈川県高校生溶接コンクール優勝
「第１３回神奈川県高校生溶接コンクール」が、２月２３日に開催され
ました。本校から参加した３年生の山田さんが、優勝しました。

■文部科学省より表彰
本校で取り組んできたキャリア教育
が、文部科学省に認められ、表彰を
うけました。本校のキャリア教育は、
入学当初から開始し、希望する進路
を実現させます。

●主な就職先                                ●主な進学先
                              
  

取得できる資格・受検できる検定

受賞・合格の記録

進路

いすゞ自動車 日本発条 日揮ユニバーサル AGC 神奈川中央交通  
神奈川トヨタ自動車 神奈川スバル 神奈川ダイハツ販売 トノックス                                                              
日本特殊塗料 中村屋 敷島製パン 横浜ゴム 日立 Astemo
神戸製鋼所 プレス工業 アズビル 明治 東日本旅客鉄道 東京電力           
不二家 日本新薬 東洋水産 東京電力 三菱ビルテクノサービス 関西ペイント
日立ビルシステム 日本精工 オカムラ 新明和工業 山崎製パン JX金属               
小松製作所 関電工 日本パーカライジング クボタケミックス 大陽日酸
第一三共プロファーマ 東京応化工業 京セラ 高周波熱錬 日本フルハーフ
Meiji Seika ファルマ トラスコ中山 富士フィルムワコーケミカル 消防 自衛隊
他

神奈川工科大学 神奈川大学 東京電機大学
東海大学 関東学院大学 東京工芸大学 文教大学  
千葉工業大学 湘南工科大学 松蔭大学  
県立産業技術短期大学校
西部総合技術校 東部総合技術校
日本工学院専門学校 日本航空専門学校
日本工学院八王子専門学校 日本自動車大学校
日産横浜自動車大学校 読売自動車大学校
横浜テクノオート専門学校 情報科学専門学校 他

主な学校行事 令和 4年度の例

部活動
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平塚工科高校では全�が総合技術科に入学します。��で工業の��など学�、きめ�かな教育��により自�自�の��・関��
��をき�んと��してから、２年生では�に進んで専門�な学習をします。３年生ではさらにコースに進んで専門�をより高めます。

■自動車�
県内で�一の高校で自動車を学べる�。全科�を修�し、��で定めら
れた実習��を�めると三級整備士の実技�験が免�されます。

●自動車コース
自動車の�組��整備、電気��などを学習します。実習では�ンジン、
シャシ、電気��などの��、組立、整備方�などを学習します。

■機械�  
機械技術の�本を学��とにより、��の機械技術者として��な��・
技術を習�し、�確で��な作業方�を学�ます。

●機械技術コース
工作機械、加工技術の���、コン�ュータで��する����工作機
械の実習を通して、先�技術の��・技術を学習します。

■電気�  
電気��ル�ーを�しく��するための能力と技術、さらにコン�ュータを中
�とした情報社会に�応できる��い��と技術を学�ます。

●電力技術コース
交�回路、電気機�、電力�備などを扱う���技術を学習します。

●情報通�コース
電子回路、ディジタル回路、パソコン��ットワークなど情報�通�技術に
関する��を学習します。

■��化学�  
�球��と化学の関�りに�いての�
�・��を�め、���化学�の職業
に��な��を学�ます。

●��化学コース
プラスチック� 新素�などの�料に�いて学�ます。また自���に��し
た資����ル�ー、リサイクル技術の学習を通して「新しいものづくり」のた
めの能力と��を�に�けます。

■総合技術�  
ものづくりを通して工業の����� 技術を学習すると同�に、専門科
�の一部を共通教科に��、4 年�大学�工�学部�の進学に��な
学力を�に�けます。

●��コース
�学��科���の学習を�めます。工業��など工業専門科�も�せ
て学�、４年�大学工学�での��に��な能力を�に�けます。  

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ東海道線平塚駅西口より徒歩 15分

所在地：平塚市黒部丘12番７号 〒254-0821

電 話：0463(31)0417

ＦＡＸ：0463(32)6983

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsukakoka-th/

創 立：平成14年11月（平成15年４月開校）

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総合技術科 158 162 205 525

学 級 数 ７ ７ ７ 21 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

�合���の�����

■遠足
横浜、東京方面

■陸上記録会
5月 27日（金）
レモンガススタジアム平塚(旧平塚競技場)

■平工祭（文化祭）
１０月２９日（土） 一般公開 １１：００～１５：００
１０月３０日（日） 一般公開 １０：００～１５：００

■２年修学旅行 北海道方面
１月１2日（木）～１月１５日（日）

■学校説明会 いずれも本校で実施
７月２９日（金）９：３０～説明会と校内見学、高校体験
９月  ３日（土）９：３０～高校体験 相談会

１０月  １日（土）９：１５～授業見学 １３：００～説明会
１２月１０日（土）１０：００～説明会と校内見学

最新情報はホームページで確認してください。

■運動部
硬式野球部 空手道部 柔道部
バドミントン部 卓球部 陸上競技部
ラグビー部 ソフトテニス部 テニス部
バスケットボール部 バレーボール部
サッカー部 水泳部 山岳部 ゴルフ部

■文化部
社会部 電気部 化学部
機械部 写真部 音楽部
美術部 吹奏楽部
アマチュア無線部 園芸部

■同好会
イラスト・模型同好会
トレーニング同好会
工業クラブ
自転車同好会

■資格
●免許
危険物取扱者（乙種、丙種）
電気工事士 電気主任技術者
工事担任者 ３級自動車整備士
２級ボイラー技士 機械検査技能士など

●技能講習
ガス溶接 有機溶剤作業責任者
酸素欠乏硫化水素危険作業主任者
特定化学物質４ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者
など

●特別教育
クレーン取扱 高所作業車運転
低圧電気取扱者
高圧・特別高圧電気取扱者
フォークリフト運転 など

■検定
計算技術検定 情報技術検定 Ｐ検
日本漢字能力検定 など

■多くの資格合格者
計算技術検定 ２～４級のべ２０４名合格
自動車整備士 ３級ガソリン 31名合格、３級ディーゼル 22名合格

３級シャシ 26名合格
電気工事士 第１種５名合格、第２種４８名合格
危険物取扱者 乙種１２名合格、丙種１４名合格など

■ものづくりコンテスト全国大会準優勝
「第２１回 高校生ものづくりコンテスト全国大会」が、１１月１４日に開
催されました。本校から参加した３年生の田代さんが、自動車整備部門
で準優勝になりました。

■神奈川県高校生溶接コンクール優勝
「第１３回神奈川県高校生溶接コンクール」が、２月２３日に開催され
ました。本校から参加した３年生の山田さんが、優勝しました。

■文部科学省より表彰
本校で取り組んできたキャリア教育
が、文部科学省に認められ、表彰を
うけました。本校のキャリア教育は、
入学当初から開始し、希望する進路
を実現させます。

●主な就職先                             ●主な進学先
                              
  

取得できる資格・受検できる検定

受賞・合格の記録

進路

いすゞ自動車 日本発条 日揮ユニバーサル AGC 神奈川中央交通
神奈川トヨタ自動車 神奈川スバル 神奈川ダイハツ販売 トノックス                                                              
日本特殊塗料 中村屋 敷島製パン 横浜ゴム 日立 Astemo
神戸製鋼所 プレス工業 アズビル 明治 東日本旅客鉄道 東京電力           
不二家 日本新薬 東洋水産 東京電力 三菱ビルテクノサービス 関西ペイント
日立ビルシステム 日本精工 オカムラ 新明和工業 山崎製パン JX金属               
小松製作所 関電工 日本パーカライジング クボタケミックス 大陽日酸
第一三共プロファーマ 東京応化工業 京セラ 高周波熱錬 日本フルハーフ
Meiji Seika ファルマ トラスコ中山 富士フィルムワコーケミカル 消防 自衛隊
他

神奈川工科大学 神奈川大学 東京電機大学
東海大学 関東学院大学 東京工芸大学 文教大学
千葉工業大学 湘南工科大学 松蔭大学
県立産業技術短期大学校
西部総合技術校 東部総合技術校
日本工学院専門学校 日本航空専門学校
日本工学院八王子専門学校 日本自動車大学校
日産横浜自動車大学校 読売自動車大学校
横浜テクノオート専門学校 情報科学専門学校 他

主な学校行事 令和 4年度の例

部活動
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平塚工科高校では全�が総合技術科に入学します。��で工業の��など学�、きめ�かな教育��により自�自�の��・関��
��をき�んと��してから、２年生では�に進んで専門�な学習をします。３年生ではさらにコースに進んで専門�をより高めます。

■自動車�
県内で�一の高校で自動車を学べる�。全科�を修�し、��で定めら
れた実習��を�めると三級整備士の実技�験が免�されます。

●自動車コース
自動車の�組��整備、電気��などを学習します。実習では�ンジン、
シャシ、電気��などの��、組立、整備方�などを学習します。

■機械�
機械技術の�本を学��とにより、��の機械技術者として��な��・
技術を習�し、�確で��な作業方�を学�ます。

●機械技術コース
工作機械、加工技術の���、コン�ュータで��する����工作機
械の実習を通して、先�技術の��・技術を学習します。

■電気�
電気��ル�ーを�しく��するための能力と技術、さらにコン�ュータを中
�とした情報社会に�応できる��い��と技術を学�ます。

●電力技術コース
交�回路、電気機�、電力�備などを扱う���技術を学習します。

●情報通�コース
電子回路、ディジタル回路、パソコン��ットワークなど情報�通�技術に
関する��を学習します。

■��化学�
�球��と化学の関�りに�いての�
�・��を�め、���化学�の職業
に��な��を学�ます。

●��化学コース
プラスチック� 新素�などの�料に�いて学�ます。また自���に��し
た資����ル�ー、リサイクル技術の学習を通して「新しいものづくり」のた
めの能力と��を�に�けます。

■総合技術�
ものづくりを通して工業の����� 技術を学習すると同�に、専門科
�の一部を共通教科に��、4 年�大学�工�学部�の進学に��な
学力を�に�けます。

●��コース
�学��科���の学習を�めます。工業��など工業専門科�も�せ
て学�、４年�大学工学�での��に��な能力を�に�けます。

＜学校案内図＞
利用交通機関

●ＪＲ東海道線平塚駅西口より徒歩 15分

所在地：平塚市黒部丘12番７号 〒254-0821

電 話：0463(31)0417

ＦＡＸ：0463(32)6983

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsukakoka-th/

創 立：平成14年11月（平成15年４月開校）

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総合技術科 158 162 205 525

学 級 数 ７ ７ ７ 21

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

�合���の�����

■遠足
横浜、東京方面

■陸上記録会
5月 27日（金）  
レモンガススタジアム平塚(旧平塚競技場)

■平工祭（文化祭）
１０月２９日（土） 一般公開 １１：００～１５：００
１０月３０日（日） 一般公開 １０：００～１５：００

■２年修学旅行 北海道方面
１月１2日（木）～１月１５日（日）  

■学校説明会 いずれも本校で実施
７月２９日（金）９：３０～説明会と校内見学、高校体験
９月  ３日（土）９：３０～高校体験 相談会

１０月  １日（土）９：１５～授業見学 １３：００～説明会
１２月１０日（土）１０：００～説明会と校内見学

最新情報はホームページで確認してください。

■運動部
硬式野球部 空手道部 柔道部
バドミントン部 卓球部 陸上競技部
ラグビー部 ソフトテニス部 テニス部
バスケットボール部 バレーボール部
サッカー部 水泳部 山岳部 ゴルフ部

■文化部
社会部 電気部 化学部  
機械部 写真部 音楽部
美術部 吹奏楽部
アマチュア無線部 園芸部

■同好会
イラスト・模型同好会
トレーニング同好会
工業クラブ
自転車同好会

■資格
●免許
危険物取扱者（乙種、丙種）
電気工事士 電気主任技術者
工事担任者 ３級自動車整備士
２級ボイラー技士 機械検査技能士など

●技能講習
ガス溶接 有機溶剤作業責任者
酸素欠乏硫化水素危険作業主任者
特定化学物質４ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者
など

●特別教育
クレーン取扱 高所作業車運転
低圧電気取扱者  
高圧・特別高圧電気取扱者
フォークリフト運転 など

■検定
計算技術検定 情報技術検定 Ｐ検
日本漢字能力検定 など

■多くの資格合格者
計算技術検定 ２～４級のべ２０４名合格
自動車整備士 ３級ガソリン 31名合格、３級ディーゼル 22名合格

３級シャシ 26名合格  
電気工事士 第１種５名合格、第２種４８名合格
危険物取扱者 乙種１２名合格、丙種１４名合格など

■ものづくりコンテスト全国大会準優勝
「第２１回 高校生ものづくりコンテスト全国大会」が、１１月１４日に開
催されました。本校から参加した３年生の田代さんが、自動車整備部門
で準優勝になりました。

■神奈川県高校生溶接コンクール優勝
「第１３回神奈川県高校生溶接コンクール」が、２月２３日に開催され
ました。本校から参加した３年生の山田さんが、優勝しました。

■文部科学省より表彰
本校で取り組んできたキャリア教育
が、文部科学省に認められ、表彰を
うけました。本校のキャリア教育は、
入学当初から開始し、希望する進路
を実現させます。

●主な就職先                                ●主な進学先
                              
  

取得できる資格・受検できる検定

受賞・合格の記録

進路

いすゞ自動車 日本発条 日揮ユニバーサル AGC 神奈川中央交通  
神奈川トヨタ自動車 神奈川スバル 神奈川ダイハツ販売 トノックス                                                              
日本特殊塗料 中村屋 敷島製パン 横浜ゴム 日立 Astemo
神戸製鋼所 プレス工業 アズビル 明治 東日本旅客鉄道 東京電力           
不二家 日本新薬 東洋水産 東京電力 三菱ビルテクノサービス 関西ペイント
日立ビルシステム 日本精工 オカムラ 新明和工業 山崎製パン JX金属               
小松製作所 関電工 日本パーカライジング クボタケミックス 大陽日酸
第一三共プロファーマ 東京応化工業 京セラ 高周波熱錬 日本フルハーフ
Meiji Seika ファルマ トラスコ中山 富士フィルムワコーケミカル 消防 自衛隊
他

神奈川工科大学 神奈川大学 東京電機大学
東海大学 関東学院大学 東京工芸大学 文教大学  
千葉工業大学 湘南工科大学 松蔭大学  
県立産業技術短期大学校
西部総合技術校 東部総合技術校
日本工学院専門学校 日本航空専門学校
日本工学院八王子専門学校 日本自動車大学校
日産横浜自動車大学校 読売自動車大学校
横浜テクノオート専門学校 情報科学専門学校 他

主な学校行事 令和 4年度の例
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ニュースレターの�リット

平塚工科高校では全�が総合技術科に入学します。��で工業の��など学�、きめ�かな教育��により自�自�の��・関��
��をき�んと��してから、２年生では�に進んで専門�な学習をします。３年生ではさらにコースに進んで専門�をより高めます。

■自動車�
県内で�一の高校で自動車を学べる�。全科�を修�し、��で定めら
れた実習��を�めると三級整備士の実技�験が免�されます。

●自動車コース
自動車の�組��整備、電気��などを学習します。実習では�ンジン、
シャシ、電気��などの��、組立、整備方�などを学習します。

■機械�  
機械技術の�本を学��とにより、��の機械技術者として��な��・
技術を習�し、�確で��な作業方�を学�ます。

●機械技術コース
工作機械、加工技術の���、コン�ュータで��する����工作機
械の実習を通して、先�技術の��・技術を学習します。

■電気�  
電気��ル�ーを�しく��するための能力と技術、さらにコン�ュータを中
�とした情報社会に�応できる��い��と技術を学�ます。

●電力技術コース
交�回路、電気機�、電力�備などを扱う���技術を学習します。

●情報通�コース
電子回路、ディジタル回路、パソコン��ットワークなど情報�通�技術に
関する��を学習します。

■��化学�  
�球��と化学の関�りに�いての�
�・��を�め、���化学�の職業
に��な��を学�ます。

●��化学コース
プラスチック� 新素�などの�料に�いて学�ます。また自���に��し
た資����ル�ー、リサイクル技術の学習を通して「新しいものづくり」のた
めの能力と��を�に�けます。

■総合技術�  
ものづくりを通して工業の����� 技術を学習すると同�に、専門科
�の一部を共通教科に��、4 年�大学�工�学部�の進学に��な
学力を�に�けます。

●��コース
�学��科���の学習を�めます。工業��など工業専門科�も�せ
て学�、４年�大学工学�での��に��な能力を�に�けます。  

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ東海道線平塚駅西口より徒歩 15分

所在地：平塚市黒部丘12番７号 〒254-0821

電 話：0463(31)0417

ＦＡＸ：0463(32)6983

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hiratsukakoka-th/

創 立：平成14年11月（平成15年４月開校）

課 程：全日制

設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

総合技術科 158 162 205 525

学 級 数 ７ ７ ７ 21 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

�合���の�����

■遠足
横浜、東京方面

■陸上記録会
5月 27日（金）
レモンガススタジアム平塚(旧平塚競技場)

■平工祭（文化祭）
１０月２９日（土） 一般公開 １１：００～１５：００
１０月３０日（日） 一般公開 １０：００～１５：００

■２年修学旅行 北海道方面
１月１2日（木）～１月１５日（日）

■学校説明会 いずれも本校で実施
７月２９日（金）９：３０～説明会と校内見学、高校体験
９月  ３日（土）９：３０～高校体験 相談会

１０月  １日（土）９：１５～授業見学 １３：００～説明会
１２月１０日（土）１０：００～説明会と校内見学

最新情報はホームページで確認してください。

■運動部
硬式野球部 空手道部 柔道部
バドミントン部 卓球部 陸上競技部
ラグビー部 ソフトテニス部 テニス部
バスケットボール部 バレーボール部
サッカー部 水泳部 山岳部 ゴルフ部

■文化部
社会部 電気部 化学部
機械部 写真部 音楽部
美術部 吹奏楽部
アマチュア無線部 園芸部

■同好会
イラスト・模型同好会
トレーニング同好会
工業クラブ
自転車同好会

■資格
●免許
危険物取扱者（乙種、丙種）
電気工事士 電気主任技術者
工事担任者 ３級自動車整備士
２級ボイラー技士 機械検査技能士など

●技能講習
ガス溶接 有機溶剤作業責任者
酸素欠乏硫化水素危険作業主任者
特定化学物質４ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者
など

●特別教育
クレーン取扱 高所作業車運転
低圧電気取扱者
高圧・特別高圧電気取扱者
フォークリフト運転 など

■検定
計算技術検定 情報技術検定 Ｐ検
日本漢字能力検定 など

■多くの資格合格者
計算技術検定 ２～４級のべ２０４名合格
自動車整備士 ３級ガソリン 31名合格、３級ディーゼル 22名合格

３級シャシ 26名合格
電気工事士 第１種５名合格、第２種４８名合格
危険物取扱者 乙種１２名合格、丙種１４名合格など

■ものづくりコンテスト全国大会準優勝
「第２１回 高校生ものづくりコンテスト全国大会」が、１１月１４日に開
催されました。本校から参加した３年生の田代さんが、自動車整備部門
で準優勝になりました。

■神奈川県高校生溶接コンクール優勝
「第１３回神奈川県高校生溶接コンクール」が、２月２３日に開催され
ました。本校から参加した３年生の山田さんが、優勝しました。

■文部科学省より表彰
本校で取り組んできたキャリア教育
が、文部科学省に認められ、表彰を
うけました。本校のキャリア教育は、
入学当初から開始し、希望する進路
を実現させます。

●主な就職先                             ●主な進学先
                              
  

取得できる資格・受検できる検定

受賞・合格の記録

進路

いすゞ自動車 日本発条 日揮ユニバーサル AGC 神奈川中央交通
神奈川トヨタ自動車 神奈川スバル 神奈川ダイハツ販売 トノックス                                                              
日本特殊塗料 中村屋 敷島製パン 横浜ゴム 日立 Astemo
神戸製鋼所 プレス工業 アズビル 明治 東日本旅客鉄道 東京電力           
不二家 日本新薬 東洋水産 東京電力 三菱ビルテクノサービス 関西ペイント
日立ビルシステム 日本精工 オカムラ 新明和工業 山崎製パン JX金属               
小松製作所 関電工 日本パーカライジング クボタケミックス 大陽日酸
第一三共プロファーマ 東京応化工業 京セラ 高周波熱錬 日本フルハーフ
Meiji Seika ファルマ トラスコ中山 富士フィルムワコーケミカル 消防 自衛隊
他

神奈川工科大学 神奈川大学 東京電機大学
東海大学 関東学院大学 東京工芸大学 文教大学
千葉工業大学 湘南工科大学 松蔭大学
県立産業技術短期大学校
西部総合技術校 東部総合技術校
日本工学院専門学校 日本航空専門学校
日本工学院八王子専門学校 日本自動車大学校
日産横浜自動車大学校 読売自動車大学校
横浜テクノオート専門学校 情報科学専門学校 他

主な学校行事 令和 4年度の例
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TAKAHAMAGIC
Challenge is Change ! （やれば変わる！）

          
TAKAHAMAGIC(高浜塾)

01 高浜の学び
1学年 個の学習状況に合った丁寧な学習指導
数学と外国語（英語）の授業において、習熟度別学習指導や少

人数学習を展開します。苦手な科目は「学び直し」、得意な科目は

「発展」というように個の学習状況に合った学習指導を行います。

（教育課程表は令和5年度入学生用）※改善のため一部変更する場合があります。

２学年 分野別指導と体験学習等の充実
「総合的な探究の時間」や「学校外の学修」「インターンシッ

プ」「夏期講座」等を活用し、地域と連携した分野別指導や多彩

な体験学習を展開します。様々な体験を通して自分探しに取り組

み、将来の夢につなげます。

３学年 進路を見据えたより発展的な学習指導
進路を見据えた履修科目と特色選択による学習の充実を図ります。

進路に応じた類型による学びに加え、多様な特色科目から自分の将

来につながる科目を選択することで希望進路の実現を叶えます。

特学クラス…大学進学をめざす生徒を対象とし、ＩＣＴ機器等の活用や補習等で

効率的な学習を促し、進路実現に向け多様な学習支援を行います。
各科目の下の数字はそれぞれの単位数です。

（「総合」は「総合的な探究の時間」）

単位数 � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
�
�２ ３ ２ ２ ３ １ ２

体育
保
健

芸術Ⅰ
家庭
基礎

情報Ⅰ
地理
総合

数学Ⅰ 数学Ａ
生物
基礎

２ ２ １

２年
文系

論理
国語

古典
探究

歴史
総合

公共 数学Ⅱ

１年

芸術Ⅱ
総
合

総
合

現代の
国語

言語
文化

２ ２

英語コミュニ
ケーションⅠ

３

論理・
表現Ⅰ

２

体育

２

保
健
１

英語コミュニ
ケーションⅡ

４４ ２

物理
基礎

化学基礎
論理・
表現Ⅱ

論理・
表現Ⅱ

総
合

�
�
�

１

４ ３ ３

２年
理系

論理
国語

歴史
総合

公共 数学Ⅱ 数学Ｂ 物理基礎 化学基礎

３ ２ ２

３ ２ �２ ２ ２

�
�
�２ ２ ２ ２

３年
文系

�
�
�２ ２ ４ ４ ２ ２

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

論理
国語

古典
探究

文学国語

２ １

社会福
祉基礎

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

数学研究α

５

化学
or  生物

６

体育

３

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

４ ２

論理
国語

３年
理Ⅱ

論理
国語

２ ２ ２ １

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

３年
理Ⅰ

２ ２ １

体育
保
健

英語コミュニ
ケーションⅡ

２ １ ４

日本史探究
or  世界史探究

５

政治・経
済
２

体育

３

リスニング・
スキルズ

３ ４ ２

数学Ⅲ

６

数学C

３

物理 or 生物 or 化学

６

体育
英語コミュニ
ケーションⅢ

  

�10 � 22 �（�）10:00�
�11 � 12 �（�）10:00�
�12 � 17 �（�）10:00�
       ※����は�����������。

学年���(�年)
入学���
���  
学年���(1�2 年)

１月
２月
３月

４月

５月
６月
７月

入学� �����
生�総�
�間��
�育� ���間  
���� ����

９月
10 月

11 月

12 月

８月 ����� ����
���(���)
�間��
�学�� AED ���
生���部����
����（��）  
����  ����

運動部
����
��  

  

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

文化部
��
��  
���  
��
����  
��  
JRC ��  
���  
��  

��  
IT
��

03 ���

令和 3年度 部活動実績（抜粋）

04 学��� ［令和 4（２０２２）年度予定�

02 ����の��

05 �� 06 学�����

地域行��の�加や��ン���活�を通して人とのつ
ながりを大�に「��の�」を��します。

�校の��ン���活�の実�は、多��から�い��
をいた�いています。また、��ン���活�を��とし
て��しています。

�活�や生徒�行�をとおして、���と連��を�め

るとと�に��意�を��します。
また、夏��業�の多彩な体験学習やインターンシッ

プ、シ��ンシップ��等をとおして、多��から「��

生活実��」を��します。

��間の学習�ン�プ�に���、�体的�対�的な学
びを���し、学習��の�まりと�がりを�究します。

また、�の�で、「��取る�」「�み取る�」「��
�」「��する�」「��する�」を�める学習指導を行
います。

��を��する��を�み、いじめ����め、生徒と

学校が��を��し、��の��に�みます。
また、�と�体の自�����を�め、授業の�で�い

の�の大��を学�「いの�の授業」を実�しています。

����体��充実しています。

「つなぐ力」

「かかわる力」

「学ぶ力」

「自己管理と他者理解」

※ ������は�������た�ます。
※ ��用�での��場は�������。

令和３年度 卒業生の進路状況 (令和�年������)

���年間の�学合���（��）

����学 ����学 ����科�学 �����学 ��学��学
����学 �������学 ����学  
�����学 �����学 �����学 ���学  
���学 �����学 �����学 ���学 ����学��学  
���学 �教�学  

一人ひとりに応じた進路実現のための支援
�特学�����
�����
�夏期講習
�実�����

������������
����指導
�進学�イ�ン�
����イ�ン�

����ン�講座
�

�大学��講座
�

�学       ��  ��学��   ��   その�
97 14 101 7 14

神奈川 高浜高校

���育�
���育�
���育�

手話コミュニケーション部
���学�総合���� 33 ���生��������
���������部� ���
卓球部
������ ��� ������� ��� 32
バドミントン部
���������������� ���� 5 位 �����場

               ������� 5 位 ������
���������������� ������ 5 位 �����場

               ������� 5 位 �����場

�高浜祭（���）
�� 10 �（�）10:00�14:30（��）
��の������は�������ます。

学
校
説
明
会

令和 ４（2022）年度入学生から、制服が変わりました。
�一����������時�の���� ���������は����めます。
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TAKAHAMAGIC 
Challenge is Change ! （やれば変わる！）

          
TAKAHAMAGIC(高浜塾) 

01 高浜の学び
1学年 個の学習状況に合った丁寧な学習指導
数学と外国語（英語）の授業において、習熟度別学習指導や少

人数学習を展開します。苦手な科目は「学び直し」、得意な科目は

「発展」というように個の学習状況に合った学習指導を行います。

（教育課程表は令和5年度入学生用）※改善のため一部変更する場合があります。

２学年 分野別指導と体験学習等の充実
「総合的な探究の時間」や「学校外の学修」「インターンシッ

プ」「夏期講座」等を活用し、地域と連携した分野別指導や多彩

な体験学習を展開します。様々な体験を通して自分探しに取り組

み、将来の夢につなげます。

３学年 進路を見据えたより発展的な学習指導
進路を見据えた履修科目と特色選択による学習の充実を図ります。

進路に応じた類型による学びに加え、多様な特色科目から自分の将

来につながる科目を選択することで希望進路の実現を叶えます。

特学クラス…大学進学をめざす生徒を対象とし、ＩＣＴ機器等の活用や補習等で

効率的な学習を促し、進路実現に向け多様な学習支援を行います。
各科目の下の数字はそれぞれの単位数です。

（「総合」は「総合的な探究の時間」）

単位数 � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
�
�２ ３ ２ ２ ３ １ ２

体育
保
健

芸術Ⅰ
家庭
基礎

情報Ⅰ
地理
総合

数学Ⅰ 数学Ａ
生物
基礎

２ ２ １

２年
文系

論理
国語

古典
探究

歴史
総合

公共 数学Ⅱ

１年

芸術Ⅱ
総
合

総
合

現代の
国語

言語
文化

２ ２

英語コミュニ
ケーションⅠ

３

論理・
表現Ⅰ

２

体育

２

保
健
１

英語コミュニ
ケーションⅡ

４４ ２

物理
基礎

化学基礎
論理・
表現Ⅱ

論理・
表現Ⅱ

総
合

�
�
�

１

４ ３ ３

２年
理系

論理
国語

歴史
総合

公共 数学Ⅱ 数学Ｂ 物理基礎 化学基礎

３ ２ ２

３ ２ �２ ２ ２

�
�
�２ ２ ２ ２

３年
文系

�
�
�２ ２ ４ ４ ２ ２

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

論理
国語

古典
探究

文学国語

２ １

社会福
祉基礎

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

数学研究α

５

化学
or  生物

６

体育

３

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

４ ２

論理
国語

３年
理Ⅱ

論理
国語

２ ２ ２ １

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

３年
理Ⅰ

２ ２ １

体育
保
健

英語コミュニ
ケーションⅡ

２ １ ４

日本史探究
or  世界史探究

５

政治・経
済
２

体育

３

リスニング・
スキルズ

３ ４ ２

数学Ⅲ

６

数学C

３

物理 or 生物 or 化学

６

体育
英語コミュニ
ケーションⅢ

�10 � 22 �（�）10:00�
�11 � 12 �（�）10:00�
�12 � 17 �（�）10:00�
       ※����は�����������。

学年���(�年)
入学���
���
学年���(1�2 年)

１月
２月
３月

４月

５月
６月
７月

入学� �����
生�総�
�間��
�育� ���間
���� ����

９月
10 月

11 月

12 月

８月 ����� ����
���(���)
�間��
�学�� AED ���
生���部����
����（��）
���� ����

運動部
����
��

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

文化部
��
��
���
��
����
��
JRC ��
���
��

��
IT
��

03 ���

令和 3年度 部活動実績（抜粋）

04 学��� ［令和 4（２０２２）年度予定�

02 ����の��

05 �� 06 学�����

地域行��の�加や��ン���活�を通して人とのつ
ながりを大�に「��の�」を��します。

�校の��ン���活�の実�は、多��から�い��
をいた�いています。また、��ン���活�を��とし
て��しています。

�活�や生徒�行�をとおして、���と連��を�め

るとと�に��意�を��します。
また、夏��業�の多彩な体験学習やインターンシッ

プ、シ��ンシップ��等をとおして、多��から「��

生活実��」を��します。

��間の学習�ン�プ�に���、�体的�対�的な学
びを���し、学習��の�まりと�がりを�究します。

また、�の�で、「��取る�」「�み取る�」「��
�」「��する�」「��する�」を�める学習指導を行
います。

��を��する��を�み、いじめ����め、生徒と

学校が��を��し、��の��に�みます。
また、�と�体の自�����を�め、授業の�で�い

の�の大��を学�「いの�の授業」を実�しています。

����体��充実しています。

「つなぐ力」

「かかわる力」

「学ぶ力」

「自己管理と他者理解」

※ ������は�������た�ます。
※ ��用�での��場は�������。

令和３年度 卒業生の進路状況 (令和�年������)

���年間の�学合���（��）

����学 ����学 ����科�学 �����学 ��学��学
����学 �������学 ����学
�����学 �����学 �����学 ���学
���学 �����学 �����学 ���学 ����学��学
���学 �教�学

一人ひとりに応じた進路実現のための支援
�特学�����
�����
�夏期講習
�実�����

������������
����指導
�進学�イ�ン�
����イ�ン�

����ン�講座
�

�大学��講座
�

�学       ��  ��学��   ��   その�
97 14 101 7 14

神奈川 高浜高校

���育�
���育�
���育�

手話コミュニケーション部
���学�総合���� 33 ���生��������
���������部� ���
卓球部
������ ��� ������� ��� 32
バドミントン部
���������������� ���� 5 位 �����場

               ������� 5 位 ������
���������������� ������ 5 位 �����場

               ������� 5 位 �����場

�高浜祭（���）
�� 10 �（�）10:00�14:30（��）
��の������は�������ます。

学
校
説
明
会

令和 ４（2022）年度入学生から、制服が変わりました。
�一����������時�の���� ���������は����めます。
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TAKAHAMAGIC
Challenge is Change ! （やれば変わる！）

          
TAKAHAMAGIC(高浜塾)

01 高浜の学び
1学年 個の学習状況に合った丁寧な学習指導
数学と外国語（英語）の授業において、習熟度別学習指導や少

人数学習を展開します。苦手な科目は「学び直し」、得意な科目は

「発展」というように個の学習状況に合った学習指導を行います。

（教育課程表は令和5年度入学生用）※改善のため一部変更する場合があります。

２学年 分野別指導と体験学習等の充実
「総合的な探究の時間」や「学校外の学修」「インターンシッ

プ」「夏期講座」等を活用し、地域と連携した分野別指導や多彩

な体験学習を展開します。様々な体験を通して自分探しに取り組

み、将来の夢につなげます。

３学年 進路を見据えたより発展的な学習指導
進路を見据えた履修科目と特色選択による学習の充実を図ります。

進路に応じた類型による学びに加え、多様な特色科目から自分の将

来につながる科目を選択することで希望進路の実現を叶えます。

特学クラス…大学進学をめざす生徒を対象とし、ＩＣＴ機器等の活用や補習等で

効率的な学習を促し、進路実現に向け多様な学習支援を行います。
各科目の下の数字はそれぞれの単位数です。

（「総合」は「総合的な探究の時間」）

単位数 � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
�
�２ ３ ２ ２ ３ １ ２

体育
保
健

芸術Ⅰ
家庭
基礎

情報Ⅰ
地理
総合

数学Ⅰ 数学Ａ
生物
基礎

２ ２ １

２年
文系

論理
国語

古典
探究

歴史
総合

公共 数学Ⅱ

１年

芸術Ⅱ
総
合

総
合

現代の
国語

言語
文化

２ ２

英語コミュニ
ケーションⅠ

３

論理・
表現Ⅰ

２

体育

２

保
健
１

英語コミュニ
ケーションⅡ

４４ ２

物理
基礎

化学基礎
論理・
表現Ⅱ

論理・
表現Ⅱ

総
合

�
�
�

１

４ ３ ３

２年
理系

論理
国語

歴史
総合

公共 数学Ⅱ 数学Ｂ 物理基礎 化学基礎

３ ２ ２

３ ２ �２ ２ ２

�
�
�２ ２ ２ ２

３年
文系

�
�
�２ ２ ４ ４ ２ ２

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

論理
国語

古典
探究

文学国語

２ １

社会福
祉基礎

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

数学研究α

５

化学
or  生物

６

体育

３

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

４ ２

論理
国語

３年
理Ⅱ

論理
国語

２ ２ ２ １

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

３年
理Ⅰ

２ ２ １

体育
保
健

英語コミュニ
ケーションⅡ

２ １ ４

日本史探究
or  世界史探究

５

政治・経
済
２

体育

３

リスニング・
スキルズ

３ ４ ２

数学Ⅲ

６

数学C

３

物理 or 生物 or 化学

６

体育
英語コミュニ
ケーションⅢ

  

�10 � 22 �（�）10:00�
�11 � 12 �（�）10:00�
�12 � 17 �（�）10:00�
       ※����は�����������。

学年���(�年)
入学���
���  
学年���(1�2 年)

１月
２月
３月

４月

５月
６月
７月

月

月
月
月

入学� �����
生�総�
�間��
�育� ���間  
���� ����

９月
10 月

11 月

12 月

８月月 ����� ����
月
月

月

月

���(���)
�間��
�学�� AED ���
生���部����
����（��）  
����  ����

運動部
����
��  

  

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

文化部

  

  

��
��  
���  
��
����  
��  
JRC ��  
���  
��  

��  
IT
��

03 ���

令和 3年度 部活動実績（抜粋）

04 学��� ［令和 4（２０２２）年度予定�

02 ����の��

05 �� 06 学�����

地域行��の�加や��ン���活�を通して人とのつ
ながりを大�に「��の�」を��します。

�校の��ン���活�の実�は、多��から�い��
をいた�いています。また、��ン���活�を��とし
て��しています。

�活�や生徒�行�をとおして、���と連��を�め

るとと�に��意�を��します。
また、夏��業�の多彩な体験学習やインターンシッ

プ、シ��ンシップ��等をとおして、多��から「��

生活実��」を��します。

��間の学習�ン�プ�に���、�体的�対�的な学
びを���し、学習��の�まりと�がりを�究します。

また、�の�で、「��取る�」「�み取る�」「��
�」「��する�」「��する�」を�める学習指導を行
います。

��を��する��を�み、いじめ����め、生徒と

学校が��を��し、��の��に�みます。
また、�と�体の自�����を�め、授業の�で�い

の�の大��を学�「いの�の授業」を実�しています。

����体��充実しています。

地域行��の�加や��ン���活�を通して人とのつ

「つなぐ力」

「かかわる力」

��間の学習�ン�プ�に���、�体的�対�的な学

「学ぶ力」

「自己管理と他者理解」

※ ������は�������た�ます。
※ ��用�での��場は�������。

令和３年度 卒業生の進路状況 (令和�年������)

���年間の�学合���（��）

����学 ����学 ����科�学 �����学 ��学��学
����学 �������学 ����学  
�����学 �����学 �����学 ���学  
���学 �����学 �����学 ���学 ����学��学  
���学 �教�学  

一人ひとりに応じた進路実現のための支援
�特学�����
�����
�夏期講習
�実�����

特学����� ������������
����指導
�進学�イ�ン�
����イ�ン�
進学�イ�ン�
���イ�ン�

����ン�講座
�

�大学��講座
�

�学       ��  ��学��   ��   その�
97 14 101 7 14

神奈川 高浜高校

���育�
���育�
���育�

手話コミュニケーション部
���学�総合���� 33 ���生��������
���������部� ���
卓球部
������ ��� ������� ��� 32
バドミントン部
���������������� ���� 5 位 �����場

               ������� 5 位 ������
���������������� ������ 5 位 �����場

               ������� 5 位 �����場

�高浜祭（���）
�� 10 �（�）10:00�14:30（��）
��の������は�������ます。

学
校
説
明
会

令和 ４（2022）年度入学生から、制服が変わりました。
�一����������時�の���� ���������は����めます。
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TAKAHAMAGIC 
Challenge is Change ! （やれば変わる！）

          
TAKAHAMAGIC(高浜塾) 

01 高浜の学び
1学年 個の学習状況に合った丁寧な学習指導
数学と外国語（英語）の授業において、習熟度別学習指導や少

人数学習を展開します。苦手な科目は「学び直し」、得意な科目は

「発展」というように個の学習状況に合った学習指導を行います。

（教育課程表は令和5年度入学生用）※改善のため一部変更する場合があります。

２学年 分野別指導と体験学習等の充実
「総合的な探究の時間」や「学校外の学修」「インターンシッ

プ」「夏期講座」等を活用し、地域と連携した分野別指導や多彩

な体験学習を展開します。様々な体験を通して自分探しに取り組

み、将来の夢につなげます。

３学年 進路を見据えたより発展的な学習指導
進路を見据えた履修科目と特色選択による学習の充実を図ります。

進路に応じた類型による学びに加え、多様な特色科目から自分の将

来につながる科目を選択することで希望進路の実現を叶えます。

特学クラス…大学進学をめざす生徒を対象とし、ＩＣＴ機器等の活用や補習等で

効率的な学習を促し、進路実現に向け多様な学習支援を行います。
各科目の下の数字はそれぞれの単位数です。

（「総合」は「総合的な探究の時間」）

単位数 � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�
�
�２ ３ ２ ２ ３ １ ２

体育
保
健

芸術Ⅰ
家庭
基礎

情報Ⅰ
地理
総合

数学Ⅰ 数学Ａ
生物
基礎

２ ２ １

２年
文系

論理
国語

古典
探究

歴史
総合

公共 数学Ⅱ

１年

芸術Ⅱ
総
合

総
合

現代の
国語

言語
文化

２ ２

英語コミュニ
ケーションⅠ

３

論理・
表現Ⅰ

２

体育

２

保
健
１

英語コミュニ
ケーションⅡ

４４ ２

物理
基礎

化学基礎
論理・
表現Ⅱ

論理・
表現Ⅱ

総
合

�
�
�

１

４ ３ ３

２年
理系

論理
国語

歴史
総合

公共 数学Ⅱ 数学Ｂ 物理基礎 化学基礎

３ ２ ２

３ ２ �２ ２ ２

�
�
�２ ２ ２ ２

３年
文系

�
�
�２ ２ ４ ４ ２ ２

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

論理
国語

古典
探究

文学国語

２ １

社会福
祉基礎

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

数学研究α

５

化学
or  生物

６

体育

３

英語コミュニ
ケーションⅢ

リスニング・
スキルズ

４ ２

論理
国語

３年
理Ⅱ

論理
国語

２ ２ ２ １

特色
選択Ａ

特色
選択Ｂ

総
合

�
�
�２

３年
理Ⅰ

２ ２ １

体育
保
健

英語コミュニ
ケーションⅡ

２ １ ４

日本史探究
or  世界史探究

５

政治・経
済
２

体育

３

リスニング・
スキルズ

３ ４ ２

数学Ⅲ

６

数学C

３

物理 or 生物 or 化学

６

体育
英語コミュニ
ケーションⅢ

�10 � 22 �（�）10:00�
�11 � 12 �（�）10:00�
�12 � 17 �（�）10:00�
       ※����は�����������。

学年���(�年)
入学���
���
学年���(1�2 年)

１月
２月
３月

４月

５月
６月
７月

入学� �����
生�総�
�間��
�育� ���間
���� ����

９月
10 月

11 月

12 月

８月 ����� ����
���(���)
�間��
�学�� AED ���
生���部����
����（��）
���� ����

運動部
����
��

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

文化部
��
��
���
��
����
��
JRC ��
���
��

��
IT
��

03 ���

令和 3年度 部活動実績（抜粋）

04 学��� ［令和 4（２０２２）年度予定�

02 ����の��

05 �� 06 学�����

地域行��の�加や��ン���活�を通して人とのつ
ながりを大�に「��の�」を��します。

�校の��ン���活�の実�は、多��から�い��
をいた�いています。また、��ン���活�を��とし
て��しています。

�活�や生徒�行�をとおして、���と連��を�め

るとと�に��意�を��します。
また、夏��業�の多彩な体験学習やインターンシッ

プ、シ��ンシップ��等をとおして、多��から「��

生活実��」を��します。

��間の学習�ン�プ�に���、�体的�対�的な学
びを���し、学習��の�まりと�がりを�究します。

また、�の�で、「��取る�」「�み取る�」「��
�」「��する�」「��する�」を�める学習指導を行
います。

��を��する��を�み、いじめ����め、生徒と

学校が��を��し、��の��に�みます。
また、�と�体の自�����を�め、授業の�で�い

の�の大��を学�「いの�の授業」を実�しています。

����体��充実しています。

「つなぐ力」

「かかわる力」

「学ぶ力」

「自己管理と他者理解」

※ ������は�������た�ます。
※ ��用�での��場は�������。

令和３年度 卒業生の進路状況 (令和�年������)

���年間の�学合���（��）

����学 ����学 ����科�学 �����学 ��学��学
����学 �������学 ����学
�����学 �����学 �����学 ���学
���学 �����学 �����学 ���学 ����学��学
���学 �教�学

一人ひとりに応じた進路実現のための支援
�特学�����
�����
�夏期講習
�実�����

������������
����指導
�進学�イ�ン�
����イ�ン�

����ン�講座
�

�大学��講座
�

�学       ��  ��学��   ��   その�
97 14 101 7 14

神奈川 高浜高校

���育�
���育�
���育�

手話コミュニケーション部
���学�総合���� 33 ���生��������
���������部� ���
卓球部
������ ��� ������� ��� 32
バドミントン部
���������������� ���� 5 位 �����場

               ������� 5 位 ������
���������������� ������ 5 位 �����場

               ������� 5 位 �����場

�高浜祭（���）
�� 10 �（�）10:00�14:30（��）
��の������は�������ます。
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 平塚湘風高校は、まじめにがんばる生徒を応援します。
本校の特徴

   「単位制高校」とは、必要な単位数(74単位)を３年間で修得することによって卒

業できる学校のことです。本校では、「ホームルーム活動」を大切にしながら、授

業をはじめとする学校生活にしっかりと向き合う姿勢を整えます。 

本校は「確かな学力育成推進校」に指定されており、わかりやすい授業や少人

数・習熟度別授業等で「確かな学力」を育成し、生徒の「挑戦力」を応援します。 

   生徒のみなさんが「きちんと学ぶ」ことができるよう、きめ細かな指導のもとに

『規律ある学校生活』を大切にしています。 

育てたい人物像

   

  本校は、生徒のみなさんが将来、社会から求められる規範意

識や道徳観、誠実に物事に向き合う態度などを身に付けてほし

いと考えています。本校で学ぶ中で、他者を思いやる気持ちや

責任感を持ち、正しい判断ができる心豊かな人材や、周囲の人

たちと良好なコミュニケーションをとりながら協力し合い、自

分の力で人生を切り拓いていける人材に育ってほしいと願って

います。 

神奈川県立 平塚
ひら つ か

湘風
しょうふう

高等学校

所在地：平塚市田村三丁目13番１号 〒254-0013

電 話：0463(55)1532

ＦＡＸ：0463(54)8299

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

創 立：平成20年11月（平成21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

普 通 科 194 182 176 552

学 級 数 ６ ５ ５ 16 

 (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平塚駅北口より

「田村車庫」または「本厚木駅南口」行きバス

（約25分）「田村団地入口」下車徒歩約５分もしくは

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線本厚木駅南口より

「旭町経由平塚駅北口」行きバス（約30分）

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線伊勢原駅南口より

「大田経由平塚駅北口」行きバス（約25分）

「横内公民館入口」下車徒歩約15分

女子はスカートかズボン、リボンかネクタイが選べます。

❑規律ある学校生活の中で学習を進める単位制高校です。

❑豊かな人間性を備えた、社会で自立できる人材の育成を目指します。

                                  

                        ○共通科目（５教科）で、基礎基本をしっかり身に付けます。

                           ＜英語と数学では、少人数・習熟度別学習を行うので、理解度に合った授業が受けられます。＞

                        ○選択科目は進路希望や興味・関心を生かして、発展的に学習します。

                        ○授業での様々な取組みで、読解力・思考力・表現力を高めます。

      ■「わかる授業」や「マナトレ」で、みなさんの理解を深めます。「わかるようになりたい」という気持ちを大切にしています。

  

みなさんが安心して勉強や部活動に打ち込むためには、「生徒心得」という本校のルールやあたり前

のマナーを守ること、人に迷惑をかけないことが求められます。学校が「学びの場」にふさわしい社会で

あるために、その大切さをわかってもらえるよう、一緒に考えます。これを生徒指導と呼びます。

たとえば、

○授業を受ける姿勢を作ることが大切です。スマートフォン等の電源を切り、

私語をせず、授業に集中しましょう。

○「学びの場」ではきちんとした服装や言葉づかいを心がけましょう。装飾品や

染髪・お化粧は必要ありません。

○ Twitter・LINE等の不正使用やいじめなど、他の人を傷つけたり、迷惑をかけたり

する行為は絶対に許しません。

     平塚湘風高校はこんな学校です！

【進路状況（過去３年間）】

（大学）桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、国士舘大学、駒澤大学、相模女子大学、

産業能率大学、松蔭大学、玉川大学、鶴見大学、帝京平成大学、東海大学、東京工芸大学、

日本経済大学、文教大学、横浜商科大学、和光大学 他

（短大）和泉短期大学、小田原短期大学、鎌倉女子大学短期大学部、湘北短期大学、

フェリシアこども短期大学 他

（専門学校）大原法律公務員専門学校、神奈川社会福祉専門学校、情報科学専門学校、日本工学院専門学校、

横浜ｆカレッジ、横浜デジタルアーツ専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 他

（就職）自衛隊、スタンレー電気、アマダプレスシステム、MYｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、日揮ユニバーサル、不二家 他

進路状況(令和３年度)

❑ルールやマナーを大切にします。

❑多くの卒業生が地域社会で活躍し、社会に貢献しています。

４月 始業式

入学式

   新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

社会見学（遠足）

５月 前期中間試験

６月 体育祭

面談週間

７月 前期期末試験

８月 夏期補習・講習

   部活動合宿

   インターンシップ

９月 修学旅行（２年次）

10月 後期第一中間試験

文化祭(湘風祭)

地域貢献デー

12月 後期第二中間試験

１月 校内職業体験（１年次）

３月 卒業式

学年末試験

   百人一首大会（１年次）

修了式

《運動部》ウエイトリフティング 硬式テニス 硬式野球

サッカー 山岳 女子バレーボール 水泳 ソフトテニス

卓球 バスケットボール バドミントン 陸上競技

パワーリフティング  剣道(同好会)

《文化部》演劇 合唱 軽音楽 コミッククリエーション 茶道

写真 吹奏楽 美術・工芸 華道（同好会）手芸(同好会)

【最近の主な活動実績】

＊ウエイトリフティング部 全国高校総合体育大会 89kg級６位

＊パワーリフティング部 全日本高等学校パワーリフティング選手権

男子66㎏ ６位 74㎏級 ４位、５位

❑学校生活に彩りをそえる行事 ❑健康な心と身体を育成する部活動など

❑ていねいな学習指導でみなさんの進路実現を支援します。

選択科目

共通科目
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 平塚湘風高校は、まじめにがんばる生徒を応援します。
本校の特徴

「単位制高校」とは、必要な単位数(74単位)を３年間で修得することによって卒

業できる学校のことです。本校では、「ホームルーム活動」を大切にしながら、授

業をはじめとする学校生活にしっかりと向き合う姿勢を整えます。

本校は「確かな学力育成推進校」に指定されており、わかりやすい授業や少人

数・習熟度別授業等で「確かな学力」を育成し、生徒の「挑戦力」を応援します。

   生徒のみなさんが「きちんと学ぶ」ことができるよう、きめ細かな指導のもとに

『規律ある学校生活』を大切にしています。

育てたい人物像

  本校は、生徒のみなさんが将来、社会から求められる規範意

識や道徳観、誠実に物事に向き合う態度などを身に付けてほし

いと考えています。本校で学ぶ中で、他者を思いやる気持ちや

責任感を持ち、正しい判断ができる心豊かな人材や、周囲の人

たちと良好なコミュニケーションをとりながら協力し合い、自

分の力で人生を切り拓いていける人材に育ってほしいと願って

います。

神奈川県立 平塚
ひら つ か

湘風
しょうふう

高等学校

所在地：平塚市田村三丁目13番１号 〒254-0013

電 話：0463(55)1532

ＦＡＸ：0463(54)8299

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

創 立：平成20年11月（平成21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

普 通 科 194 182 176 552

学 級 数 ６ ５ ５ 16

(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平塚駅北口より

「田村車庫」または「本厚木駅南口」行きバス

（約25分）「田村団地入口」下車徒歩約５分もしくは

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線本厚木駅南口より

「旭町経由平塚駅北口」行きバス（約30分）

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線伊勢原駅南口より

「大田経由平塚駅北口」行きバス（約25分）

「横内公民館入口」下車徒歩約15分

女子はスカートかズボン、リボンかネクタイが選べます。

❑規律ある学校生活の中で学習を進める単位制高校です。

❑豊かな人間性を備えた、社会で自立できる人材の育成を目指します。

                                  

                        ○共通科目（５教科）で、基礎基本をしっかり身に付けます。 

                            ＜英語と数学では、少人数・習熟度別学習を行うので、理解度に合った授業が受けられます。＞ 

                        ○選択科目は進路希望や興味・関心を生かして、発展的に学習します。

                        ○授業での様々な取組みで、読解力・思考力・表現力を高めます。 

       ■「わかる授業」や「マナトレ」で、みなさんの理解を深めます。「わかるようになりたい」という気持ちを大切にしています。 

   

みなさんが安心して勉強や部活動に打ち込むためには、「生徒心得」という本校のルールやあたり前

のマナーを守ること、人に迷惑をかけないことが求められます。学校が「学びの場」にふさわしい社会で

あるために、その大切さをわかってもらえるよう、一緒に考えます。これを生徒指導と呼びます。 

たとえば、

○授業を受ける姿勢を作ることが大切です。スマートフォン等の電源を切り、 

私語をせず、授業に集中しましょう。 

○「学びの場」ではきちんとした服装や言葉づかいを心がけましょう。装飾品や 

染髪・お化粧は必要ありません。 

○ Twitter・LINE等の不正使用やいじめなど、他の人を傷つけたり、迷惑をかけたり

する行為は絶対に許しません。

     平塚湘風高校はこんな学校です！

【進路状況（過去３年間）】      

（大学）桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、国士舘大学、駒澤大学、相模女子大学、 

産業能率大学、松蔭大学、玉川大学、鶴見大学、帝京平成大学、東海大学、東京工芸大学、 

日本経済大学、文教大学、横浜商科大学、和光大学 他    

（短大）和泉短期大学、小田原短期大学、鎌倉女子大学短期大学部、湘北短期大学、 

フェリシアこども短期大学 他   

（専門学校）大原法律公務員専門学校、神奈川社会福祉専門学校、情報科学専門学校、日本工学院専門学校、

横浜ｆカレッジ、横浜デジタルアーツ専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 他 

（就職）自衛隊、スタンレー電気、アマダプレスシステム、MYｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、日揮ユニバーサル、不二家 他

進路状況(令和３年度)

❑ルールやマナーを大切にします。

❑多くの卒業生が地域社会で活躍し、社会に貢献しています。

４月 始業式

入学式 

   新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

 社会見学（遠足） 

５月 前期中間試験 

６月 体育祭

 面談週間 

７月 前期期末試験 

８月 夏期補習・講習 

   部活動合宿

   インターンシップ 

９月 修学旅行（２年次） 

10月 後期第一中間試験 

文化祭(湘風祭) 

地域貢献デー 

12月 後期第二中間試験 

１月 校内職業体験（１年次） 

３月 卒業式

学年末試験 

   百人一首大会（１年次） 

修了式 

《運動部》ウエイトリフティング 硬式テニス 硬式野球 

サッカー 山岳 女子バレーボール 水泳 ソフトテニス 

卓球 バスケットボール バドミントン 陸上競技 

パワーリフティング  剣道(同好会) 

《文化部》演劇 合唱 軽音楽 コミッククリエーション 茶道 

 写真 吹奏楽 美術・工芸 華道（同好会）手芸(同好会)

【最近の主な活動実績】 

＊ウエイトリフティング部 全国高校総合体育大会 89kg級６位

＊パワーリフティング部 全日本高等学校パワーリフティング選手権 

男子66㎏ ６位 74㎏級 ４位、５位

❑学校生活に彩りをそえる行事 ❑健康な心と身体を育成する部活動など

❑ていねいな学習指導でみなさんの進路実現を支援します。

選択科目 

共通科目 

229

平
塚
市



 平塚湘風高校は、まじめにがんばる生徒を応援します。
本校の特徴

   「単位制高校」とは、必要な単位数(74単位)を３年間で修得することによって卒

業できる学校のことです。本校では、「ホームルーム活動」を大切にしながら、授

業をはじめとする学校生活にしっかりと向き合う姿勢を整えます。 

本校は「確かな学力育成推進校」に指定されており、わかりやすい授業や少人

数・習熟度別授業等で「確かな学力」を育成し、生徒の「挑戦力」を応援します。 

   生徒のみなさんが「きちんと学ぶ」ことができるよう、きめ細かな指導のもとに

『規律ある学校生活』を大切にしています。 

育てたい人物像

   

  本校は、生徒のみなさんが将来、社会から求められる規範意

識や道徳観、誠実に物事に向き合う態度などを身に付けてほし

いと考えています。本校で学ぶ中で、他者を思いやる気持ちや

責任感を持ち、正しい判断ができる心豊かな人材や、周囲の人

たちと良好なコミュニケーションをとりながら協力し合い、自

分の力で人生を切り拓いていける人材に育ってほしいと願って

います。 

神奈川県立 平塚
ひら つ か

湘風
しょうふう

高等学校

所在地：平塚市田村三丁目13番１号 〒254-0013

電 話：0463(55)1532

ＦＡＸ：0463(54)8299

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

創 立：平成20年11月（平成21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

普 通 科 194 182 176 552

学 級 数 ６ ５ ５ 16 

 (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平塚駅北口より

「田村車庫」または「本厚木駅南口」行きバス

（約25分）「田村団地入口」下車徒歩約５分もしくは

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線本厚木駅南口より

「旭町経由平塚駅北口」行きバス（約30分）

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線伊勢原駅南口より

「大田経由平塚駅北口」行きバス（約25分）

「横内公民館入口」下車徒歩約15分

女子はスカートかズボン、リボンかネクタイが選べます。

❑規律ある学校生活の中で学習を進める単位制高校です。

❑豊かな人間性を備えた、社会で自立できる人材の育成を目指します。

                                  

                        ○共通科目（５教科）で、基礎基本をしっかり身に付けます。

                           ＜英語と数学では、少人数・習熟度別学習を行うので、理解度に合った授業が受けられます。＞

                        ○選択科目は進路希望や興味・関心を生かして、発展的に学習します。

                        ○授業での様々な取組みで、読解力・思考力・表現力を高めます。

      ■「わかる授業」や「マナトレ」で、みなさんの理解を深めます。「わかるようになりたい」という気持ちを大切にしています。

  

みなさんが安心して勉強や部活動に打ち込むためには、「生徒心得」という本校のルールやあたり前

のマナーを守ること、人に迷惑をかけないことが求められます。学校が「学びの場」にふさわしい社会で

あるために、その大切さをわかってもらえるよう、一緒に考えます。これを生徒指導と呼びます。

たとえば、

○授業を受ける姿勢を作ることが大切です。スマートフォン等の電源を切り、

私語をせず、授業に集中しましょう。

○「学びの場」ではきちんとした服装や言葉づかいを心がけましょう。装飾品や

染髪・お化粧は必要ありません。

○ Twitter・LINE等の不正使用やいじめなど、他の人を傷つけたり、迷惑をかけたり

する行為は絶対に許しません。

     平塚湘風高校はこんな学校です！

【進路状況（過去３年間）】

（大学）桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、国士舘大学、駒澤大学、相模女子大学、

産業能率大学、松蔭大学、玉川大学、鶴見大学、帝京平成大学、東海大学、東京工芸大学、

日本経済大学、文教大学、横浜商科大学、和光大学 他

（短大）和泉短期大学、小田原短期大学、鎌倉女子大学短期大学部、湘北短期大学、

フェリシアこども短期大学 他

（専門学校）大原法律公務員専門学校、神奈川社会福祉専門学校、情報科学専門学校、日本工学院専門学校、

横浜ｆカレッジ、横浜デジタルアーツ専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 他

（就職）自衛隊、スタンレー電気、アマダプレスシステム、MYｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、日揮ユニバーサル、不二家 他

進路状況(令和３年度)

❑ルールやマナーを大切にします。

❑多くの卒業生が地域社会で活躍し、社会に貢献しています。

４月 始業式

入学式

   新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

社会見学（遠足）

５月 前期中間試験

６月 体育祭

面談週間

７月 前期期末試験

８月 夏期補習・講習

   部活動合宿

   インターンシップ

９月 修学旅行（２年次）

10月 後期第一中間試験

文化祭(湘風祭)

地域貢献デー

12月 後期第二中間試験

１月 校内職業体験（１年次）

３月 卒業式

学年末試験

   百人一首大会（１年次）

修了式

《運動部》ウエイトリフティング 硬式テニス 硬式野球

サッカー 山岳 女子バレーボール 水泳 ソフトテニス

卓球 バスケットボール バドミントン 陸上競技

パワーリフティング  剣道(同好会)

《文化部》演劇 合唱 軽音楽 コミッククリエーション 茶道

写真 吹奏楽 美術・工芸 華道（同好会）手芸(同好会)

【最近の主な活動実績】

＊ウエイトリフティング部 全国高校総合体育大会 89kg級６位

＊パワーリフティング部 全日本高等学校パワーリフティング選手権

男子66㎏ ６位 74㎏級 ４位、５位

❑学校生活に彩りをそえる行事 ❑健康な心と身体を育成する部活動など

❑ていねいな学習指導でみなさんの進路実現を支援します。

選択科目

共通科目

228
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 平塚湘風高校は、まじめにがんばる生徒を応援します。
本校の特徴

「単位制高校」とは、必要な単位数(74単位)を３年間で修得することによって卒

業できる学校のことです。本校では、「ホームルーム活動」を大切にしながら、授

業をはじめとする学校生活にしっかりと向き合う姿勢を整えます。

本校は「確かな学力育成推進校」に指定されており、わかりやすい授業や少人

数・習熟度別授業等で「確かな学力」を育成し、生徒の「挑戦力」を応援します。

   生徒のみなさんが「きちんと学ぶ」ことができるよう、きめ細かな指導のもとに

『規律ある学校生活』を大切にしています。

育てたい人物像

  本校は、生徒のみなさんが将来、社会から求められる規範意

識や道徳観、誠実に物事に向き合う態度などを身に付けてほし

いと考えています。本校で学ぶ中で、他者を思いやる気持ちや

責任感を持ち、正しい判断ができる心豊かな人材や、周囲の人

たちと良好なコミュニケーションをとりながら協力し合い、自

分の力で人生を切り拓いていける人材に育ってほしいと願って

います。

神奈川県立 平塚
ひら つ か

湘風
しょうふう

高等学校

所在地：平塚市田村三丁目13番１号 〒254-0013

電 話：0463(55)1532

ＦＡＸ：0463(54)8299

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

創 立：平成20年11月（平成21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

普 通 科 194 182 176 552

学 級 数 ６ ５ ５ 16

(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平塚駅北口より

「田村車庫」または「本厚木駅南口」行きバス

（約25分）「田村団地入口」下車徒歩約５分もしくは

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線本厚木駅南口より

「旭町経由平塚駅北口」行きバス（約30分）

「駒返橋」下車徒歩約８分

●小田急線伊勢原駅南口より

「大田経由平塚駅北口」行きバス（約25分）

「横内公民館入口」下車徒歩約15分

女子はスカートかズボン、リボンかネクタイが選べます。

❑規律ある学校生活の中で学習を進める単位制高校です。

❑豊かな人間性を備えた、社会で自立できる人材の育成を目指します。

                                  

                        ○共通科目（５教科）で、基礎基本をしっかり身に付けます。 

                            ＜英語と数学では、少人数・習熟度別学習を行うので、理解度に合った授業が受けられます。＞ 

                        ○選択科目は進路希望や興味・関心を生かして、発展的に学習します。

                        ○授業での様々な取組みで、読解力・思考力・表現力を高めます。 

       ■「わかる授業」や「マナトレ」で、みなさんの理解を深めます。「わかるようになりたい」という気持ちを大切にしています。 

   

みなさんが安心して勉強や部活動に打ち込むためには、「生徒心得」という本校のルールやあたり前

のマナーを守ること、人に迷惑をかけないことが求められます。学校が「学びの場」にふさわしい社会で

あるために、その大切さをわかってもらえるよう、一緒に考えます。これを生徒指導と呼びます。 

たとえば、

○授業を受ける姿勢を作ることが大切です。スマートフォン等の電源を切り、 

私語をせず、授業に集中しましょう。 

○「学びの場」ではきちんとした服装や言葉づかいを心がけましょう。装飾品や 

染髪・お化粧は必要ありません。 

○ Twitter・LINE等の不正使用やいじめなど、他の人を傷つけたり、迷惑をかけたり

する行為は絶対に許しません。

     平塚湘風高校はこんな学校です！

【進路状況（過去３年間）】      

（大学）桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、国士舘大学、駒澤大学、相模女子大学、 

産業能率大学、松蔭大学、玉川大学、鶴見大学、帝京平成大学、東海大学、東京工芸大学、 

日本経済大学、文教大学、横浜商科大学、和光大学 他    

（短大）和泉短期大学、小田原短期大学、鎌倉女子大学短期大学部、湘北短期大学、 

フェリシアこども短期大学 他   

（専門学校）大原法律公務員専門学校、神奈川社会福祉専門学校、情報科学専門学校、日本工学院専門学校、

横浜ｆカレッジ、横浜デジタルアーツ専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 他 

（就職）自衛隊、スタンレー電気、アマダプレスシステム、MYｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、日揮ユニバーサル、不二家 他

進路状況(令和３年度)

❑ルールやマナーを大切にします。

❑多くの卒業生が地域社会で活躍し、社会に貢献しています。

４月 始業式

入学式 

   新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

 社会見学（遠足） 

５月 前期中間試験 

６月 体育祭

 面談週間 

７月 前期期末試験 

８月 夏期補習・講習 

   部活動合宿

   インターンシップ 

９月 修学旅行（２年次） 

10月 後期第一中間試験 

文化祭(湘風祭) 

地域貢献デー 

12月 後期第二中間試験 

１月 校内職業体験（１年次） 

３月 卒業式

学年末試験 

   百人一首大会（１年次） 

修了式 

《運動部》ウエイトリフティング 硬式テニス 硬式野球 

サッカー 山岳 女子バレーボール 水泳 ソフトテニス 

卓球 バスケットボール バドミントン 陸上競技 

パワーリフティング  剣道(同好会) 

《文化部》演劇 合唱 軽音楽 コミッククリエーション 茶道 

 写真 吹奏楽 美術・工芸 華道（同好会）手芸(同好会)

【最近の主な活動実績】 

＊ウエイトリフティング部 全国高校総合体育大会 89kg級６位

＊パワーリフティング部 全日本高等学校パワーリフティング選手権 

男子66㎏ ６位 74㎏級 ４位、５位

❑学校生活に彩りをそえる行事 ❑健康な心と身体を育成する部活動など

❑ていねいな学習指導でみなさんの進路実現を支援します。

                                                      
選択科目

共通科目

229

平
塚
市




