
授業風�

学��部活動�行事に�����

�かな�と����の�に�まれた大和高校へは，小田�����と東�

田�都市�が�用でき，多方面からの通学が��です。�ち�いた学習��・

�明も備わった広いグラ�ン�で，生徒は学年をこえてつながり，熱心に学習や

部活動に�り組�でいます。体育祭や文化祭，�技大会は，す�て生徒が企画・

立��運�する，大和高校の�表的な行事です。

�学�向�進学��校�����校�の��
�「主体的・対�的で�い学び」による高い���の学力（思考力・��力・表現力）を育成し，課題解決力と発�

的な学力の伸長をめざします。

�進路データの分�・活用と進路指導により，生徒の第一志望の実現を�ります。

���課�����校�������の���の��
�探究的な活動を通して，課題解決に向けて主体的・��的に�り組�姿�を�います。

信��から生まれる明るい校風の中で，��

と自�に基�いた自�が育まれています。

�い学びを実現し，学力を一�高めるため

に 65分授業を実施しています。

�学期制により�分な授業時間を確保し，さら

にきめ�かい学習指導を�開しています。

進路指導に力を入れています。��全員が進学

希望であり，現役進学率は 90%を�えています。

学校行事や部活動が活発で，�課後の教�や

校�は活気に�ちあ�れています。
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最終発表の様子

幅広く偏りのない学習
基礎学力の向上をめざし，芸術以外は全員
が共通の授業を受けます。

文系・理系の選択
文系・理系の選択によって，地理歴史科・理
科の授業が異なります。

Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類の３コース
幅広い進路志望に対応する多くの選択科目
があります。

前期・行事

一
年

二
年

三
年

大和高校では自ら考え，自ら行動することを大切にしています。在学中勉強や部活動に打ち込み，体育祭に

燃え，文化祭で個性を存分に発揮し，そして希望の進路を実現して卒業していく本校の生徒の姿を，私達は誇

りとしています。大和高校はこの伝統をつなぐ君達を待っています。

修学旅行（2021年度）

後期・行事

体育祭のダンス(2021年度) 

文化祭・ステージ発表(2021年度) 

部活動加入率は全校生徒の約９割。文化部は９，

運動部は 19 の部が，熱心に活動しています。2021 年

度は創作舞踊部が全国大会において３位に入賞し，

陸上競技，女子サッカーが全国大会，関東大会などへ

の出場を果たすなど，優秀な成績を収めています。

多くの行事の中で特に思い出に残るのは，やはり体

育祭・文化祭と修学旅行。体育祭は学年を越えた各組

の生徒が前年度から準備し，１年生も入学直後から参

加します。また文化祭は，クラスや各部活動による，工

夫を凝らした模擬店や発表が企画されます。これらの

学校行事はいつまでも記憶に残る素晴らしい思い出に

なります。修学旅行は「自主行動・体験学習」を目的と

して実施し，学校では味わえない風土や文化・歴史を

学びます。

一人ひとりが自分らしい生き方をデザインし，実現で

きるように，進路意識の育成と学力の伸長をサポート

する，全校的な体制を整えて指導しています。第３学

年の初めには第一志望宣言をし，受験への意識を高

めていきます。各種進路説明会，大学知的体験プログ

ラム，三者面談，個人面談，スタディーサポート(1 学

年)，ＧＴＥＣ(全学年)，実力模試(全学年)と事後指導，

面接指導，小論文指導など多くのプログラムがありま

す。

また，職員室前には学習机があり，そこで勉強を

する生徒は多数います。先生にすぐ質問ができ，そ

の学習机で個別指導もしてもらえるので効率よく

学習することができます。

★論理・表現Ⅰは少人数の授業。外国語指導助手と

のチームティーチングによる授業もあります。

★夏休みには基礎学力や応用力を身につける講習，

大学受験のための講習などを行います。また，自習用

のスペースも確保しており，分からないところはすぐに

質問できます。

★「総合的な探究の時間」では，研究開発校として 3年

間を通してよりよい未来を切り拓くための課題解決力

と行動力を育みます。

  

   

《国公立大学》 横浜国立大学，名古屋大学，筑波大学，

電気通信大学，東京工業大学，東京農工大学，東京学芸大

学，東京海洋大学，岩手大学，群馬大学，信州大学，千葉

大学，山梨大学，静岡大学，神戸大学，長崎大学，横浜市

立大学，東京都立大学，川崎市立看護大学

《私立大学》 青山学院大学，学習院大学，神奈川大学，

北里大学，慶應義塾大学，國學院大學，駒澤大学，上智大

学，芝浦工業大学，成城大学，専修大学，中央大学，東京

農業大学，東京理科大学，東海大学，同志社女子大学，東

洋大学，日本大学，日本女子大学，法政大学，明治大学，

明治学院大学，立教大学，早稲田大学など

学ぶ意欲が学ぶ喜びに

放課後の舞台―部活動―

進路実現に向けて

令和４年３月の現役合格状況

じっくり深く探究し，真の学力を身につけることをめざします

新入生歓迎会

社会見学・芸術鑑賞

体育祭

球技大会

文化祭

生徒が主役の学校行事

修学旅行(2年) 

百人一首大会(1年) 

音楽発表会(1年) 

特別講座（３年）

球技大会
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大学，山梨大学，静岡大学，神戸大学，長崎大学，横浜市

立大学，東京都立大学，川崎市立看護大学

《私立大学》 青山学院大学，学習院大学，神奈川大学，

北里大学，慶應義塾大学，國學院大學，駒澤大学，上智大

学，芝浦工業大学，成城大学，専修大学，中央大学，東京

農業大学，東京理科大学，東海大学，同志社女子大学，東

洋大学，日本大学，日本女子大学，法政大学，明治大学，

明治学院大学，立教大学，早稲田大学など

学ぶ意欲が学ぶ喜びに

放課後の舞台―部活動―

進路実現に向けて

令和４年３月の現役合格状況

じっくり深く探究し，真の学力を身につけることをめざします

新入生歓迎会

社会見学・芸術鑑賞

体育祭

球技大会

文化祭

生徒が主役の学校行事

修学旅行(2年) 

百人一首大会(1年) 

音楽発表会(1年) 

特別講座（３年）

球技大会
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授業風�

学��部活動�行事に�����

�かな�と����の�に�まれた大和高校へは，小田�����と東�

田�都市�が�用でき，多方面からの通学が��です。�ち�いた学習��・

�明も備わった広いグラ�ン�で，生徒は学年をこえてつながり，熱心に学習や

部活動に�り組�でいます。体育祭や文化祭，�技大会は，す�て生徒が企画・

立��運�する，大和高校の�表的な行事です。

�学�向�進学��校�����校�の��
�「主体的・対�的で�い学び」による高い���の学力（思考力・��力・表現力）を育成し，課題解決力と発�

的な学力の伸長をめざします。

�進路データの分�・活用と進路指導により，生徒の第一志望の実現を�ります。

���課�����校�������の���の��
�探究的な活動を通して，課題解決に向けて主体的・��的に�り組�姿�を�います。

  信��から生まれる明るい校風の中で，��

と自�に基�いた自�が育まれています。

   �い学びを実現し，学力を一�高めるため

に 65分授業を実施しています。

    �学期制により�分な授業時間を確保し，さら

にきめ�かい学習指導を�開しています。

進路指導に力を入れています。��全員が進学

希望であり，現役進学率は 90%を�えています。

学校行事や部活動が活発で，�課後の教�や

校�は活気に�ちあ�れています。
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総合的な探究の時間

最終発表の様子

幅広く偏りのない学習
基礎学力の向上をめざし，芸術以外は全員
が共通の授業を受けます。

文系・理系の選択
文系・理系の選択によって，地理歴史科・理
科の授業が異なります。

Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類の３コース
幅広い進路志望に対応する多くの選択科目
があります。

前期・行事

一
年

二
年

三
年

大和高校では自ら考え，自ら行動することを大切にしています。在学中勉強や部活動に打ち込み，体育祭に

燃え，文化祭で個性を存分に発揮し，そして希望の進路を実現して卒業していく本校の生徒の姿を，私達は誇

りとしています。大和高校はこの伝統をつなぐ君達を待っています。

修学旅行（2021年度）

後期・行事

体育祭のダンス(2021年度)

文化祭・ステージ発表(2021年度)

部活動加入率は全校生徒の約９割。文化部は９，

運動部は 19 の部が，熱心に活動しています。2021 年

度は創作舞踊部が全国大会において３位に入賞し，

陸上競技，女子サッカーが全国大会，関東大会などへ

の出場を果たすなど，優秀な成績を収めています。

多くの行事の中で特に思い出に残るのは，やはり体

育祭・文化祭と修学旅行。体育祭は学年を越えた各組

の生徒が前年度から準備し，１年生も入学直後から参

加します。また文化祭は，クラスや各部活動による，工

夫を凝らした模擬店や発表が企画されます。これらの

学校行事はいつまでも記憶に残る素晴らしい思い出に

なります。修学旅行は「自主行動・体験学習」を目的と

して実施し，学校では味わえない風土や文化・歴史を

学びます。

一人ひとりが自分らしい生き方をデザインし，実現で

きるように，進路意識の育成と学力の伸長をサポート

する，全校的な体制を整えて指導しています。第３学

年の初めには第一志望宣言をし，受験への意識を高

めていきます。各種進路説明会，大学知的体験プログ

ラム，三者面談，個人面談，スタディーサポート(1 学

年)，ＧＴＥＣ(全学年)，実力模試(全学年)と事後指導，

面接指導，小論文指導など多くのプログラムがありま

す。

また，職員室前には学習机があり，そこで勉強を

する生徒は多数います。先生にすぐ質問ができ，そ

の学習机で個別指導もしてもらえるので効率よく

学習することができます。

★論理・表現Ⅰは少人数の授業。外国語指導助手と

のチームティーチングによる授業もあります。

★夏休みには基礎学力や応用力を身につける講習，

大学受験のための講習などを行います。また，自習用

のスペースも確保しており，分からないところはすぐに

質問できます。

★「総合的な探究の時間」では，研究開発校として 3年

間を通してよりよい未来を切り拓くための課題解決力

と行動力を育みます。

   

《国公立大学》 横浜国立大学，名古屋大学，筑波大学，

電気通信大学，東京工業大学，東京農工大学，東京学芸大

学，東京海洋大学，岩手大学，群馬大学，信州大学，千葉

大学，山梨大学，静岡大学，神戸大学，長崎大学，横浜市

立大学，東京都立大学，川崎市立看護大学

《私立大学》 青山学院大学，学習院大学，神奈川大学，

北里大学，慶應義塾大学，國學院大學，駒澤大学，上智大

学，芝浦工業大学，成城大学，専修大学，中央大学，東京

農業大学，東京理科大学，東海大学，同志社女子大学，東

洋大学，日本大学，日本女子大学，法政大学，明治大学，

明治学院大学，立教大学，早稲田大学など

学ぶ意欲が学ぶ喜びに

放課後の舞台―部活動―

進路実現に向けて

令和４年３月の現役合格状況

じっくり深く探究し，真の学力を身につけることをめざします

新入生歓迎会

社会見学・芸術鑑賞

体育祭

球技大会

文化祭

生徒が主役の学校行事

修学旅行(2年)

百人一首大会(1年)

音楽発表会(1年)

特別講座（３年）

球技大会
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大和南高校は、生徒の多様性

を尊重する学校です

体育祭

南翔
なんしょう

祭
さい

（文化祭）

社会見学

やまなんで自分の可能性に

チャレンジしてみませんか! 

大和南の生徒は、勉強に、学校行事に、

そして部活動にすべての情熱を注ぎ、

高校生活を全力で過ごしています。

                       

所在地：大和市上和田2557番地 〒242-0014

電 話：046(269)5050

ＦＡＸ：046(268)4390

ＵＲＬ：http://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatominami-h/ 

創 立：昭和52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 321 311 308 940

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)

神奈川県立 大和
や ま と

南
みなみ

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急江ノ島線「桜ヶ丘駅」東口より徒歩23分
●小田急江ノ島線「高座渋谷駅」東口より徒歩25分
神奈中バス（高01系統）「上和田団地」下車徒歩５分
●小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」より
神奈中バス（間16・和03系統）
「上和田団地」下車徒歩５分

春高バレー・インターハイ出場の女子バレー部

全国大会出場の

ダンスドリル部

教育活動の特徴

＊少人数習熟度別学習
１年生の「数学Ⅰ」「論理・表現Ⅰ（英

語）」、２年生の「論理・表現Ⅰ（英語）」

などの科目では、習熟度別授業を展開して

います。

＊講習・補習の充実
放課後や長期休業期間を利用して手厚い学

習指導を行います。

＊キャリア教育
１年生から進路・職業を意識し、上級学校

の教員等による講義や実習、進路希望別講

演会などきめ細かく実施します。

学校行事
４月 １学期始業式、入学式

新入生オリエンテーション

部活動オリエンテーション

社会見学(遠足)、生徒総会、

新体力テスト、進路希望調査

スマホ・ケータイ安全教室（１年）

５月 中間テスト、教育実習

６月 体育祭、三者面談、期末テスト

７月 交通安全講話、進路ガイダンス

スマホ・ケータイ安全教室（2・3年）

８月 １学期終業式、夏期講習・補習、

部活動合宿、学校説明会

９月
２学期始業式、防災訓練

教育実習、中間テスト

10月
南翔
なんしょう

祭
さい

(文化祭)

学校説明会・オープンスクール

11月 修学旅行（２年）、期末テスト

12月 学校説明会、芸術鑑賞教室

球技大会、進路ガイダンス

２学期終業式

１月 ３学期始業式、マラソン大会

卒業テスト（３年）

２月 入学者選抜

３月 卒業式、学年末テスト（１・２年）

進路ガイダンス、球技大会

入学予定者説明会

修了式

進路    ※令和 4年４月１日現在

令和３年( 2021 )年度の進路状況（数字は人数）

大 学 短 大 専門学校等 就職
その

他

143 13 87 27 30

令和3年度卒業生の主な合格先

【大 学】

筑波大学（国立） 北里大学 桜美林大学

相模女子大学 東京農業大学 神奈川大学

産業能率大学 日本大学 神奈川工科大学

湘南医療大学 国際医療福祉大学 日本体育大学

関東学院大学 専修大学 文教大学

工学院大学 東海大学 法政大学

国士舘大学 東京電機大学 立教大学

【看護学校】

県立平塚看護大学校 湘南看護専門学校 横浜市未来看護専門学校

県立よこはま看護専門学校 横浜医療センター付属横浜看護学校

【公務員】

神奈川県警 自衛隊

部活動   

【運動部】サッカー・ハンドボール・バドミントン

男子ソフトテニス・女子ソフトテニス・テニス

卓球・男子バレーボール・女子バレーボール

野球・陸上競技・男子バスケットボール

女子バスケットボール・ダンスドリル・剣道

【文化部】美術・吹奏楽・軽音楽・漫画研究・茶道

合唱・演劇・書道・映画制作

【同好会】水泳同好会・囲碁将棋同好会・かるた同好会

学校説明会等

＊第1回学校説明会
8月１１日（木）

会場「大和市文化創造拠点シリウス」

＊第2回学校説明会(オープンスクールも開催) 
10月2９日（土）  会場「本校」

＊第3回学校説明会
12月１０日（土）   会場「本校」

＊第4回・5回学校説明会(同日午前午後2回開催) 
1月1４日（土） 会場「本校」

＊南翔祭(文化祭) 
10月2日（土）  

★学校見学…随時（要電話連絡）
★詳しくは、本校のＨＰをご覧ください。

全国大会 壮行会（女子バレーボール部・ダンスドリル部）

15日
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大和南高校は、生徒の多様性

を尊重する学校です

体育祭

南翔
なんしょう

祭
さい

（文化祭）

社会見学

やまなんで自分の可能性に

チャレンジしてみませんか! 

大和南の生徒は、勉強に、学校行事に、

そして部活動にすべての情熱を注ぎ、

高校生活を全力で過ごしています。

所在地：大和市上和田2557番地 〒242-0014

電 話：046(269)5050

ＦＡＸ：046(268)4390

ＵＲＬ：http://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatominami-h/

創 立：昭和52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 321 311 308 940

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)

神奈川県立 大和
や ま と

南
みなみ

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関

●小田急江ノ島線「桜ヶ丘駅」東口より徒歩23分
●小田急江ノ島線「高座渋谷駅」東口より徒歩25分
神奈中バス（高01系統）「上和田団地」下車徒歩５分

●小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」より
神奈中バス（間16・和03系統）
「上和田団地」下車徒歩５分

春高バレー・インターハイ出場の女子バレー部

全国大会出場の

ダンスドリル部

教育活動の特徴

＊少人数習熟度別学習
１年生の「数学Ⅰ」「論理・表現Ⅰ（英

語）」、２年生の「論理・表現Ⅰ（英語）」

などの科目では、習熟度別授業を展開して

います。

＊講習・補習の充実
放課後や長期休業期間を利用して手厚い学

習指導を行います。

＊キャリア教育
１年生から進路・職業を意識し、上級学校

の教員等による講義や実習、進路希望別講

演会などきめ細かく実施します。

学校行事
４月 １学期始業式、入学式

新入生オリエンテーション

部活動オリエンテーション

社会見学(遠足)、生徒総会、

新体力テスト、進路希望調査

スマホ・ケータイ安全教室（１年）

５月 中間テスト、教育実習

６月 体育祭、三者面談、期末テスト

７月 交通安全講話、進路ガイダンス

スマホ・ケータイ安全教室（2・3年）

８月 １学期終業式、夏期講習・補習、

部活動合宿、学校説明会

９月
２学期始業式、防災訓練

教育実習、中間テスト

10月
南翔
なんしょう

祭
さい

(文化祭) 

学校説明会・オープンスクール

11月 修学旅行（２年）、期末テスト

12月 学校説明会、芸術鑑賞教室

球技大会、進路ガイダンス

２学期終業式

１月 ３学期始業式、マラソン大会

卒業テスト（３年）

２月 入学者選抜

３月 卒業式、学年末テスト（１・２年）

進路ガイダンス、球技大会

入学予定者説明会

修了式

進路    ※令和 4年４月１日現在

令和３年( 2021 )年度の進路状況（数字は人数）

大 学 短 大 専門学校等 就職
その

他

143 13 87 27 30

令和3年度卒業生の主な合格先

【大 学】

筑波大学（国立） 北里大学 桜美林大学

相模女子大学 東京農業大学 神奈川大学

産業能率大学 日本大学 神奈川工科大学

湘南医療大学 国際医療福祉大学 日本体育大学

関東学院大学 専修大学 文教大学

工学院大学 東海大学 法政大学

国士舘大学 東京電機大学 立教大学

【看護学校】

県立平塚看護大学校 湘南看護専門学校 横浜市未来看護専門学校

県立よこはま看護専門学校 横浜医療センター付属横浜看護学校

【公務員】

神奈川県警 自衛隊

部活動   

【運動部】サッカー・ハンドボール・バドミントン

男子ソフトテニス・女子ソフトテニス・テニス

卓球・男子バレーボール・女子バレーボール

野球・陸上競技・男子バスケットボール

女子バスケットボール・ダンスドリル・剣道

【文化部】美術・吹奏楽・軽音楽・漫画研究・茶道

合唱・演劇・書道・映画制作

【同好会】水泳同好会・囲碁将棋同好会・かるた同好会

学校説明会等

＊第1回学校説明会
8月１１日（木）

会場「大和市文化創造拠点シリウス」

＊第2回学校説明会(オープンスクールも開催) 
10月2９日（土）  会場「本校」

＊第3回学校説明会
12月１０日（土）   会場「本校」

＊第4回・5回学校説明会(同日午前午後2回開催) 
1月1４日（土） 会場「本校」

＊南翔祭(文化祭) 
10月2日（土）  

★学校見学…随時（要電話連絡）
★詳しくは、本校のＨＰをご覧ください。

全国大会 壮行会（女子バレーボール部・ダンスドリル部）

15日
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大和南高校は、生徒の多様性

を尊重する学校です

体育祭

南翔
なんしょう

祭
さい

（文化祭）

社会見学

やまなんで自分の可能性に

チャレンジしてみませんか! 

大和南の生徒は、勉強に、学校行事に、

そして部活動にすべての情熱を注ぎ、

高校生活を全力で過ごしています。

所在地：大和市上和田2557番地 〒242-0014

電 話：046(269)5050

ＦＡＸ：046(268)4390

ＵＲＬ：http://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatominami-h/ 

創 立：昭和52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 321 311 308 940

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)

神奈川県立 大和
や ま と

南
みなみ

高等学校
＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急江ノ島線「桜ヶ丘駅」東口より徒歩23分
●小田急江ノ島線「高座渋谷駅」東口より徒歩25分
神奈中バス（高01系統）「上和田団地」下車徒歩５分
●小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」より
神奈中バス（間16・和03系統）
「上和田団地」下車徒歩５分

春高バレー・インターハイ出場の女子バレー部

全国大会出場の

ダンスドリル部

教育活動の特徴

＊少人数習熟度別学習
１年生の「数学Ⅰ」「論理・表現Ⅰ（英

語）」、２年生の「論理・表現Ⅰ（英語）」

などの科目では、習熟度別授業を展開して

います。

＊講習・補習の充実
放課後や長期休業期間を利用して手厚い学

習指導を行います。

＊キャリア教育
１年生から進路・職業を意識し、上級学校

の教員等による講義や実習、進路希望別講

演会などきめ細かく実施します。

学校行事
４月 １学期始業式、入学式

新入生オリエンテーション

部活動オリエンテーション

社会見学(遠足)、生徒総会、

新体力テスト、進路希望調査

スマホ・ケータイ安全教室（１年）

５月 中間テスト、教育実習

６月 体育祭、三者面談、期末テスト

７月 交通安全講話、進路ガイダンス

スマホ・ケータイ安全教室（2・3年）

８月 １学期終業式、夏期講習・補習、

部活動合宿、学校説明会

９月
２学期始業式、防災訓練

教育実習、中間テスト

10月
南翔
なんしょう

祭
さい

(文化祭)

学校説明会・オープンスクール

11月 修学旅行（２年）、期末テスト

12月 学校説明会、芸術鑑賞教室

球技大会、進路ガイダンス

２学期終業式

１月 ３学期始業式、マラソン大会

卒業テスト（３年）

２月 入学者選抜

３月 卒業式、学年末テスト（１・２年）

進路ガイダンス、球技大会

入学予定者説明会

修了式

進路    ※令和 4年４月１日現在

令和３年( 2021 )年度の進路状況（数字は人数）

大 学 短 大 専門学校等 就職
その

他

143 13 87 27 30

令和3年度卒業生の主な合格先

【大 学】

筑波大学（国立） 北里大学 桜美林大学

相模女子大学 東京農業大学 神奈川大学

産業能率大学 日本大学 神奈川工科大学

湘南医療大学 国際医療福祉大学 日本体育大学

関東学院大学 専修大学 文教大学

工学院大学 東海大学 法政大学

国士舘大学 東京電機大学 立教大学

【看護学校】

県立平塚看護大学校 湘南看護専門学校 横浜市未来看護専門学校

県立よこはま看護専門学校 横浜医療センター付属横浜看護学校

【公務員】

神奈川県警 自衛隊

部活動   

【運動部】サッカー・ハンドボール・バドミントン

男子ソフトテニス・女子ソフトテニス・テニス

卓球・男子バレーボール・女子バレーボール

野球・陸上競技・男子バスケットボール

女子バスケットボール・ダンスドリル・剣道

【文化部】美術・吹奏楽・軽音楽・漫画研究・茶道

合唱・演劇・書道・映画制作

【同好会】水泳同好会・囲碁将棋同好会・かるた同好会

学校説明会等

＊第1回学校説明会
8月１１日（木）

会場「大和市文化創造拠点シリウス」

＊第2回学校説明会(オープンスクールも開催) 
10月2９日（土）  会場「本校」

＊第3回学校説明会
12月１０日（土）   会場「本校」

＊第4回・5回学校説明会(同日午前午後2回開催) 
1月1４日（土） 会場「本校」

＊南翔祭(文化祭) 
10月2日（土）  

★学校見学…随時（要電話連絡）
★詳しくは、本校のＨＰをご覧ください。

全国大会 壮行会（女子バレーボール部・ダンスドリル部）

15日
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チャレンジしてみませんか! 
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南翔
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祭
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入学予定者説明会

修了式

進路    ※令和 4年４月１日現在

令和３年( 2021 )年度の進路状況（数字は人数）
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その

他
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国士舘大学 東京電機大学 立教大学
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県立平塚看護大学校 湘南看護専門学校 横浜市未来看護専門学校
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【公務員】
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野球・陸上競技・男子バスケットボール
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【文化部】美術・吹奏楽・軽音楽・漫画研究・茶道

合唱・演劇・書道・映画制作

【同好会】水泳同好会・囲碁将棋同好会・かるた同好会

学校説明会等

＊第1回学校説明会
8月１１日（木）

会場「大和市文化創造拠点シリウス」

＊第2回学校説明会(オープンスクールも開催) 
10月2９日（土）  会場「本校」

＊第3回学校説明会
12月１０日（土）   会場「本校」

＊第4回・5回学校説明会(同日午前午後2回開催) 
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＊南翔祭(文化祭) 
10月2日（土）  

★学校見学…随時（要電話連絡）
★詳しくは、本校のＨＰをご覧ください。
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〕
･学���に応じた学�活動に�る�かな学力の育成

･生徒一人ひとりの��る��を�ま�た��な支援

･キャリア教育に�る社会や�者と�わる力の育成

〔生徒をしっかり支援します〕

〇スクールカウンセラーやスクールソーシャル�ー

カーと連携し、一人ひとりが���いて学�に�

り�める��を��ています。

〇日�か�生徒の様子や��を��し、全職�に�

る教育相談・�ーム支援を��的に行っています。

〇�成29年��学生か�1クラス30人�下で�成

しています。

〇��コミュニケーシ�ン�、数学�で�、１クラ

ス15人�下の�人数学�で行います。

〇学校設定科�の��-21で��・中学校の��を

行い、学び�しを行います。

〇��10�間の��書で�をアクティ�にし、教科

横�的に文�を�ん�り書いたりするなど、進路

に��な力を�に�けます。

〇���業中に、��を行ったり、��を�したり、

��んと��で�る��にしています。

所在地：大和市深見1760番地 〒242-0011

電 話：046(264)1515

ＦＡＸ：046(262)3655

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

創 立：昭和56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 231 209 197 637

学 級 数 ６ ６ ６ 18

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 大和
や ま と

東
ひがし

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急線・相鉄線大和駅より
・徒歩25分

クリエイティブスクール について

「クリエイティ�スクール」と�、中学校までに�

っている力を��しも��に��で�なかった生徒

を積極的に�け�れ、「社会的実践力」を育成する

学校です。本校�、�成29年��り、クリエイティ

�スクールとしての��を行っています。

学校教育目標

生徒を徹底的にサポートします

教育活動の特徴

�人数�業（15人）

基礎学力の充実を目指します

相鉄

かるた・箏曲・茶道・吹奏楽・イラスト・美術・

放送・ポピュラーソング・ハンドメイキング・書道・

合唱・星空・パソコン同好会・文芸同好会

�令和３年���実��

放送部 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト神奈川県大会朗読部門 奨励賞

書道部   総合文化祭神奈川県高等学校書道展        特選

〔一人ひとりの進路希望をサポート〕

〇３年間を見通した社会的実践力を育む系統的なキ

ャリア教育を行っています。

〇１年生の早い段階で、職業観や勤労観を育成する

外部と連携したプログラムを実践しています。

〇「進学」にも「就職」にもしっかり対応した進路

指導に向け、スクールキャリアカウンセラーを中

心に個別の進路相談を徹底して行っています。

＜令和４年３月��生の４年制大学�学�＞

麻布大学、桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、

久留米工業大学、国士館大学、駒沢女子大学、相模女子

大学、専修大学、多摩大学、帝京大学、日本経済大学、

文教大学、横浜商科大学

＜令和４年３月卒業生のおもな就職先＞

いすゞ自動車、日研トータルソーシング、東晃電機、日本トー

カンパッケージ、齋藤製罐、陸上自衛隊、ジーユー、マルエツ、

亀屋万年堂、魚喜、新横浜ラーメン博物館、木下の介護、など

  スポーツ大会

生徒会最大の行事「東翼
とうよく

祭
さい

」（文化祭）
11月３日 (木・祝) 一般公開

ｖ

クラス対抗で行われる「陸上競技大会」

〇コミュニティ・スクールのしくみを活用して、人

と社会と未来につながる人材を育てます。交通安

全教室や実践的防災教育、地元の事業所と連携し

た社会体験や校内居場所カフェなど、保護者や地

域と協働した学校づくりを行っています。

○ボランティア活動を積極的に行っています。

市内公立保育園､高齢者施設､近隣の特別支援学校､  

などにおいて、多数活動をしています。

○東京理科大学・神奈川大学・桜美林大学・田園調

布学園大学・文教大学・麻布大学・神奈川工科大

学との教育交流を通じ、高校教育及び大学教育の

活性化を図るため、協定を結んでいます。

�動�＞

部活動の様子
バドミントン・陸上競技・書道

学校説明会 （会場：大和東高等学校）

第１回 11月12日（土）

第２回 12月10日（土）

個別相談会 （会場：大和東高等学校）

   8月20日（土）10月1日（土）

   1月14日（土）

一人ひとりの進路希望をサポート

学校��

地���の��を図ります

�活動

剣道・サッカー・野球・硬式テニス・ソフトテニス・

バドミントン・バスケットボール・卓球・陸上競技・

ダンス・バレーボール

�令和３年���実� �大����

硬式テニス部   神奈川県高等学校テニス大会（シングルス） 本戦出場

卓球部   神奈川県高校総体卓球競技の部（ダブルス）   出場

陸上競技部   神奈川県陸上競技選手権大会        出場

＜�動�＞

＜���＞
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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 231 209 197 637 

学 級 数 ６ ６ ６ 18

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

神奈川県立 大和
や ま と

東
ひがし

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急線・相鉄線大和駅より
・徒歩25分

クリエイティブスクール について

「クリエイティ�スクール」と�、中学校までに�

っている力を��しも��に��で�なかった生徒

を積極的に�け�れ、「社会的実践力」を育成する

学校です。本校�、�成29年��り、クリエイティ

�スクールとしての��を行っています。

学校教育目標

生徒を徹底的にサポートします

教育活動の特徴

�人数�業（15人）

基礎学力の充実を目指します

相鉄  

かるた・箏曲・茶道・吹奏楽・イラスト・美術・

放送・ポピュラーソング・ハンドメイキング・書道・

合唱・星空・パソコン同好会・文芸同好会

�令和３年���実��

放送部 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト神奈川県大会朗読部門 奨励賞

書道部 総合文化祭神奈川県高等学校書道展       特選

〔一人ひとりの進路希望をサポート〕

〇３年間を見通した社会的実践力を育む系統的なキ

ャリア教育を行っています。

〇１年生の早い段階で、職業観や勤労観を育成する

外部と連携したプログラムを実践しています。

〇「進学」にも「就職」にもしっかり対応した進路

指導に向け、スクールキャリアカウンセラーを中

心に個別の進路相談を徹底して行っています。

＜令和４年３月��生の４年制大学�学�＞

麻布大学、桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、

久留米工業大学、国士館大学、駒沢女子大学、相模女子

大学、専修大学、多摩大学、帝京大学、日本経済大学、

文教大学、横浜商科大学

＜令和４年３月卒業生のおもな就職先＞

いすゞ自動車、日研トータルソーシング、東晃電機、日本トー

カンパッケージ、齋藤製罐、陸上自衛隊、ジーユー、マルエツ、

亀屋万年堂、魚喜、新横浜ラーメン博物館、木下の介護、など

スポーツ大会

生徒会最大の行事「東翼
とうよく

祭
さい

」（文化祭）
11月３日 (木・祝) 一般公開

ｖ

クラス対抗で行われる「陸上競技大会」

〇コミュニティ・スクールのしくみを活用して、人

と社会と未来につながる人材を育てます。交通安

全教室や実践的防災教育、地元の事業所と連携し

た社会体験や校内居場所カフェなど、保護者や地

域と協働した学校づくりを行っています。

○ボランティア活動を積極的に行っています。

市内公立保育園､高齢者施設､近隣の特別支援学校､  

などにおいて、多数活動をしています。

○東京理科大学・神奈川大学・桜美林大学・田園調

布学園大学・文教大学・麻布大学・神奈川工科大

学との教育交流を通じ、高校教育及び大学教育の

活性化を図るため、協定を結んでいます。

�動�＞

部活動の様子
バドミントン・陸上競技・書道

学校説明会 （会場：大和東高等学校）

第１回 11月12日（土）

第２回 12月10日（土）

個別相談会 （会場：大和東高等学校）

8月20日（土）10月1日（土）

1月14日（土）

一人ひとりの進路希望をサポート

学校��

地���の��を図ります

�活動

剣道・サッカー・野球・硬式テニス・ソフトテニス・

バドミントン・バスケットボール・卓球・陸上競技・

ダンス・バレーボール

�令和３年���実� �大����

硬式テニス部 神奈川県高等学校テニス大会（シングルス） 本戦出場

卓球部 神奈川県高校総体卓球競技の部（ダブルス）   出場

陸上競技部 神奈川県陸上競技選手権大会     出場

＜�動�＞

＜���＞
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〕
･学���に応じた学�活動に�る�かな学力の育成

･生徒一人ひとりの��る��を�ま�た��な支援

･キャリア教育に�る社会や�者と�わる力の育成

〔生徒をしっかり支援します〕

〇スクールカウンセラーやスクールソーシャル�ー

カーと連携し、一人ひとりが���いて学�に�

り�める��を��ています。

〇日�か�生徒の様子や��を��し、全職�に�

る教育相談・�ーム支援を��的に行っています。

〇�成29年��学生か�1クラス30人�下で�成

しています。

〇��コミュニケーシ�ン�、数学�で�、１クラ

ス15人�下の�人数学�で行います。

〇学校設定科�の��-21で��・中学校の��を

行い、学び�しを行います。

〇��10�間の��書で�をアクティ�にし、教科

横�的に文�を�ん�り書いたりするなど、進路

に��な力を�に�けます。

〇���業中に、��を行ったり、��を�したり、

��んと��で�る��にしています。

所在地：大和市深見1760番地 〒242-0011

電 話：046(264)1515

ＦＡＸ：046(262)3655

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

創 立：昭和56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 231 209 197 637

学 級 数 ６ ６ ６ 18

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 大和
や ま と

東
ひがし

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急線・相鉄線大和駅より
・徒歩25分

クリエイティブスクール について

「クリエイティ�スクール」と�、中学校までに�

っている力を��しも��に��で�なかった生徒

を積極的に�け�れ、「社会的実践力」を育成する

学校です。本校�、�成29年��り、クリエイティ

�スクールとしての��を行っています。

学校教育目標

生徒を徹底的にサポートします

教育活動の特徴

�人数�業（15人）

基礎学力の充実を目指します

相鉄

かるた・箏曲・茶道・吹奏楽・イラスト・美術・

放送・ポピュラーソング・ハンドメイキング・書道・

合唱・星空・パソコン同好会・文芸同好会

�令和３年���実��

放送部 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト神奈川県大会朗読部門 奨励賞

書道部   総合文化祭神奈川県高等学校書道展        特選

〔一人ひとりの進路希望をサポート〕

〇３年間を見通した社会的実践力を育む系統的なキ

ャリア教育を行っています。

〇１年生の早い段階で、職業観や勤労観を育成する

外部と連携したプログラムを実践しています。

〇「進学」にも「就職」にもしっかり対応した進路

指導に向け、スクールキャリアカウンセラーを中

心に個別の進路相談を徹底して行っています。

＜令和４年３月��生の４年制大学�学�＞

麻布大学、桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、

久留米工業大学、国士館大学、駒沢女子大学、相模女子

大学、専修大学、多摩大学、帝京大学、日本経済大学、

文教大学、横浜商科大学

＜令和４年３月卒業生のおもな就職先＞

いすゞ自動車、日研トータルソーシング、東晃電機、日本トー

カンパッケージ、齋藤製罐、陸上自衛隊、ジーユー、マルエツ、

亀屋万年堂、魚喜、新横浜ラーメン博物館、木下の介護、など

  スポーツ大会

生徒会最大の行事「東翼
とうよく

祭
さい

」（文化祭）
11月３日 (木・祝) 一般公開

ｖ

クラス対抗で行われる「陸上競技大会」

〇コミュニティ・スクールのしくみを活用して、人

と社会と未来につながる人材を育てます。交通安

全教室や実践的防災教育、地元の事業所と連携し

た社会体験や校内居場所カフェなど、保護者や地

域と協働した学校づくりを行っています。

○ボランティア活動を積極的に行っています。

市内公立保育園､高齢者施設､近隣の特別支援学校､  

などにおいて、多数活動をしています。

○東京理科大学・神奈川大学・桜美林大学・田園調

布学園大学・文教大学・麻布大学・神奈川工科大

学との教育交流を通じ、高校教育及び大学教育の

活性化を図るため、協定を結んでいます。

�動�＞

部活動の様子
バドミントン・陸上競技・書道

学校説明会 （会場：大和東高等学校）

第１回 11月12日（土）

第２回 12月10日（土）

個別相談会 （会場：大和東高等学校）

   8月20日（土）10月1日（土）

   1月14日（土）

一人ひとりの進路希望をサポート

学校��

地���の��を図ります

�活動

ｖ

剣道・サッカー・野球・硬式テニス・ソフトテニス・

バドミントン・バスケットボール・卓球・陸上競技・

ダンス・バレーボール

�令和３年���実� �大����

硬式テニス部   神奈川県高等学校テニス大会（シングルス） 本戦出場

卓球部   神奈川県高校総体卓球競技の部（ダブルス）   出場

陸上競技部   神奈川県陸上競技選手権大会        出場

＜�動�＞

＜���＞
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〕
･学���に応じた学�活動に�る�かな学力の育成

･生徒一人ひとりの��る��を�ま�た��な支援

･キャリア教育に�る社会や�者と�わる力の育成

〔生徒をしっかり支援します〕

〇スクールカウンセラーやスクールソーシャル�ー

カーと連携し、一人ひとりが���いて学�に�

り�める��を��ています。

〇日�か�生徒の様子や��を��し、全職�に�

る教育相談・�ーム支援を��的に行っています。

〇�成29年��学生か�1クラス30人�下で�成

しています。

〇��コミュニケーシ�ン�、数学�で�、１クラ

ス15人�下の�人数学�で行います。

〇学校設定科�の��-21で��・中学校の��を

行い、学び�しを行います。

〇��10�間の��書で�をアクティ�にし、教科

横�的に文�を�ん�り書いたりするなど、進路

に��な力を�に�けます。

〇���業中に、��を行ったり、��を�したり、

��んと��で�る��にしています。

所在地：大和市深見1760番地 〒242-0011

電 話：046(264)1515

ＦＡＸ：046(262)3655

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

創 立：昭和56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 231 209 197 637 

学 級 数 ６ ６ ６ 18

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

神奈川県立 大和
や ま と

東
ひがし

高等学校

＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急線・相鉄線大和駅より
・徒歩25分

クリエイティブスクール について

「クリエイティ�スクール」と�、中学校までに�

っている力を��しも��に��で�なかった生徒

を積極的に�け�れ、「社会的実践力」を育成する

学校です。本校�、�成29年��り、クリエイティ

�スクールとしての��を行っています。

学校教育目標

生徒を徹底的にサポートします

教育活動の特徴

�人数�業（15人）

基礎学力の充実を目指します

相鉄  

かるた・箏曲・茶道・吹奏楽・イラスト・美術・

放送・ポピュラーソング・ハンドメイキング・書道・

合唱・星空・パソコン同好会・文芸同好会

�令和３年���実��

放送部 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト神奈川県大会朗読部門 奨励賞

書道部 総合文化祭神奈川県高等学校書道展       特選

〔一人ひとりの進路希望をサポート〕

〇３年間を見通した社会的実践力を育む系統的なキ

ャリア教育を行っています。

〇１年生の早い段階で、職業観や勤労観を育成する

外部と連携したプログラムを実践しています。

〇「進学」にも「就職」にもしっかり対応した進路

指導に向け、スクールキャリアカウンセラーを中

心に個別の進路相談を徹底して行っています。

＜令和４年３月��生の４年制大学�学�＞

麻布大学、桜美林大学、神奈川大学、神奈川工科大学、

久留米工業大学、国士館大学、駒沢女子大学、相模女子

大学、専修大学、多摩大学、帝京大学、日本経済大学、

文教大学、横浜商科大学

＜令和４年３月卒業生のおもな就職先＞

いすゞ自動車、日研トータルソーシング、東晃電機、日本トー

カンパッケージ、齋藤製罐、陸上自衛隊、ジーユー、マルエツ、

亀屋万年堂、魚喜、新横浜ラーメン博物館、木下の介護、など

スポーツ大会

生徒会最大の行事「東翼
とうよく

祭
さい

」（文化祭）
11月３日 (木・祝) 一般公開

ｖ

クラス対抗で行われる「陸上競技大会」

〇コミュニティ・スクールのしくみを活用して、人

と社会と未来につながる人材を育てます。交通安

全教室や実践的防災教育、地元の事業所と連携し

た社会体験や校内居場所カフェなど、保護者や地

域と協働した学校づくりを行っています。

○ボランティア活動を積極的に行っています。

市内公立保育園､高齢者施設､近隣の特別支援学校､  

などにおいて、多数活動をしています。

○東京理科大学・神奈川大学・桜美林大学・田園調

布学園大学・文教大学・麻布大学・神奈川工科大

学との教育交流を通じ、高校教育及び大学教育の

活性化を図るため、協定を結んでいます。

�動�＞

部活動の様子
バドミントン・陸上競技・書道

学校説明会 （会場：大和東高等学校）

第１回 11月12日（土）

第２回 12月10日（土）

個別相談会 （会場：大和東高等学校）

8月20日（土）10月1日（土）

1月14日（土）

一人ひとりの進路希望をサポート

学校��

地���の��を図ります

�活動

剣道・サッカー・野球・硬式テニス・ソフトテニス・

バドミントン・バスケットボール・卓球・陸上競技・

ダンス・バレーボール

�令和３年���実� �大����

硬式テニス部 神奈川県高等学校テニス大会（シングルス） 本戦出場

卓球部 神奈川県高校総体卓球競技の部（ダブルス）   出場

陸上競技部 神奈川県陸上競技選手権大会     出場

＜�動�＞

＜���＞
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大和西高校では「国際教育」と「進路実�」を２�の�に学

校�くりを進めています。文部科学�より「Super English

Language High School」（�成18年）、また県教育��

会より「スー�ーハイスクール」（�成19年）、「国際教育

推進校」（�成21年）、「国際教育研究推進校」（�成25

年）、「グローバル教育研究推進校」（�成２８年）に�定さ

��など、����なプログラムにより�実した教育活動を�

開しています。

また「英語」だ�でなく、全ての教科において「自�の�

え・意見を��に理�してもらう力を身に���」を��に、

生徒���とりが進路実�に��た学力を身に��ら��よ

う、��な学習��を行っています。

習���の��数クラス�成（英語）、各生徒の��進路に

応�た��な選�科�の�定、補習・講習によ�サ�ート、教

科���・組��な�業���、��・�本を大�にしながら、

学力の定�を��したさま�まな取組をしており、高学年では

大学入試を意識した応用��にも���に取り組む�とで、生

徒の�かな学力の�上を�っています。

        
    

姉妹校・交流校（海外�校・�間アメリカンハイスクール）

との交流が盛んです。�期・�期の�学生の�入や��により、

い�い�な国の学生と�す��会も�く、学�の�が�がりま

す。また、１年生では全��加のイングリッシュ�キャンプ、

２年生では海外修学旅行が実�さ�、�語活動や�文化体験を

��て国際��を身に��ます。さらに���業中に実�さ�

�サマー・イングリッシュ・キャンプ（��者）、２年次の選

�科�「ハングル」「ドイツ語」「中国語」「スペイン語」、

総合�な�究の�間にお��「国際」に��す�取組によりグ

ローバル��の育成を�っています。

��の生徒に応�たきめ�かな進路��を行っており、進路

ガイダンスや説明会、面�・小�文���の進路��も�実し

ています。����の生徒が�実に力を��ており、�年卒業

生の�とんどが進学しています。定期�に全国模試を�験し、

外部��を活用した実力の見�めと��の��を行う�か、実

用英語技能検定の全��検と２�取�を��としています。

「総合�な�究の�間」で取り組んだ�ークシート�は「キャ

リア��イル」に保�し、生徒自身が��・実行・�り�りを

行い、��す��立てとす��とで、��な取組を��た生徒

の�化を��し、�果�な�ィードバックにより生徒のキャリ

ア意識を高め�取組を�開し、進路実�を��します。

大和西高校 教育活動の特徴

所在地：大和市南林間９丁目５番１号 〒242-0006

電 話：046(276)1155

ＦＡＸ：046(277)0681

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

創 立：昭和61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 278 277 268 823

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
●小田急線南林間駅より座間方面へ徒歩20分
●田園都市線中央林間駅より自転車で15分
●小田急線小田急相模原駅より自転車で20分

国際教育と進路実�

�かな学力の�上

国際教育

進路実�

4月

始業式・入学式・新入生オリエンテーション（１年）・

社会見学（２，３年）・部活動激励会・模擬試験（３

年）・面談月間

5月
中間試験・体育祭・新体力テスト・身体測定・実用英語

技能検定（３年）・模擬試験（１.２年）進路ガイダンス

６月 教育実習・生徒総会

7月
期末試験・三者面談・補習・講習

サマーイングリッシュキャンプ・交流校交流

8月
部活動合宿・学校説明会・補習・講習・姉妹校交流

センター入試説明会

9月 文化祭（萌黄
もえぎ

祭
さい

）・推薦入試説明会

10月

海外修学旅行・１年イングリッシュキャンプ

中間試験・学校説明会・実用英語技能検定（１.２年）

11月 進路ガイダンス・校内成果発表会

12月 期末試験・進路講演会・姉妹校交流

1月 ドリームプロジェクト・姉妹校交流

2月 入学者選抜・模擬試験（１.２年）

3月
卒業式・学年末試験・姉妹校交流・卒業生を囲む会

校内成果発表会

大和西高校には次の各国に姉妹校があります。

大和西高校には次の各国に

近隣小学校での「英語教室」開催などのボランティア活動や

地域の活動に取り組むなど、社会貢献活動への高い意識を持っ

て活動しています。

また、部活動も盛んで、新入生は体験入部をしてから加入で

きます。学校全体の部活動への加入率は約８割で、運動部・文

化部ともに活発に行っています。

運 動 部 文 化 部

・陸上競技

・野球

・サッカー

・卓球

・ハンドボール

・テニス

・バレーボール

・バスケットボール

・バドミントン

・弓道

・ダンス

・ＥＳＳ

・茶華道

・自然科学

・文芸

・吹奏楽

・合唱

・美術

・イラスト

・放送

・軽音楽

・写真

・国際協力（WAO）

・クッキング同好会

・数学研究同好会

大和西高校には、次の各国に姉妹校・交流校があります。

     

アメリカ      ：Frederick Douglass H.S.

ドイツ       ：Peutinger-Gymnasium

ニュージーランド ：Rosehill College

韓国       ：光文高校

オーストラリア  ：Nerang State H.S.

学校行事(予定)

姉妹校交流

東京学芸大学  東京芸術大学 群馬大学  

静岡大学  神奈川県立保健福祉大学    

青山学院大学  学習院大学  神奈川大学  

北里大学  慶応義塾大学  工学院大学

國學院大学  駒澤大学  芝浦工業大学

上智大学  湘南医療大学  昭和薬科大学  

成蹊大学  成城大学  専修大学   

玉川大学  中央大学  津田塾大学

東海大学  東京経済大学  東京都市大学   

東京農業大学  東京理科大学  東京薬科大学

東洋大学  日本大学   法政大学  

武蔵大学  明治大学  明治学院大学  

立教大学  早稲田大学

豊かな心を育成

ホームページでさらに詳しい学校紹介

  大和西高校の公式ホームページでは、学校案内、お知らせ、部

活動紹介、学校行事（英語版もあります）など、本校をよく知っ

てもらうための情報をたくさん紹介しています。是非、ご覧くだ

さい。

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatonishi-h/

台湾修学旅行

アメリカ姉妹校訪問

主な進路先

韓国姉妹校受け入れ

ニュージーランド姉妹校訪問

オーストラリア姉妹校訪問 ドイツ姉妹校訪問

本校の部活動

合格実績（過去３年間）
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大和西高校では「国際教育」と「進路実�」を２�の�に学

校�くりを進めています。文部科学�より「Super English

Language High School」（�成18年）、また県教育��

会より「スー�ーハイスクール」（�成19年）、「国際教育

推進校」（�成21年）、「国際教育研究推進校」（�成25

年）、「グローバル教育研究推進校」（�成２８年）に�定さ

��など、����なプログラムにより�実した教育活動を�

開しています。

また「英語」だ�でなく、全ての教科において「自�の�

え・意見を��に理�してもらう力を身に���」を��に、

生徒���とりが進路実�に��た学力を身に��ら��よ

う、��な学習��を行っています。

習���の��数クラス�成（英語）、各生徒の��進路に

応�た��な選�科�の�定、補習・講習によ�サ�ート、教

科���・組��な�業���、��・�本を大�にしながら、

学力の定�を��したさま�まな取組をしており、高学年では

大学入試を意識した応用��にも���に取り組む�とで、生

徒の�かな学力の�上を�っています。

         
     

姉妹校・交流校（海外�校・�間アメリカンハイスクール）

との交流が盛んです。�期・�期の�学生の�入や��により、

い�い�な国の学生と�す��会も�く、学�の�が�がりま

す。また、１年生では全��加のイングリッシュ�キャンプ、

２年生では海外修学旅行が実�さ�、�語活動や�文化体験を

��て国際��を身に��ます。さらに���業中に実�さ�

�サマー・イングリッシュ・キャンプ（��者）、２年次の選

�科�「ハングル」「ドイツ語」「中国語」「スペイン語」、

総合�な�究の�間にお��「国際」に��す�取組によりグ

ローバル��の育成を�っています。

��の生徒に応�たきめ�かな進路��を行っており、進路

ガイダンスや説明会、面�・小�文���の進路��も�実し

ています。����の生徒が�実に力を��ており、�年卒業

生の�とんどが進学しています。定期�に全国模試を�験し、

外部��を活用した実力の見�めと��の��を行う�か、実

用英語技能検定の全��検と２�取�を��としています。

「総合�な�究の�間」で取り組んだ�ークシート�は「キャ

リア��イル」に保�し、生徒自身が��・実行・�り�りを

行い、��す��立てとす��とで、��な取組を��た生徒

の�化を��し、�果�な�ィードバックにより生徒のキャリ

ア意識を高め�取組を�開し、進路実�を��します。

大和西高校 教育活動の特徴

所在地：大和市南林間９丁目５番１号 〒242-0006

電 話：046(276)1155

ＦＡＸ：046(277)0681

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

創 立：昭和61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 278 277 268 823

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
●小田急線南林間駅より座間方面へ徒歩20分
●田園都市線中央林間駅より自転車で15分
●小田急線小田急相模原駅より自転車で20分

国際教育と進路実�

�かな学力の�上

大和西高校 教育活動の特徴

国際教育と進路実�

国際教育

進路実�

4月

始業式・入学式・新入生オリエンテーション（１年）・

社会見学（２，３年）・部活動激励会・模擬試験（３

年）・面談月間

5月
中間試験・体育祭・新体力テスト・身体測定・実用英語

技能検定（３年）・模擬試験（１.２年）進路ガイダンス

６月 教育実習・生徒総会

7月
期末試験・三者面談・補習・講習

サマーイングリッシュキャンプ・交流校交流

8月
部活動合宿・学校説明会・補習・講習・姉妹校交流

センター入試説明会

9月 文化祭（萌黄
もえぎ

祭
さい

）・推薦入試説明会

10月

海外修学旅行・１年イングリッシュキャンプ

中間試験・学校説明会・実用英語技能検定（１.２年）

11月 進路ガイダンス・校内成果発表会

12月 期末試験・進路講演会・姉妹校交流

1月 ドリームプロジェクト・姉妹校交流

2月 入学者選抜・模擬試験（１.２年）

3月
卒業式・学年末試験・姉妹校交流・卒業生を囲む会

校内成果発表会

大和西高校には次の各国に姉妹校があります。

大和西高校には次の各国に

近隣小学校での「英語教室」開催などのボランティア活動や

地域の活動に取り組むなど、社会貢献活動への高い意識を持っ

て活動しています。

また、部活動も盛んで、新入生は体験入部をしてから加入で

きます。学校全体の部活動への加入率は約８割で、運動部・文

化部ともに活発に行っています。

運 動 部 文 化 部

・陸上競技

・野球

・サッカー

・卓球

・ハンドボール

・テニス

・バレーボール

・バスケットボール

・バドミントン

・弓道

・ダンス

・ＥＳＳ

・茶華道

・自然科学

・文芸

・吹奏楽

・合唱

・美術

・イラスト

・放送

・軽音楽

・写真

・国際協力（WAO）

・クッキング同好会

・数学研究同好会

大和西高校には、次の各国に姉妹校・交流校があります。

     

アメリカ      ：Frederick Douglass H.S.

ドイツ       ：Peutinger-Gymnasium

ニュージーランド ：Rosehill College

韓国       ：光文高校

オーストラリア ：Nerang State H.S.

学校行事(予定)

姉妹校交流

東京学芸大学  東京芸術大学 群馬大学

静岡大学 神奈川県立保健福祉大学   

青山学院大学 学習院大学  神奈川大学

北里大学  慶応義塾大学 工学院大学

國學院大学 駒澤大学  芝浦工業大学

上智大学 湘南医療大学 昭和薬科大学  

成蹊大学 成城大学  専修大学

玉川大学  中央大学 津田塾大学

東海大学 東京経済大学  東京都市大学

東京農業大学 東京理科大学  東京薬科大学

東洋大学 日本大学 法政大学  

武蔵大学  明治大学 明治学院大学

立教大学 早稲田大学

豊かな心を育成

ホームページでさらに詳しい学校紹介

大和西高校の公式ホームページでは、学校案内、お知らせ、部

活動紹介、学校行事（英語版もあります）など、本校をよく知っ

てもらうための情報をたくさん紹介しています。是非、ご覧くだ

さい。

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatonishi-h/

台湾修学旅行

アメリカ姉妹校訪問

主な進路先

韓国姉妹校受け入れ

ニュージーランド姉妹校訪問

オーストラリア姉妹校訪問 ドイツ姉妹校訪問

本校の部活動

合格実績（過去３年間）
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大和西高校では「国際教育」と「進路実�」を２�の�に学

校�くりを進めています。文部科学�より「Super English

Language High School」（�成18年）、また県教育��

会より「スー�ーハイスクール」（�成19年）、「国際教育

推進校」（�成21年）、「国際教育研究推進校」（�成25

年）、「グローバル教育研究推進校」（�成２８年）に�定さ

��など、����なプログラムにより�実した教育活動を�

開しています。

また「英語」だ�でなく、全ての教科において「自�の�

え・意見を��に理�してもらう力を身に���」を��に、

生徒���とりが進路実�に��た学力を身に��ら��よ

う、��な学習��を行っています。

習���の��数クラス�成（英語）、各生徒の��進路に

応�た��な選�科�の�定、補習・講習によ�サ�ート、教

科���・組��な�業���、��・�本を大�にしながら、

学力の定�を��したさま�まな取組をしており、高学年では

大学入試を意識した応用��にも���に取り組む�とで、生

徒の�かな学力の�上を�っています。

        
    

姉妹校・交流校（海外�校・�間アメリカンハイスクール）

との交流が盛んです。�期・�期の�学生の�入や��により、

い�い�な国の学生と�す��会も�く、学�の�が�がりま

す。また、１年生では全��加のイングリッシュ�キャンプ、

２年生では海外修学旅行が実�さ�、�語活動や�文化体験を

��て国際��を身に��ます。さらに���業中に実�さ�

�サマー・イングリッシュ・キャンプ（��者）、２年次の選

�科�「ハングル」「ドイツ語」「中国語」「スペイン語」、

総合�な�究の�間にお��「国際」に��す�取組によりグ

ローバル��の育成を�っています。

��の生徒に応�たきめ�かな進路��を行っており、進路

ガイダンスや説明会、面�・小�文���の進路��も�実し

ています。����の生徒が�実に力を��ており、�年卒業

生の�とんどが進学しています。定期�に全国模試を�験し、

外部��を活用した実力の見�めと��の��を行う�か、実

用英語技能検定の全��検と２�取�を��としています。

「総合�な�究の�間」で取り組んだ�ークシート�は「キャ

リア��イル」に保�し、生徒自身が��・実行・�り�りを

行い、��す��立てとす��とで、��な取組を��た生徒

の�化を��し、�果�な�ィードバックにより生徒のキャリ

ア意識を高め�取組を�開し、進路実�を��します。

大和西高校 教育活動の特徴

所在地：大和市南林間９丁目５番１号 〒242-0006

電 話：046(276)1155

ＦＡＸ：046(277)0681

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

創 立：昭和61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 278 277 268 823

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
●小田急線南林間駅より座間方面へ徒歩20分
●田園都市線中央林間駅より自転車で15分
●小田急線小田急相模原駅より自転車で20分

国際教育と進路実�

�かな学力の�上

国際教育

進路実�

4月

始業式・入学式・新入生オリエンテーション（１年）・

社会見学（２，３年）・部活動激励会・模擬試験（３

年）・面談月間

5月
中間試験・体育祭・新体力テスト・身体測定・実用英語

技能検定（３年）・模擬試験（１.２年）進路ガイダンス

６月 教育実習・生徒総会

7月
期末試験・三者面談・補習・講習

サマーイングリッシュキャンプ・交流校交流

8月
部活動合宿・学校説明会・補習・講習・姉妹校交流

センター入試説明会

9月 文化祭（萌黄
もえぎ

祭
さい

）・推薦入試説明会

10月

海外修学旅行・１年イングリッシュキャンプ

中間試験・学校説明会・実用英語技能検定（１.２年）

11月 進路ガイダンス・校内成果発表会

12月 期末試験・進路講演会・姉妹校交流

1月 ドリームプロジェクト・姉妹校交流

2月 入学者選抜・模擬試験（１.２年）

3月
卒業式・学年末試験・姉妹校交流・卒業生を囲む会

校内成果発表会

大和西高校には次の各国に姉妹校があります。

大和西高校には次の各国に

近隣小学校での「英語教室」開催などのボランティア活動や

地域の活動に取り組むなど、社会貢献活動への高い意識を持っ

て活動しています。

また、部活動も盛んで、新入生は体験入部をしてから加入で

きます。学校全体の部活動への加入率は約８割で、運動部・文

化部ともに活発に行っています。

運 動 部 文 化 部

・陸上競技

・野球

・サッカー

・卓球

・ハンドボール

・テニス

・バレーボール

・バスケットボール

・バドミントン

・弓道

・ダンス

・ＥＳＳ

・茶華道

・自然科学

・文芸

・吹奏楽

・合唱

・美術

・イラスト

・放送

・軽音楽

・写真

・国際協力（WAO）

・クッキング同好会

・数学研究同好会

大和西高校には、次の各国に姉妹校・交流校があります。

     

アメリカ      ：Frederick Douglass H.S.

ドイツ       ：Peutinger-Gymnasium

ニュージーランド ：Rosehill College

韓国       ：光文高校

オーストラリア  ：Nerang State H.S.

学校行事(予定)

姉妹校交流

東京学芸大学  東京芸術大学 群馬大学  

静岡大学  神奈川県立保健福祉大学    

青山学院大学  学習院大学  神奈川大学  

北里大学  慶応義塾大学  工学院大学

國學院大学  駒澤大学  芝浦工業大学

上智大学  湘南医療大学  昭和薬科大学  

成蹊大学  成城大学  専修大学   

玉川大学  中央大学  津田塾大学

東海大学  東京経済大学  東京都市大学   

東京農業大学  東京理科大学  東京薬科大学

東洋大学  日本大学   法政大学  

武蔵大学  明治大学  明治学院大学  

立教大学  早稲田大学

豊かな心を育成

ホームページでさらに詳しい学校紹介

  大和西高校の公式ホームページでは、学校案内、お知らせ、部

活動紹介、学校行事（英語版もあります）など、本校をよく知っ

てもらうための情報をたくさん紹介しています。是非、ご覧くだ

さい。

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatonishi-h/

台湾修学旅行

アメリカ姉妹校訪問

主な進路先

韓国姉妹校受け入れ

ニュージーランド姉妹校訪問

オーストラリア姉妹校訪問 ドイツ姉妹校訪問

本校の部活動

合格実績（過去３年間）
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大
和
市

大和西高校では「国際教育」と「進路実�」を２�の�に学

校�くりを進めています。文部科学�より「Super English

Language High School」（�成18年）、また県教育��

会より「スー�ーハイスクール」（�成19年）、「国際教育

推進校」（�成21年）、「国際教育研究推進校」（�成25

年）、「グローバル教育研究推進校」（�成２８年）に�定さ

��など、����なプログラムにより�実した教育活動を�

開しています。

また「英語」だ�でなく、全ての教科において「自�の�

え・意見を��に理�してもらう力を身に���」を��に、

生徒���とりが進路実�に��た学力を身に��ら��よ

う、��な学習��を行っています。

習���の��数クラス�成（英語）、各生徒の��進路に

応�た��な選�科�の�定、補習・講習によ�サ�ート、教

科���・組��な�業���、��・�本を大�にしながら、

学力の定�を��したさま�まな取組をしており、高学年では

大学入試を意識した応用��にも���に取り組む�とで、生

徒の�かな学力の�上を�っています。

         
     

姉妹校・交流校（海外�校・�間アメリカンハイスクール）

との交流が盛んです。�期・�期の�学生の�入や��により、

い�い�な国の学生と�す��会も�く、学�の�が�がりま

す。また、１年生では全��加のイングリッシュ�キャンプ、

２年生では海外修学旅行が実�さ�、�語活動や�文化体験を

��て国際��を身に��ます。さらに���業中に実�さ�

�サマー・イングリッシュ・キャンプ（��者）、２年次の選

�科�「ハングル」「ドイツ語」「中国語」「スペイン語」、

総合�な�究の�間にお��「国際」に��す�取組によりグ

ローバル��の育成を�っています。

��の生徒に応�たきめ�かな進路��を行っており、進路

ガイダンスや説明会、面�・小�文���の進路��も�実し

ています。����の生徒が�実に力を��ており、�年卒業

生の�とんどが進学しています。定期�に全国模試を�験し、

外部��を活用した実力の見�めと��の��を行う�か、実

用英語技能検定の全��検と２�取�を��としています。

「総合�な�究の�間」で取り組んだ�ークシート�は「キャ

リア��イル」に保�し、生徒自身が��・実行・�り�りを

行い、��す��立てとす��とで、��な取組を��た生徒

の�化を��し、�果�な�ィードバックにより生徒のキャリ

ア意識を高め�取組を�開し、進路実�を��します。

大和西高校 教育活動の特徴

所在地：大和市南林間９丁目５番１号 〒242-0006

電 話：046(276)1155

ＦＡＸ：046(277)0681

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

創 立：昭和61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 278 277 268 823

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
●小田急線南林間駅より座間方面へ徒歩20分
●田園都市線中央林間駅より自転車で15分
●小田急線小田急相模原駅より自転車で20分

国際教育と進路実�

�かな学力の�上

国際教育

進路実�

4月

始業式・入学式・新入生オリエンテーション（１年）・

社会見学（２，３年）・部活動激励会・模擬試験（３

年）・面談月間

5月
中間試験・体育祭・新体力テスト・身体測定・実用英語

技能検定（３年）・模擬試験（１.２年）進路ガイダンス

６月 教育実習・生徒総会

7月
期末試験・三者面談・補習・講習

サマーイングリッシュキャンプ・交流校交流

8月
部活動合宿・学校説明会・補習・講習・姉妹校交流

センター入試説明会

9月 文化祭（萌黄
もえぎ

祭
さい

）・推薦入試説明会

10月

海外修学旅行・１年イングリッシュキャンプ

中間試験・学校説明会・実用英語技能検定（１.２年）

11月 進路ガイダンス・校内成果発表会

12月 期末試験・進路講演会・姉妹校交流

1月 ドリームプロジェクト・姉妹校交流

2月 入学者選抜・模擬試験（１.２年）

3月
卒業式・学年末試験・姉妹校交流・卒業生を囲む会

校内成果発表会

大和西高校には次の各国に姉妹校があります。

大和西高校には次の各国に

近隣小学校での「英語教室」開催などのボランティア活動や

地域の活動に取り組むなど、社会貢献活動への高い意識を持っ

て活動しています。

また、部活動も盛んで、新入生は体験入部をしてから加入で

きます。学校全体の部活動への加入率は約８割で、運動部・文

化部ともに活発に行っています。

運 動 部 文 化 部

・陸上競技

・野球

・サッカー

・卓球

・ハンドボール

・テニス

・バレーボール

・バスケットボール

・バドミントン

・弓道

・ダンス

・ＥＳＳ

・茶華道

・自然科学

・文芸

・吹奏楽

・合唱

・美術

・イラスト

・放送

・軽音楽

・写真

・国際協力（WAO）

・クッキング同好会

・数学研究同好会

大和西高校には、次の各国に姉妹校・交流校があります。

     

アメリカ      ：Frederick Douglass H.S.

ドイツ       ：Peutinger-Gymnasium

ニュージーランド ：Rosehill College

韓国       ：光文高校

オーストラリア ：Nerang State H.S.

学校行事(予定)

姉妹校交流

東京学芸大学  東京芸術大学 群馬大学

静岡大学 神奈川県立保健福祉大学   

青山学院大学 学習院大学  神奈川大学

北里大学  慶応義塾大学 工学院大学

國學院大学 駒澤大学  芝浦工業大学

上智大学 湘南医療大学 昭和薬科大学  

成蹊大学 成城大学  専修大学

玉川大学  中央大学 津田塾大学

東海大学 東京経済大学  東京都市大学

東京農業大学 東京理科大学  東京薬科大学

東洋大学 日本大学 法政大学  

武蔵大学  明治大学 明治学院大学

立教大学 早稲田大学

豊かな心を育成

ホームページでさらに詳しい学校紹介

大和西高校の公式ホームページでは、学校案内、お知らせ、部

活動紹介、学校行事（英語版もあります）など、本校をよく知っ

てもらうための情報をたくさん紹介しています。是非、ご覧くだ

さい。

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatonishi-h/

台湾修学旅行

アメリカ姉妹校訪問

主な進路先

韓国姉妹校受け入れ

ニュージーランド姉妹校訪問

オーストラリア姉妹校訪問 ドイツ姉妹校訪問

本校の部活動

合格実績（過去３年間）
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歴 史

本校は、地域の方々の熱意により昭和３年「私立伊勢
原実科女学校」として創立されました。昭和24年に県
に移管され「県立伊勢原高等学校」となり、平成30年
に創立90周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。

校 訓    自立 ・ 友愛

教育目標

1 無限の可能性をもって自己の将来を自らの手で積
極的に開発する気概をもたせる。

2 深い知性と、豊かな教養、高潔な志操をもつ心身
ともに健全な人格の完成をめざす。

3 理解と愛情とに根ざす、つよい連帯感をもって、
平和な民主社会に貢献できる資質を育成する。

育みたい生徒像

 1 社会性、公共性のある生徒
2 表現力豊かなコミュニケーション能力の高い生徒
3 社会で必要とされる人材

教育活動の特徴

日々の授業を重視した学力の充実

〇主体的・対話的で深い学びの実践を図り、授業改善

を進め、「生きる力」を育みます。

○校内無線LAN設備とタブレットＰＣ、TVモニター

等のＩＣＴ機器を活用した授業を展開しています。

○学力向上の取組として、定期試験で一定の目標に到

達することを目指した「再学習指導」を実施します。

上級学校への進学希望に応えるきめ細かな進路指導

○キャリア教育を推進し、「仲間づくり」「自分づく

り」の活動を通じて「生きる力」を培います。イン

ターンシップや上級学校訪問等を実施し、進路や将

来の自分を考える機会としています。

〇WEB 学習アプリを導入し、学び直しから進学に向け

た発展的な学習まで学習できる環境を整えています。

通学の電車や昼休み等の“スキマ時間”を活用し、

所在地：伊勢原市田中1008番地３号 〒259-1142

電 話：0463(95)2578

ＦＡＸ：0463(96)2558

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

創 立：昭和３年５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 259 251 259 769

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
●小田急線伊勢原駅(北口)より
・徒歩14分
・神奈中バス（10,12,13,20,22,23,31,34 系統）「大
山ケーブル」行など「片町十字路」下車徒歩３分

神奈川県立 伊勢原
い せ は ら

高等学校 
部活動に所属する生徒も成果を上げています。

共生教育の実現を目指します

○Ｄ&Ｉコンセプト（ダイバシティ：多様性とインク

ルージョン：包括性）のもと、「ともに今を生きる、

ともに未来を創る」をスローガンに、外国籍の生徒

や障がいを持つ生徒との共生教育を目指します。

地域から応援される学校づくり

○授業の一環で、１年生全員で大山登山（徒歩で大山

ケーブル駅から大山阿夫利神社下社まで往復）をし

ます。事前学習等で伊勢原の歴史と文化を学びます。

○地域の福祉施設や特別支援

学校、地域行事等でのボラ

ンティア活動や地元企業で

のインターンシップを通し

て、生徒の社会性や地域へ

貢献する心を育みます。

落ちついた学習環境の重視と教育相談の充実

○身だしなみ指導を重視しています。危険防止の意識

啓発として、薬物乱用防止講話、交通安全講話、携

帯電話教室等を実施しています。

○毎週、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーが来校し、生徒、保護者からの相談に対応

しています。

教育課程

〇２年生では文系・理系に、3年生では文系・文理系

・理系に分かれて学習し、生徒一人ひとりの進路希

望に合わせて学習できよう工夫しています。

○各学科に共通する科目の他、ファッション造形基礎

（家庭科）や演奏研究（音楽科）、素描（美術科）、

スポーツⅡ（保健体育科）などの専門科目を選択科

目として設置する予定です。

（希望人数によっては開講されない場合があります）

進路状況  （令和３年度卒業生）

年々、四年制大学を希望する生徒が増える一方で、福

祉・看護・保育など専門的な職種を希望する生徒も多く

います。進路希望調査、進路相談、各大学・専門学校等

の進路ガイダンスなど、年間を通じて様々なキャリア支

援を行い、生徒それぞれの進路希望の実現をめざしてい

ます。

＜令和３年度卒業生進路状況＞（R４.４.1現在）

大  学 短期大学 専門学校等 就 職 その他

128名 26名 95名 ７名 17名

【四年制大学】桜美林大学・神奈川大学・神奈川工科

大学・鎌倉女子大学・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・女子美術

大学・専修大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京工

芸大学・東洋学園大学・日本文化大学・文教大学・

法政大学・明星大学・立教大学・横浜薬科大学など

【短期大学】上智大学短期大学部・湘北短期大学など

【専門学校】厚木看護専門学校・大原簿記医療秘書公

務員専門学校・茅ケ崎看護専門学校・茅ヶ崎リハビ

リテーション専門学校・県立平塚看護大学校など

学校行事

本校最大の行事は、明 鏡
めいきょう

祭
さい

体育祭部門と明鏡祭文

化祭部門です。

明鏡祭は生徒たちが自主的に企画運営しています。特

に文化祭部門では、各クラスが工夫を凝らした発表や模

擬店などで全校一体となって盛り上げます。

また、２・３学期末に実施されるスポーツ大会も楽し

い行事です。さらに、１年生を対象とした「大山ウォー

ク」では大山登山をし、郷土理解と探究学習の充実に努

めています。

部 活 動

現在、運動部16部、文化部９部、同好会１つが活動

しています。令和３年度はライフル射撃部が全国大会に、

女子バレーボール部・弓道部が関東大会に出場していま

す。他の運動部も上位大会を目指して精力的に活動して

います。同様に文化部も発表会などを目標に意欲的に努

力しています。

伊勢原高校について

もっと知りたい皆さんへ！
学校説明会や部活動体験、オープンスクールを予定してい

ます。ぜひお越しください。感染防止のためすべて申込制と

します。また、感染状況等により、変更する場合があります。

必ずＨＰで最新情報をご確認ください。

■学校説明会：８月６日（土）、12月３日（土）

■部活動体験：８月22日（月）、23日（火）

■オープンスクール：11月19日（土）※授業見学と学校説明会

皆さんの来校をお待ちしています。

地域貢献活動（通学路清掃）
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歴 史

本校は、地域の方々の熱意により昭和３年「私立伊勢
原実科女学校」として創立されました。昭和24年に県
に移管され「県立伊勢原高等学校」となり、平成30年
に創立90周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。

校 訓 自立 ・ 友愛

教育目標

1 無限の可能性をもって自己の将来を自らの手で積
極的に開発する気概をもたせる。

2 深い知性と、豊かな教養、高潔な志操をもつ心身
ともに健全な人格の完成をめざす。

3 理解と愛情とに根ざす、つよい連帯感をもって、
平和な民主社会に貢献できる資質を育成する。

育みたい生徒像

1 社会性、公共性のある生徒
2 表現力豊かなコミュニケーション能力の高い生徒
3 社会で必要とされる人材

教育活動の特徴

日々の授業を重視した学力の充実

〇主体的・対話的で深い学びの実践を図り、授業改善

を進め、「生きる力」を育みます。

○校内無線LAN設備とタブレットＰＣ、TVモニター

等のＩＣＴ機器を活用した授業を展開しています。

○学力向上の取組として、定期試験で一定の目標に到

達することを目指した「再学習指導」を実施します。

上級学校への進学希望に応えるきめ細かな進路指導

○キャリア教育を推進し、「仲間づくり」「自分づく

り」の活動を通じて「生きる力」を培います。イン

ターンシップや上級学校訪問等を実施し、進路や将

来の自分を考える機会としています。

〇WEB 学習アプリを導入し、学び直しから進学に向け

た発展的な学習まで学習できる環境を整えています。

通学の電車や昼休み等の“スキマ時間”を活用し、

所在地：伊勢原市田中1008番地３号 〒259-1142

電 話：0463(95)2578

ＦＡＸ：0463(96)2558

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

創 立：昭和３年５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 259 251 259 769

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
●小田急線伊勢原駅(北口)より
・徒歩14分
・神奈中バス（10,12,13,20,22,23,31,34 系統）「大
山ケーブル」行など「片町十字路」下車徒歩３分

神奈川県立 伊勢原
い せ は ら

高等学校
部活動に所属する生徒も成果を上げています。

共生教育の実現を目指します

○Ｄ&Ｉコンセプト（ダイバシティ：多様性とインク

ルージョン：包括性）のもと、「ともに今を生きる、

ともに未来を創る」をスローガンに、外国籍の生徒

や障がいを持つ生徒との共生教育を目指します。

地域から応援される学校づくり

○授業の一環で、１年生全員で大山登山（徒歩で大山

ケーブル駅から大山阿夫利神社下社まで往復）をし

ます。事前学習等で伊勢原の歴史と文化を学びます。

○地域の福祉施設や特別支援

学校、地域行事等でのボラ

ンティア活動や地元企業で

のインターンシップを通し

て、生徒の社会性や地域へ

貢献する心を育みます。

落ちついた学習環境の重視と教育相談の充実

○身だしなみ指導を重視しています。危険防止の意識

啓発として、薬物乱用防止講話、交通安全講話、携

帯電話教室等を実施しています。

○毎週、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーが来校し、生徒、保護者からの相談に対応

しています。

教育課程

〇２年生では文系・理系に、3年生では文系・文理系

・理系に分かれて学習し、生徒一人ひとりの進路希

望に合わせて学習できよう工夫しています。

○各学科に共通する科目の他、ファッション造形基礎

（家庭科）や演奏研究（音楽科）、素描（美術科）、

スポーツⅡ（保健体育科）などの専門科目を選択科

目として設置する予定です。

（希望人数によっては開講されない場合があります）

進路状況  （令和３年度卒業生）

年々、四年制大学を希望する生徒が増える一方で、福

祉・看護・保育など専門的な職種を希望する生徒も多く

います。進路希望調査、進路相談、各大学・専門学校等

の進路ガイダンスなど、年間を通じて様々なキャリア支

援を行い、生徒それぞれの進路希望の実現をめざしてい

ます。

＜令和３年度卒業生進路状況＞（R４.４.1現在）

大  学 短期大学 専門学校等 就 職 その他

128名 26名 95名 ７名 17名

【四年制大学】桜美林大学・神奈川大学・神奈川工科

大学・鎌倉女子大学・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・女子美術

大学・専修大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京工

芸大学・東洋学園大学・日本文化大学・文教大学・

法政大学・明星大学・立教大学・横浜薬科大学など

【短期大学】上智大学短期大学部・湘北短期大学など

【専門学校】厚木看護専門学校・大原簿記医療秘書公

務員専門学校・茅ケ崎看護専門学校・茅ヶ崎リハビ

リテーション専門学校・県立平塚看護大学校など

学校行事

本校最大の行事は、明 鏡
めいきょう

祭
さい

体育祭部門と明鏡祭文

化祭部門です。

明鏡祭は生徒たちが自主的に企画運営しています。特

に文化祭部門では、各クラスが工夫を凝らした発表や模

擬店などで全校一体となって盛り上げます。

また、２・３学期末に実施されるスポーツ大会も楽し

い行事です。さらに、１年生を対象とした「大山ウォー

ク」では大山登山をし、郷土理解と探究学習の充実に努

めています。

部 活 動  

  現在、運動部16部、文化部９部、同好会１つが活動

しています。令和３年度はライフル射撃部が全国大会に、

女子バレーボール部・弓道部が関東大会に出場していま

す。他の運動部も上位大会を目指して精力的に活動して

います。同様に文化部も発表会などを目標に意欲的に努

力しています。

伊勢原高校について

もっと知りたい皆さんへ！
学校説明会や部活動体験、オープンスクールを予定してい

ます。ぜひお越しください。感染防止のためすべて申込制と

します。また、感染状況等により、変更する場合があります。

必ずＨＰで最新情報をご確認ください。

■学校説明会：８月６日（土）、12月３日（土）

■部活動体験：８月22日（月）、23日（火）

■オープンスクール：11月19日（土）※授業見学と学校説明会

皆さんの来校をお待ちしています。

地域貢献活動（通学路清掃）
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本校は、地域の方々の熱意により昭和３年「私立伊勢
原実科女学校」として創立されました。昭和24年に県
に移管され「県立伊勢原高等学校」となり、平成30年
に創立90周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。

校 訓    自立 ・ 友愛

教育目標

1 無限の可能性をもって自己の将来を自らの手で積
極的に開発する気概をもたせる。

2 深い知性と、豊かな教養、高潔な志操をもつ心身
ともに健全な人格の完成をめざす。

3 理解と愛情とに根ざす、つよい連帯感をもって、
平和な民主社会に貢献できる資質を育成する。

育みたい生徒像

 1 社会性、公共性のある生徒
2 表現力豊かなコミュニケーション能力の高い生徒
3 社会で必要とされる人材

教育活動の特徴

日々の授業を重視した学力の充実

〇主体的・対話的で深い学びの実践を図り、授業改善

を進め、「生きる力」を育みます。

○校内無線LAN設備とタブレットＰＣ、TVモニター

等のＩＣＴ機器を活用した授業を展開しています。

○学力向上の取組として、定期試験で一定の目標に到

達することを目指した「再学習指導」を実施します。

上級学校への進学希望に応えるきめ細かな進路指導

○キャリア教育を推進し、「仲間づくり」「自分づく

り」の活動を通じて「生きる力」を培います。イン

ターンシップや上級学校訪問等を実施し、進路や将

来の自分を考える機会としています。

〇WEB 学習アプリを導入し、学び直しから進学に向け

た発展的な学習まで学習できる環境を整えています。

通学の電車や昼休み等の“スキマ時間”を活用し、

所在地：伊勢原市田中1008番地３号 〒259-1142

電 話：0463(95)2578

ＦＡＸ：0463(96)2558

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

創 立：昭和３年５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 259 251 259 769

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
●小田急線伊勢原駅(北口)より
・徒歩14分
・神奈中バス（10,12,13,20,22,23,31,34 系統）「大
山ケーブル」行など「片町十字路」下車徒歩３分

神奈川県立 伊勢原
い せ は ら

高等学校 
部活動に所属する生徒も成果を上げています。

共生教育の実現を目指します

○Ｄ&Ｉコンセプト（ダイバシティ：多様性とインク

ルージョン：包括性）のもと、「ともに今を生きる、

ともに未来を創る」をスローガンに、外国籍の生徒

や障がいを持つ生徒との共生教育を目指します。

地域から応援される学校づくり

○授業の一環で、１年生全員で大山登山（徒歩で大山

ケーブル駅から大山阿夫利神社下社まで往復）をし

ます。事前学習等で伊勢原の歴史と文化を学びます。

○地域の福祉施設や特別支援

学校、地域行事等でのボラ

ンティア活動や地元企業で

のインターンシップを通し

て、生徒の社会性や地域へ

貢献する心を育みます。

落ちついた学習環境の重視と教育相談の充実

○身だしなみ指導を重視しています。危険防止の意識

啓発として、薬物乱用防止講話、交通安全講話、携

帯電話教室等を実施しています。

○毎週、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーが来校し、生徒、保護者からの相談に対応

しています。

教育課程

〇２年生では文系・理系に、3年生では文系・文理系

・理系に分かれて学習し、生徒一人ひとりの進路希

望に合わせて学習できよう工夫しています。

○各学科に共通する科目の他、ファッション造形基礎

（家庭科）や演奏研究（音楽科）、素描（美術科）、

スポーツⅡ（保健体育科）などの専門科目を選択科

目として設置する予定です。

（希望人数によっては開講されない場合があります）

進路状況  （令和３年度卒業生）

年々、四年制大学を希望する生徒が増える一方で、福

祉・看護・保育など専門的な職種を希望する生徒も多く

います。進路希望調査、進路相談、各大学・専門学校等

の進路ガイダンスなど、年間を通じて様々なキャリア支

援を行い、生徒それぞれの進路希望の実現をめざしてい

ます。

＜令和３年度卒業生進路状況＞（R４.４.1現在）

大  学 短期大学 専門学校等 就 職 その他

128名 26名 95名 ７名 17名

【四年制大学】桜美林大学・神奈川大学・神奈川工科

大学・鎌倉女子大学・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・女子美術

大学・専修大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京工

芸大学・東洋学園大学・日本文化大学・文教大学・

法政大学・明星大学・立教大学・横浜薬科大学など

【短期大学】上智大学短期大学部・湘北短期大学など

【専門学校】厚木看護専門学校・大原簿記医療秘書公

務員専門学校・茅ケ崎看護専門学校・茅ヶ崎リハビ

リテーション専門学校・県立平塚看護大学校など

学校行事

本校最大の行事は、明 鏡
めいきょう

祭
さい

体育祭部門と明鏡祭文

化祭部門です。

明鏡祭は生徒たちが自主的に企画運営しています。特

に文化祭部門では、各クラスが工夫を凝らした発表や模

擬店などで全校一体となって盛り上げます。

また、２・３学期末に実施されるスポーツ大会も楽し

い行事です。さらに、１年生を対象とした「大山ウォー

ク」では大山登山をし、郷土理解と探究学習の充実に努

めています。

部 活 動

現在、運動部16部、文化部９部、同好会１つが活動

しています。令和３年度はライフル射撃部が全国大会に、

女子バレーボール部・弓道部が関東大会に出場していま

す。他の運動部も上位大会を目指して精力的に活動して

います。同様に文化部も発表会などを目標に意欲的に努

力しています。

伊勢原高校について

もっと知りたい皆さんへ！
学校説明会や部活動体験、オープンスクールを予定してい

ます。ぜひお越しください。感染防止のためすべて申込制と

します。また、感染状況等により、変更する場合があります。

必ずＨＰで最新情報をご確認ください。

■学校説明会：８月６日（土）、12月３日（土）

■部活動体験：８月22日（月）、23日（火）

■オープンスクール：11月19日（土）※授業見学と学校説明会

皆さんの来校をお待ちしています。
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本校は、地域の方々の熱意により昭和３年「私立伊勢
原実科女学校」として創立されました。昭和24年に県
に移管され「県立伊勢原高等学校」となり、平成30年
に創立90周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。

校 訓 自立 ・ 友愛

教育目標

1 無限の可能性をもって自己の将来を自らの手で積
極的に開発する気概をもたせる。

2 深い知性と、豊かな教養、高潔な志操をもつ心身
ともに健全な人格の完成をめざす。

3 理解と愛情とに根ざす、つよい連帯感をもって、
平和な民主社会に貢献できる資質を育成する。

育みたい生徒像

1 社会性、公共性のある生徒
2 表現力豊かなコミュニケーション能力の高い生徒
3 社会で必要とされる人材

教育活動の特徴

日々の授業を重視した学力の充実

〇主体的・対話的で深い学びの実践を図り、授業改善

を進め、「生きる力」を育みます。

○校内無線LAN設備とタブレットＰＣ、TVモニター

等のＩＣＴ機器を活用した授業を展開しています。

○学力向上の取組として、定期試験で一定の目標に到

達することを目指した「再学習指導」を実施します。

上級学校への進学希望に応えるきめ細かな進路指導

○キャリア教育を推進し、「仲間づくり」「自分づく

り」の活動を通じて「生きる力」を培います。イン

ターンシップや上級学校訪問等を実施し、進路や将

来の自分を考える機会としています。

〇WEB 学習アプリを導入し、学び直しから進学に向け

た発展的な学習まで学習できる環境を整えています。

通学の電車や昼休み等の“スキマ時間”を活用し、

所在地：伊勢原市田中1008番地３号 〒259-1142

電 話：0463(95)2578

ＦＡＸ：0463(96)2558

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

創 立：昭和３年５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 259 251 259 769

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
●小田急線伊勢原駅(北口)より
・徒歩14分
・神奈中バス（10,12,13,20,22,23,31,34 系統）「大
山ケーブル」行など「片町十字路」下車徒歩３分

神奈川県立 伊勢原
い せ は ら

高等学校
部活動に所属する生徒も成果を上げています。

共生教育の実現を目指します

○Ｄ&Ｉコンセプト（ダイバシティ：多様性とインク

ルージョン：包括性）のもと、「ともに今を生きる、

ともに未来を創る」をスローガンに、外国籍の生徒

や障がいを持つ生徒との共生教育を目指します。

地域から応援される学校づくり

○授業の一環で、１年生全員で大山登山（徒歩で大山

ケーブル駅から大山阿夫利神社下社まで往復）をし

ます。事前学習等で伊勢原の歴史と文化を学びます。

○地域の福祉施設や特別支援

学校、地域行事等でのボラ

ンティア活動や地元企業で

のインターンシップを通し

て、生徒の社会性や地域へ

貢献する心を育みます。

落ちついた学習環境の重視と教育相談の充実

○身だしなみ指導を重視しています。危険防止の意識

啓発として、薬物乱用防止講話、交通安全講話、携

帯電話教室等を実施しています。

○毎週、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーが来校し、生徒、保護者からの相談に対応

しています。

教育課程

〇２年生では文系・理系に、3年生では文系・文理系

・理系に分かれて学習し、生徒一人ひとりの進路希

望に合わせて学習できよう工夫しています。

○各学科に共通する科目の他、ファッション造形基礎

（家庭科）や演奏研究（音楽科）、素描（美術科）、

スポーツⅡ（保健体育科）などの専門科目を選択科

目として設置する予定です。

（希望人数によっては開講されない場合があります）

進路状況  （令和３年度卒業生）

年々、四年制大学を希望する生徒が増える一方で、福

祉・看護・保育など専門的な職種を希望する生徒も多く

います。進路希望調査、進路相談、各大学・専門学校等

の進路ガイダンスなど、年間を通じて様々なキャリア支

援を行い、生徒それぞれの進路希望の実現をめざしてい

ます。

＜令和３年度卒業生進路状況＞（R４.４.1現在）

大  学 短期大学 専門学校等 就 職 その他

128名 26名 95名 ７名 17名

【四年制大学】桜美林大学・神奈川大学・神奈川工科

大学・鎌倉女子大学・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・女子美術

大学・専修大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京工

芸大学・東洋学園大学・日本文化大学・文教大学・

法政大学・明星大学・立教大学・横浜薬科大学など

【短期大学】上智大学短期大学部・湘北短期大学など

【専門学校】厚木看護専門学校・大原簿記医療秘書公

務員専門学校・茅ケ崎看護専門学校・茅ヶ崎リハビ

リテーション専門学校・県立平塚看護大学校など

学校行事

本校最大の行事は、明 鏡
めいきょう

祭
さい

体育祭部門と明鏡祭文

化祭部門です。

明鏡祭は生徒たちが自主的に企画運営しています。特

に文化祭部門では、各クラスが工夫を凝らした発表や模

擬店などで全校一体となって盛り上げます。

また、２・３学期末に実施されるスポーツ大会も楽し

い行事です。さらに、１年生を対象とした「大山ウォー

ク」では大山登山をし、郷土理解と探究学習の充実に努

めています。

部 活 動  

  現在、運動部16部、文化部９部、同好会１つが活動

しています。令和３年度はライフル射撃部が全国大会に、

女子バレーボール部・弓道部が関東大会に出場していま

す。他の運動部も上位大会を目指して精力的に活動して

います。同様に文化部も発表会などを目標に意欲的に努

力しています。

伊勢原高校について

もっと知りたい皆さんへ！
学校説明会や部活動体験、オープンスクールを予定してい

ます。ぜひお越しください。感染防止のためすべて申込制と

します。また、感染状況等により、変更する場合があります。

必ずＨＰで最新情報をご確認ください。

■学校説明会：８月６日（土）、12月３日（土）

■部活動体験：８月22日（月）、23日（火）

■オープンスクール：11月19日（土）※授業見学と学校説明会

皆さんの来校をお待ちしています。

地域貢献活動（通学路清掃）
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高い「志」を持って、切磋琢磨し、高めあう

国際理解・英語教育の一環として、国際理解講演会・異文化

体験教室を実施しています。また留学生の受け入れ、東海大

学等の留学生との交流や、日産テクニカルセンターの外国人

スタッフによる英語の授業を行っています。さらに、１年生

は自分の考えを英語で発表するスピーチフェスティバルを毎

年実施しています。

（令和３年度については、各行事の実施を見送りました。）

   

            

                                   

                     

                 

平成14年度に県立高校では

初めて海外「韓国」へ修学旅行

に行きました。

平成25年度は「マレーシア」

修学旅行を実施しました。

平成26年度からは「台湾」へ

の修学旅行を実施しています。

（写真は令和元年度台湾修学旅

行のものです。）

平成 26 年度からスタートした行事で、日産の外

国人スタッフの方に講師になっていただき、それ

ぞれの国の文化や日常生活のことについて英語で

話をしていただきました。

国際理解講演会 スピーチフェスティバル国際理解教育

所在地：伊勢原市石田1356番地１号 〒259-1116

電 話：0463(93)5613

ＦＡＸ：0463(96)2961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ishida-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 272 270 267 809

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)

神奈川県立 伊志田
い し だ

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●小田急線愛甲石田駅下車徒歩７分

日産外国人スタッフによる授業
海外修学旅行

異文化体験教室

東海大学留学生との交流会

��志�生の１年��

�� �業�、入学�、�会見学、���験

   国際・英語教育��行事

   体育�(�志�体育��) 

   教育��・����会  

   ���験、文化�(�志�文化��) 

   ����け�験

�� �１���験、修学旅行、

   国際・英語教育��行事

   �����験、�業�験

   ��大会、�業�、学年��験、

修��

� ��な教�で�ィスカッシ�ンや�ィ�ート等を実施。�い��で��を�し、発��や表��を�に�けます。

� １年生では��学�の��と��を��さ�るため、より��の�語活�を�り入れた授業な�を行います。

� �年生��は�����により文�・理�に分かれることで志�校への��・��に��できる学�の育成を��します。                   

文化�（�志�文化��）は生�会���となって生�の�で��・

��し�も�り��る行事です。��見に�て�ださい。（令和３年

度は文化�発表会に��しました。）

また、体育�（�志�体育��）も学年を�えて��し、年��り

��りを��ています。

  

生�会�� �生�会����の��を��します�

�志�高校は�やかな環�、�やかな生�に�まれた���きのある学校です。�とり�自分の�きな分�を��して学校生活

を送ること�できています。�自�、生�会という�で活�してきました。自分た�の�で行事を��し大きな��を�かす大

�さを�ること�できた��な�験となっています。�志�高校は、国際理解教育に�を入れています。��なことに、ここ�

年は国際�な考え方を�につける�も�な�なっています。しかし、�ないな�らも国際理解講演会や東海大学留学生との交流

会な�に��できて�り、この高校の���な��ントだと��ています�

生�会�   高� ��

  

�業�の��は、�75��大学、5����大学、14����学校、�り��学��等となっています。

３年�の���ア教育を��、�かな人��の育成とともに����の実�を��しています。

��３年�（令和元�3年度）の�な大学����（�業生を��）

���県立����大学、��学�大学、��大学、���大学、学��大学、���大学、�����大学、����大学、�東学�大学、�

�大学、��大学、���大学、国際����大学、国��大学、����大学、���業大学、��大学、�和��大学、成�大学、成�大

学、�修大学、��大学、��大学、��大学、東海大学、東���学�大学、東���大学、東���大学、東��業大学、東�理�大学、東

���大学、東�大学、日�大学、日�体育大学、��大学、��大学、��学�大学、��大学、����大学、�

���の生�た���活�に�入し、活発に活��行�れています。

文化�

���、フ�ーク�ン�、��、���、��、

��、����、��、クッ�ン�、自��学、

ESS（��会）、�ン����ン�（��会）

���

��、����、バ��ントン、��・��バレー�ール、

��・��バス�ット�ール、��・��テニス、��、

��、�ッカー、��、��、��、���フト�ール、

�ンス

��ーバル�会を生き������となる学� 令和 5 年度入学生より
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高い「志」を持って、切磋琢磨し、高めあう

国際理解・英語教育の一環として、国際理解講演会・異文化

体験教室を実施しています。また留学生の受け入れ、東海大

学等の留学生との交流や、日産テクニカルセンターの外国人

スタッフによる英語の授業を行っています。さらに、１年生

は自分の考えを英語で発表するスピーチフェスティバルを毎

年実施しています。

（令和３年度については、各行事の実施を見送りました。）

   

            

                                   

                     

                 

                                   

                  

平成14年度に県立高校では

初めて海外「韓国」へ修学旅行

に行きました。

平成25年度は「マレーシア」

修学旅行を実施しました。

平成26年度からは「台湾」へ

の修学旅行を実施しています。

（写真は令和元年度台湾修学旅

行のものです。）

平成 26 年度からスタートした行事で、日産の外

国人スタッフの方に講師になっていただき、それ

ぞれの国の文化や日常生活のことについて英語で

話をしていただきました。

国際理解講演会 スピーチフェスティバル国際理解教育

所在地：伊勢原市石田1356番地１号 〒259-1116

電 話：0463(93)5613

ＦＡＸ：0463(96)2961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ishida-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 272 270 267 809

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) 

神奈川県立 伊志田
い し だ

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●小田急線愛甲石田駅下車徒歩７分

            

日産外国人スタッフによる授業
海外修学旅行

異文化体験教室

東海大学留学生との交流会

��志�生の１年��

�� �業�、入学�、�会見学、���験

   国際・英語教育��行事

   体育�(�志�体育��)

教育��・����会

   ���験、文化�(�志�文化��)

   ����け�験

�� �１���験、修学旅行、

   国際・英語教育��行事

   �����験、�業�験

   ��大会、�業�、学年��験、

修��

� ��な教�で�ィスカッシ�ンや�ィ�ート等を実施。�い��で��を�し、発��や表��を�に�けます。

� １年生では��学�の��と��を��さ�るため、より��の�語活�を�り入れた授業な�を行います。

� �年生��は�����により文�・理�に分かれることで志�校への��・��に��できる学�の育成を��します。                   

文化�（�志�文化��）は生�会���となって生�の�で��・

��し�も�り��る行事です。��見に�て�ださい。（令和３年

度は文化�発表会に��しました。）

また、体育�（�志�体育��）も学年を�えて��し、年��り

��りを��ています。

生�会�� �生�会����の��を��します�

�志�高校は�やかな環�、�やかな生�に�まれた���きのある学校です。�とり�自分の�きな分�を��して学校生活

を送ること�できています。�自�、生�会という�で活�してきました。自分た�の�で行事を��し大きな��を�かす大

�さを�ること�できた��な�験となっています。�志�高校は、国際理解教育に�を入れています。��なことに、ここ�

年は国際�な考え方を�につける�も�な�なっています。しかし、�ないな�らも国際理解講演会や東海大学留学生との交流

会な�に��できて�り、この高校の���な��ントだと��ています�

生�会�   高� ��

�業�の��は、�75��大学、5����大学、14����学校、�り��学��等となっています。

３年�の���ア教育を��、�かな人��の育成とともに����の実�を��しています。

��３年�（令和元�3年度）の�な大学����（�業生を��）

���県立����大学、��学�大学、��大学、���大学、学��大学、���大学、�����大学、����大学、�東学�大学、�

�大学、��大学、���大学、国際����大学、国��大学、����大学、���業大学、��大学、�和��大学、成�大学、成�大

学、�修大学、��大学、��大学、��大学、東海大学、東���学�大学、東���大学、東���大学、東��業大学、東�理�大学、東

���大学、東�大学、日�大学、日�体育大学、��大学、��大学、��学�大学、��大学、����大学、�

���の生�た���活�に�入し、活発に活��行�れています。

文化�

���、フ�ーク�ン�、��、���、��、

��、����、��、クッ�ン�、自��学、

ESS（��会）、�ン����ン�（��会）

���

��、����、バ��ントン、��・��バレー�ール、

��・��バス�ット�ール、��・��テニス、��、

��、�ッカー、��、��、��、���フト�ール、

�ンス

��ーバル�会を生き������となる学� 令和 5 年度入学生より
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高い「志」を持って、切磋琢磨し、高めあう

国際理解・英語教育の一環として、国際理解講演会・異文化

体験教室を実施しています。また留学生の受け入れ、東海大

学等の留学生との交流や、日産テクニカルセンターの外国人

スタッフによる英語の授業を行っています。さらに、１年生

は自分の考えを英語で発表するスピーチフェスティバルを毎

年実施しています。

（令和３年度については、各行事の実施を見送りました。）

   

            

                                   

                     

                 

平成14年度に県立高校では

初めて海外「韓国」へ修学旅行

に行きました。

平成25年度は「マレーシア」

修学旅行を実施しました。

平成26年度からは「台湾」へ

の修学旅行を実施しています。

（写真は令和元年度台湾修学旅

行のものです。）

平成 26 年度からスタートした行事で、日産の外

国人スタッフの方に講師になっていただき、それ

ぞれの国の文化や日常生活のことについて英語で

話をしていただきました。

国際理解講演会 スピーチフェスティバル国際理解教育

所在地：伊勢原市石田1356番地１号 〒259-1116

電 話：0463(93)5613

ＦＡＸ：0463(96)2961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ishida-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 272 270 267 809

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)

神奈川県立 伊志田
い し だ

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●小田急線愛甲石田駅下車徒歩７分

日産外国人スタッフによる授業
海外修学旅行

異文化体験教室

東海大学留学生との交流会

��志�生の１年��

�� �業�、入学�、�会見学、���験

   国際・英語教育��行事

   体育�(�志�体育��) 

   教育��・����会  

   ���験、文化�(�志�文化��) 

   ����け�験

�� �１���験、修学旅行、

   国際・英語教育��行事

   �����験、�業�験

   ��大会、�業�、学年��験、

修��

� ��な教�で�ィスカッシ�ンや�ィ�ート等を実施。�い��で��を�し、発��や表��を�に�けます。

� １年生では��学�の��と��を��さ�るため、より��の�語活�を�り入れた授業な�を行います。

� �年生��は�����により文�・理�に分かれることで志�校への��・��に��できる学�の育成を��します。                   

文化�（�志�文化��）は生�会���となって生�の�で��・

��し�も�り��る行事です。��見に�て�ださい。（令和３年

度は文化�発表会に��しました。）

また、体育�（�志�体育��）も学年を�えて��し、年��り

��りを��ています。

  

生�会�� �生�会����の��を��します�

�志�高校は�やかな環�、�やかな生�に�まれた���きのある学校です。�とり�自分の�きな分�を��して学校生活

を送ること�できています。�自�、生�会という�で活�してきました。自分た�の�で行事を��し大きな��を�かす大

�さを�ること�できた��な�験となっています。�志�高校は、国際理解教育に�を入れています。��なことに、ここ�

年は国際�な考え方を�につける�も�な�なっています。しかし、�ないな�らも国際理解講演会や東海大学留学生との交流

会な�に��できて�り、この高校の���な��ントだと��ています�

生�会�   高� ��

  

�業�の��は、�75��大学、5����大学、14����学校、�り��学��等となっています。

３年�の���ア教育を��、�かな人��の育成とともに����の実�を��しています。

��３年�（令和元�3年度）の�な大学����（�業生を��）

���県立����大学、��学�大学、��大学、���大学、学��大学、���大学、�����大学、����大学、�東学�大学、�

�大学、��大学、���大学、国際����大学、国��大学、����大学、���業大学、��大学、�和��大学、成�大学、成�大

学、�修大学、��大学、��大学、��大学、東海大学、東���学�大学、東���大学、東���大学、東��業大学、東�理�大学、東

���大学、東�大学、日�大学、日�体育大学、��大学、��大学、��学�大学、��大学、����大学、�

���の生�た���活�に�入し、活発に活��行�れています。

文化�

���、フ�ーク�ン�、��、���、��、

��、����、��、クッ�ン�、自��学、

ESS（��会）、�ン����ン�（��会）

���

��、����、バ��ントン、��・��バレー�ール、

��・��バス�ット�ール、��・��テニス、��、

��、�ッカー、��、��、��、���フト�ール、

�ンス

��ーバル�会を生き������となる学� 令和 5 年度入学生より
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高い「志」を持って、切磋琢磨し、高めあう

国際理解・英語教育の一環として、国際理解講演会・異文化

体験教室を実施しています。また留学生の受け入れ、東海大

学等の留学生との交流や、日産テクニカルセンターの外国人

スタッフによる英語の授業を行っています。さらに、１年生

は自分の考えを英語で発表するスピーチフェスティバルを毎

年実施しています。

（令和３年度については、各行事の実施を見送りました。）

   

            

                                   

                     

                 

平成14年度に県立高校では

初めて海外「韓国」へ修学旅行

に行きました。

平成25年度は「マレーシア」

修学旅行を実施しました。

平成26年度からは「台湾」へ

の修学旅行を実施しています。

（写真は令和元年度台湾修学旅

行のものです。）

平成 26 年度からスタートした行事で、日産の外

国人スタッフの方に講師になっていただき、それ

ぞれの国の文化や日常生活のことについて英語で

話をしていただきました。

国際理解講演会 スピーチフェスティバル国際理解教育

所在地：伊勢原市石田1356番地１号 〒259-1116

電 話：0463(93)5613

ＦＡＸ：0463(96)2961

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/ishida-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 272 270 267 809

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) 

神奈川県立 伊志田
い し だ

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●小田急線愛甲石田駅下車徒歩７分

日産外国人スタッフによる授業
海外修学旅行

異文化体験教室

東海大学留学生との交流会

��志�生の１年��

�� �業�、入学�、�会見学、���験

   国際・英語教育��行事

   体育�(�志�体育��)

教育��・����会

   ���験、文化�(�志�文化��)

   ����け�験

�� �１���験、修学旅行、

   国際・英語教育��行事

   �����験、�業�験

   ��大会、�業�、学年��験、

修��

� ��な教�で�ィスカッシ�ンや�ィ�ート等を実施。�い��で��を�し、発��や表��を�に�けます。

� １年生では��学�の��と��を��さ�るため、より��の�語活�を�り入れた授業な�を行います。

� �年生��は�����により文�・理�に分かれることで志�校への��・��に��できる学�の育成を��します。                   

文化�（�志�文化��）は生�会���となって生�の�で��・

��し�も�り��る行事です。��見に�て�ださい。（令和３年

度は文化�発表会に��しました。）

また、体育�（�志�体育��）も学年を�えて��し、年��り

��りを��ています。

生�会�� �生�会����の��を��します�

�志�高校は�やかな環�、�やかな生�に�まれた���きのある学校です。�とり�自分の�きな分�を��して学校生活

を送ること�できています。�自�、生�会という�で活�してきました。自分た�の�で行事を��し大きな��を�かす大

�さを�ること�できた��な�験となっています。�志�高校は、国際理解教育に�を入れています。��なことに、ここ�

年は国際�な考え方を�につける�も�な�なっています。しかし、�ないな�らも国際理解講演会や東海大学留学生との交流

会な�に��できて�り、この高校の���な��ントだと��ています�

生�会�   高� ��

�業�の��は、�75��大学、5����大学、14����学校、�り��学��等となっています。

３年�の���ア教育を��、�かな人��の育成とともに����の実�を��しています。

��３年�（令和元�3年度）の�な大学����（�業生を��）

���県立����大学、��学�大学、��大学、���大学、学��大学、���大学、�����大学、����大学、�東学�大学、�

�大学、��大学、���大学、国際����大学、国��大学、����大学、���業大学、��大学、�和��大学、成�大学、成�大

学、�修大学、��大学、��大学、��大学、東海大学、東���学�大学、東���大学、東���大学、東��業大学、東�理�大学、東

���大学、東�大学、日�大学、日�体育大学、��大学、��大学、��学�大学、��大学、����大学、�

���の生�た���活�に�入し、活発に活��行�れています。

文化�

���、フ�ーク�ン�、��、���、��、

��、����、��、クッ�ン�、自��学、

ESS（��会）、�ン����ン�（��会）

���

��、����、バ��ントン、��・��バレー�ール、

��・��バス�ット�ール、��・��テニス、��、

��、�ッカー、��、��、��、���フト�ール、

�ンス

��ーバル�会を生き������となる学� 令和 5 年度入学生より
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��39年（1906年）��、�和４年で116年��

�����あ�農業高校です。学校�の敷�は広�、

農業教育�関す��設・設�は大��実しています。

園芸科学科、畜産科学科、農業総合科の３�の専門

学科�設�しています。

生���は、食・農��

�食品産業��うス�シ�

リスト��指して、日�楽

し�いきいきと実験・実�

���でいます。

野菜･果樹･草花の��管理技術���能������

�農業�����、園芸�物の��技術�いかし�関�

産業��事す�技術���市�化�関わ�造園技術��

�化��の生産��、���

����す�技術��養�し

ます。３年生では、野菜･果

樹･草花･造園の専�別���

���行います。

���の�かな生活���て���家畜�実験動物の

生理・生��理�し、飼育管理技術���能����な

実�、実験�と�し����ます。ま�、�年６次産業

化が進�畜産��可�な

加工���、��、情報処理

技術なども�広�学�、��

畜産�動物関�産業��事す

�技術��養�します。

農産物の生産から食品加工･��販売まで�総合��学

�し､�加��の高い農業��の実���広い�野�も

って食品関�産業��事す�技術��養�します�２年

生から進路��ま�、アグリ

ビジ�ス�ースとフードサイ

エンス�ースの２�の�ース

�わか�て専門��学�しま

す。

＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急線・ＪＲ相模線厚木駅より徒歩20分
●小田急線・相鉄線海老名駅東口より
神奈中バス（６番バス乗り場）「長後駅西口」行き
（約10分）「農業高校前」下車 または 徒歩30分

所在地：海老名市中新田４丁目12番１号 〒243-0422
電 話：046(231)5202
ＦＡＸ：046(231)1599
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/chuo-ah/index.html
創 立：明治39年３月
課 程：全日制
設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

園芸科学科 79 72 75 226

畜産科学科 39 39 37 115

農業総合科 78 76 71 225

学 級 数 ５ ５ ５ 15

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

畜産科学科 農業総合科

園芸科学科

小さな��大��育て�教育で､�実し�３年間��

100�年記��

主な学校行事として、遠足・体育祭・球技大会・

秋
しゅう

輝
き

祭
さい

（文化祭）・修学旅行などがあります。

農業高校ならではの行事もあります。

学校説明会･体験見学会の予定  ※くわしくはHPをご覧ください

７月23日(土) 第１回 中学生体験見学会

７月25日(月)～27日

(水)午前中
学校案内及び自由見学

10月22日(土) 第２回 中学生体験見学会  

11月5・6日(土･日) 秋
しゅう

輝
き

祭
さい

11月12・13日(土･日) 県産業教育フェア(横浜)

12月17日(土) 個別相談・見学会

随時 月～金

祝祭日以外
学校見学等

[ 運動部 ] [ 文化部 ]

･バレーボール（男･女） ･写真  ･和太鼓

･バスケットボール（男･女） ･華道  ･軽音楽

･バドミントン（男･女） ･吹奏楽 ･漫画文芸

･硬式野球   ･陸上 ･合唱

･サッカー（男・女） ･山岳 [ 農業クラブ ]

･弓道     ･卓球 ･野菜 ･草花 ･果樹

･硬式テニス  ･ダンス ･フラワーデザイン ･造園

･ライフル射撃 ･剣道 ･酪農 ･養豚 ･養鶏

･ラグビー ･実験動物 ･畜産加工

･農業情報処理 ･生活園芸

･環境科学 ･食品加工

[ 大学･短期大学 ] [ 専門学校 ]

･岩手大学 ･かながわ農業アカデミー

･帯広畜産大学 ･国際フード製菓

･麻布大学 ･日本工学院

･神奈川工科大学 ･日本ガーデンデザイン

･東京農業大学 ･町田調理 ･町田製菓

日本大学 ･東京バイオテクノロジー

･酪農学園大学 など ･国際動物 など

[ 就職 ]

･山崎製パン（製造） ･神奈川食肉センター（技能）

･敷島製パン（製造） ･森永エンゼルデザート(技能)

･アイロム製薬（製造） ･南関東花き園芸卸売市場（事務）

･東日本旅客鉄道(エリア職) ･さがみ農業協同組合（金融）

･オーケー（販売） ･小田急電鉄（運転）

･寒川神社（巫女） ･プレシア（技能） など

園 畜 総

食の６次産業化プロデューサー（レベル１） ● ● ●

日本農業技術検定（２･３級） ● ● ●

特別教育資格 ※ ● ● ●

造園技能士（２･３級） ●   

生物分類技能検定（２･３級） ● ● ●

トレース技能検定（１～４級） ●   

園芸装飾技能士（３級） ●   

愛玩動物飼養管理士（２級･準２級）  ●  

家畜人工授精師 ●  

文書処理（ワープロ・表計算） ● ● ●

簿記・電卓計算・計算実務・販売士   ●

食生活アドバイザー（２・３級・基礎） ● ● ●

※フォークリフト､チェーンソー､小型車両系建設機械など

部活動・農業クラブ活動

主な学校行事

しっかり進路指導（過去５年間の主な進路先） 取得可能な主な資格･検定

303

海
老
名
市
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�����あ�農業高校です。学校�の敷�は広�、

農業教育�関す��設・設�は大��実しています。

園芸科学科、畜産科学科、農業総合科の３�の専門

学科�設�しています。

生���は、食・農��

�食品産業��うス�シ�

リスト��指して、日�楽

し�いきいきと実験・実�

���でいます。

野菜･果樹･草花の��管理技術���能������

�農業�����、園芸�物の��技術�いかし�関�

産業��事す�技術���市�化�関わ�造園技術��

�化��の生産��、���

����す�技術��養�し

ます。３年生では、野菜･果

樹･草花･造園の専�別���

���行います。

���の�かな生活���て���家畜�実験動物の

生理・生��理�し、飼育管理技術���能����な

実�、実験�と�し����ます。ま�、�年６次産業

化が進�畜産��可�な

加工���、��、情報処理

技術なども�広�学�、��

畜産�動物関�産業��事す

�技術��養�します。

農産物の生産から食品加工･��販売まで�総合��学

�し､�加��の高い農業��の実���広い�野�も

って食品関�産業��事す�技術��養�します�２年

生から進路��ま�、アグリ

ビジ�ス�ースとフードサイ

エンス�ースの２�の�ース

�わか�て専門��学�しま

す。

＜学校案内図＞  
利用交通機関
●小田急線・ＪＲ相模線厚木駅より徒歩20分
●小田急線・相鉄線海老名駅東口より
神奈中バス（６番バス乗り場）「長後駅西口」行き
（約10分）「農業高校前」下車 または 徒歩30分

所在地：海老名市中新田４丁目12番１号 〒243-0422
電 話：046(231)5202
ＦＡＸ：046(231)1599
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/chuo-ah/index.html
創 立：明治39年３月
課 程：全日制
設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

園芸科学科 79 72 75 226

畜産科学科 39 39 37 115

農業総合科 78 76 71 225

学 級 数 ５ ５ ５ 15

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

畜産科学科 農業総合科

園芸科学科

小さな��大��育て�教育で､�実し�３年間��

100�年記��

主な学校行事として、遠足・体育祭・球技大会・

秋
しゅう

輝
き

祭
さい

（文化祭）・修学旅行などがあります。

農業高校ならではの行事もあります。

学校説明会･体験見学会の予定 ※くわしくはHPをご覧ください

７月23日(土) 第１回 中学生体験見学会

７月25日(月)～27日

(水)午前中
学校案内及び自由見学

10月22日(土) 第２回 中学生体験見学会

11月5・6日(土･日) 秋
しゅう

輝
き

祭
さい

11月12・13日(土･日) 県産業教育フェア(横浜)

12月17日(土) 個別相談・見学会

随時 月～金

祝祭日以外
学校見学等

[ 運動部 ] [ 文化部 ]

･バレーボール（男･女） ･写真  ･和太鼓

･バスケットボール（男･女） ･華道  ･軽音楽

･バドミントン（男･女） ･吹奏楽 ･漫画文芸

･硬式野球   ･陸上 ･合唱

･サッカー（男・女） ･山岳 [ 農業クラブ ]

･弓道     ･卓球 ･野菜 ･草花 ･果樹

･硬式テニス  ･ダンス ･フラワーデザイン ･造園

･ライフル射撃 ･剣道 ･酪農 ･養豚 ･養鶏

･ラグビー ･実験動物 ･畜産加工

･農業情報処理 ･生活園芸

･環境科学 ･食品加工

[ 大学･短期大学 ] [ 専門学校 ]

･岩手大学 ･かながわ農業アカデミー

･帯広畜産大学 ･国際フード製菓

･麻布大学 ･日本工学院

･神奈川工科大学 ･日本ガーデンデザイン

･東京農業大学 ･町田調理 ･町田製菓

日本大学 ･東京バイオテクノロジー

･酪農学園大学 など ･国際動物 など

[ 就職 ]

･山崎製パン（製造） ･神奈川食肉センター（技能）

･敷島製パン（製造） ･森永エンゼルデザート(技能)

･アイロム製薬（製造） ･南関東花き園芸卸売市場（事務）

･東日本旅客鉄道(エリア職) ･さがみ農業協同組合（金融）

･オーケー（販売） ･小田急電鉄（運転）

･寒川神社（巫女） ･プレシア（技能） など

園 畜 総

食の６次産業化プロデューサー（レベル１） ● ● ●

日本農業技術検定（２･３級） ● ● ●

特別教育資格 ※ ● ● ●

造園技能士（２･３級） ●

生物分類技能検定（２･３級） ● ● ●

トレース技能検定（１～４級） ●

園芸装飾技能士（３級） ●

愛玩動物飼養管理士（２級･準２級） ●

家畜人工授精師 ●

文書処理（ワープロ・表計算） ● ● ●

簿記・電卓計算・計算実務・販売士 ●

食生活アドバイザー（２・３級・基礎） ● ● ●

※フォークリフト､チェーンソー､小型車両系建設機械など

部活動・農業クラブ活動

主な学校行事

しっかり進路指導（過去５年間の主な進路先） 取得可能な主な資格･検定
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��39年（1906年）��、�和４年で116年��

�����あ�農業高校です。学校�の敷�は広�、

農業教育�関す��設・設�は大��実しています。

園芸科学科、畜産科学科、農業総合科の３�の専門

学科�設�しています。

生���は、食・農��

�食品産業��うス�シ�

リスト��指して、日�楽

し�いきいきと実験・実�

���でいます。

野菜･果樹･草花の��管理技術���能������

�農業�����、園芸�物の��技術�いかし�関�

産業��事す�技術���市�化�関わ�造園技術��

�化��の生産��、���

����す�技術��養�し

ます。３年生では、野菜･果

樹･草花･造園の専�別���

���行います。

���の�かな生活���て���家畜�実験動物の

生理・生��理�し、飼育管理技術���能����な

実�、実験�と�し����ます。ま�、�年６次産業

化が進�畜産��可�な

加工���、��、情報処理

技術なども�広�学�、��

畜産�動物関�産業��事す

�技術��養�します。

農産物の生産から食品加工･��販売まで�総合��学

�し､�加��の高い農業��の実���広い�野�も

って食品関�産業��事す�技術��養�します�２年

生から進路��ま�、アグリ

ビジ�ス�ースとフードサイ

エンス�ースの２�の�ース

�わか�て専門��学�しま

す。

＜学校案内図＞
利用交通機関
●小田急線・ＪＲ相模線厚木駅より徒歩20分
●小田急線・相鉄線海老名駅東口より
神奈中バス（６番バス乗り場）「長後駅西口」行き
（約10分）「農業高校前」下車 または 徒歩30分

所在地：海老名市中新田４丁目12番１号 〒243-0422
電 話：046(231)5202
ＦＡＸ：046(231)1599
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/chuo-ah/index.html
創 立：明治39年３月
課 程：全日制
設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

園芸科学科 79 72 75 226

畜産科学科 39 39 37 115

農業総合科 78 76 71 225

学 級 数 ５ ５ ５ 15

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

畜産科学科 農業総合科

園芸科学科

小さな��大��育て�教育で､�実し�３年間��

100�年記��

主な学校行事として、遠足・体育祭・球技大会・

秋
しゅう

輝
き

祭
さい

（文化祭）・修学旅行などがあります。

農業高校ならではの行事もあります。

学校説明会･体験見学会の予定  ※くわしくはHPをご覧ください

７月23日(土) 第１回 中学生体験見学会

７月25日(月)～27日

(水)午前中
学校案内及び自由見学

10月22日(土) 第２回 中学生体験見学会  

11月5・6日(土･日) 秋
しゅう

輝
き

祭
さい

11月12・13日(土･日) 県産業教育フェア(横浜)

12月17日(土) 個別相談・見学会

随時 月～金

祝祭日以外
学校見学等

[ 運動部 ] [ 文化部 ]

･バレーボール（男･女） ･写真  ･和太鼓

･バスケットボール（男･女） ･華道  ･軽音楽

･バドミントン（男･女） ･吹奏楽 ･漫画文芸

･硬式野球   ･陸上 ･合唱

･サッカー（男・女） ･山岳 [ 農業クラブ ]

･弓道     ･卓球 ･野菜 ･草花 ･果樹

･硬式テニス  ･ダンス ･フラワーデザイン ･造園

･ライフル射撃 ･剣道 ･酪農 ･養豚 ･養鶏

･ラグビー ･実験動物 ･畜産加工

･農業情報処理 ･生活園芸

･環境科学 ･食品加工

[ 大学･短期大学 ] [ 専門学校 ]

･岩手大学 ･かながわ農業アカデミー

･帯広畜産大学 ･国際フード製菓

･麻布大学 ･日本工学院

･神奈川工科大学 ･日本ガーデンデザイン

･東京農業大学 ･町田調理 ･町田製菓

日本大学 ･東京バイオテクノロジー

･酪農学園大学 など ･国際動物 など

[ 就職 ]

･山崎製パン（製造） ･神奈川食肉センター（技能）

･敷島製パン（製造） ･森永エンゼルデザート(技能)

･アイロム製薬（製造） ･南関東花き園芸卸売市場（事務）

･東日本旅客鉄道(エリア職) ･さがみ農業協同組合（金融）

･オーケー（販売） ･小田急電鉄（運転）

･寒川神社（巫女） ･プレシア（技能） など

園 畜 総

食の６次産業化プロデューサー（レベル１） ● ● ●

日本農業技術検定（２･３級） ● ● ●

特別教育資格 ※ ● ● ●

造園技能士（２･３級） ●   

生物分類技能検定（２･３級） ● ● ●

トレース技能検定（１～４級） ●   

園芸装飾技能士（３級） ●   

愛玩動物飼養管理士（２級･準２級）  ●  

家畜人工授精師 ●  

文書処理（ワープロ・表計算） ● ● ●

簿記・電卓計算・計算実務・販売士   ●

食生活アドバイザー（２・３級・基礎） ● ● ●

※フォークリフト､チェーンソー､小型車両系建設機械など

部活動・農業クラブ活動

主な学校行事

しっかり進路指導（過去５年間の主な進路先） 取得可能な主な資格･検定
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��39年（1906年）��、�和４年で116年��

�����あ�農業高校です。学校�の敷�は広�、

農業教育�関す��設・設�は大��実しています。

園芸科学科、畜産科学科、農業総合科の３�の専門

学科�設�しています。

生���は、食・農��

�食品産業��うス�シ�

リスト��指して、日�楽

し�いきいきと実験・実�

���でいます。

野菜･果樹･草花の��管理技術���能������

�農業�����、園芸�物の��技術�いかし�関�

産業��事す�技術���市�化�関わ�造園技術��

�化��の生産��、���
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化が進�畜産��可�な
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＜学校案内図＞  
利用交通機関
●小田急線・ＪＲ相模線厚木駅より徒歩20分
●小田急線・相鉄線海老名駅東口より
神奈中バス（６番バス乗り場）「長後駅西口」行き
（約10分）「農業高校前」下車 または 徒歩30分

所在地：海老名市中新田４丁目12番１号 〒243-0422
電 話：046(231)5202
ＦＡＸ：046(231)1599
ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/chuo-ah/index.html
創 立：明治39年３月
課 程：全日制
設置学科・生徒数・学級数

１年 ２年 ３年 計

園芸科学科 79 72 75 226

畜産科学科 39 39 37 115

農業総合科 78 76 71 225

学 級 数 ５ ５ ５ 15

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

畜産科学科 農業総合科
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100�年記��

主な学校行事として、遠足・体育祭・球技大会・
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しゅう

輝
き

祭
さい

（文化祭）・修学旅行などがあります。

農業高校ならではの行事もあります。

学校説明会･体験見学会の予定 ※くわしくはHPをご覧ください

７月23日(土) 第１回 中学生体験見学会

７月25日(月)～27日

(水)午前中
学校案内及び自由見学

10月22日(土) 第２回 中学生体験見学会

11月5・6日(土･日) 秋
しゅう

輝
き

祭
さい

11月12・13日(土･日) 県産業教育フェア(横浜)

12月17日(土) 個別相談・見学会

随時 月～金

祝祭日以外
学校見学等

[ 運動部 ] [ 文化部 ]

･バレーボール（男･女） ･写真  ･和太鼓

･バスケットボール（男･女） ･華道  ･軽音楽

･バドミントン（男･女） ･吹奏楽 ･漫画文芸

･硬式野球   ･陸上 ･合唱

･サッカー（男・女） ･山岳 [ 農業クラブ ]

･弓道     ･卓球 ･野菜 ･草花 ･果樹

･硬式テニス  ･ダンス ･フラワーデザイン ･造園

･ライフル射撃 ･剣道 ･酪農 ･養豚 ･養鶏

･ラグビー ･実験動物 ･畜産加工

･農業情報処理 ･生活園芸

･環境科学 ･食品加工

[ 大学･短期大学 ] [ 専門学校 ]

･岩手大学 ･かながわ農業アカデミー

･帯広畜産大学 ･国際フード製菓

･麻布大学 ･日本工学院

･神奈川工科大学 ･日本ガーデンデザイン

･東京農業大学 ･町田調理 ･町田製菓

日本大学 ･東京バイオテクノロジー

･酪農学園大学 など ･国際動物 など

[ 就職 ]

･山崎製パン（製造） ･神奈川食肉センター（技能）

･敷島製パン（製造） ･森永エンゼルデザート(技能)

･アイロム製薬（製造） ･南関東花き園芸卸売市場（事務）

･東日本旅客鉄道(エリア職) ･さがみ農業協同組合（金融）

･オーケー（販売） ･小田急電鉄（運転）

･寒川神社（巫女） ･プレシア（技能） など

園 畜 総

食の６次産業化プロデューサー（レベル１） ● ● ●

日本農業技術検定（２･３級） ● ● ●

特別教育資格 ※ ● ● ●

造園技能士（２･３級） ●

生物分類技能検定（２･３級） ● ● ●

トレース技能検定（１～４級） ●

園芸装飾技能士（３級） ●

愛玩動物飼養管理士（２級･準２級） ●

家畜人工授精師 ●

文書処理（ワープロ・表計算） ● ● ●

簿記・電卓計算・計算実務・販売士 ●

食生活アドバイザー（２・３級・基礎） ● ● ●

※フォークリフト､チェーンソー､小型車両系建設機械など

部活動・農業クラブ活動

主な学校行事

しっかり進路指導（過去５年間の主な進路先） 取得可能な主な資格･検定
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海老名高校とは
本校は、昭和 54 年に開校し令和４年度で 44 年目を迎

えます。ほとんどの生徒が上級学校への進学を目指して

おり、知・徳・体の調和した、誠実で自主的な実践力の

ある人間の育成を目指します。

神奈川県のほぼ中央、海老名市にあり厚木駅から約 12

分、海老名駅から約20分と２駅利用できる交通の便の良

い場所にあります。学校周辺は住宅と田畑に囲まれ、静

かな環境で学ぶことができます。部活動や学校行事が盛

んで、元気で活力のある学校です。環境に配慮し、太陽

光発電設備も有しています。

海老名高校の特色

・一人ひとりの高い「志」の実現

・バランスのとれた人間

・生涯学び続ける力

１ 教育課程
・２学期制です。

・50分で週31時間の授業を実施しています。

・１年生では共通した科目を学習し、基礎学力の充実を

はかります。

英語、数学、国語を重視するとともに理科の物理基礎、

化学基礎、生物基礎の３科目を学習し、将来の進路選

択につなげます。

・２年生からは進路に沿った科目を学習し、文系、理系

へ緩やかに移行します。

・３年生では応用力を強化し、進路に合わせた科目を学

習し、第一志望の進路実現を目指します。

・各学年ともに、ICT を活用した宿題等の家庭学習や長

期休業中に補講（講習）の時間を設定し、学力を伸ば

していきます。

２ 進路指導
卒業後の進路先を決めるだけの進路指導ではなく､高

大連携、外部講師によるさまざまなキャリア教育に関す

るガイダンス・講演会の実施、キャリアカウンセリング

の充実等、将来設計を見据えたキャリア教育を推進して

います。毎年ほぼ 100％の生徒が進学を希望しており、

難関私立大学の合格率も年々増加しています。

○令和３年度（令和４年３月卒業生）進学状況

・国公立大学…横浜国立大学、静岡大学、山梨大学、

電気通信大学、東京海洋大学、東京学芸大学、東京都

立大学

・主な私立大学…早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、青山学院大学、法政大学、明治大学、

立教大学、中央大学、学習院大学等

主な指定校推薦（大学）

青山学院大学、学習院大学、専修大学、中央大学、

東京理科大学、法政大学、明治大学、立教大学等

所在地：海老名市中新田１丁目26番１号 〒243-0422

電 話：046(232)2231

ＦＡＸ：046(231)1762

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

創 立：昭和54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 401 394 387 1182 

学 級 数 10 10 10 30

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

神奈川県立 海老名
え び な

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ相模線・小田急線厚木駅より

・徒歩約12分

●ＪＲ相模線・小田急線・相鉄線海老名駅より

・徒歩約20分

県立
海老名高校

３ 学校行事

４月
入学式・対面式・新入生オリエンテーション・

振り返り型テスト（１、２年）・社会見学

５月
身体計測・体力テスト・前期中間試験・教育実

習・進路説明会（３年）

６月 教育実習・皐月祭（体育部門）・前期期末試験

７月 球技大会・夏季補習・部活動合宿

８月 夏季補習・学校説明会・皐月祭（文化部門）

９月
課題テスト(１、２年)・模擬試験（３年）・

終業式

10月
修学旅行（２年）・後期第１中間試験・学校説

明会・模擬試験（３年）

11月
模擬試験（全学年）・地域貢献活動（１年）、

防災活動

12月 後期第２中間試験・学校説明会

１月 課題テスト(１、２年)、校内模試（１年）

２月 模擬試験(２年)

３月 卒業式・学年末試験・球技大会・修了式

≪皐月
さつき

祭
さい

（体育部門）≫
誕生月によって４つの組に分かれ「ダンス」、綱引

き・騎馬戦・リレーなどの「競技」、何枚ものベニヤ板

を使った大装飾「デコ」の採点で得点を競います。特に、

前年の冬から練習している「ダンス」は、毎年各組とも

素晴らしい演技を披露してくれます。この行事を通じて、

学年を超えた強い団結が生まれます。

≪皐月
さつき

祭
さい

（文化部門）≫
クラス、部活動、有志団体が趣向を凝らして参加しま

す。参加団体は早い時期から企画を練り、校内選考など

を経て当日を迎えるので、完成度の高い作品や発表が盛

りだくさんの文化祭です。後夜祭はバンドの演奏やフォ

ークダンスで盛り上がり、年間を通して全校生徒で回収

したアルミ缶の収益金で花火を打ち上げます。美しい花

火に学校全体が大きな感動に包まれます。

その他、各クラスが優勝を目指して頑張る球技大会、

各部がユニークな企画で部活動の様子を紹介する新入生

オリエンテーションなど、たくさんの行事があります。

４ 部活動等
運動部、文化部あわせておよそ30の部があります。

［少林寺拳法部］

関東高等学校少林寺拳法選抜大会（女子単独演武、女

子団体演武）出場、全国高等学校少林寺拳法選抜大会

（女子組演武、男子自由単独演武）出場

［バトン部］

United Spirit Association Nationals 2021全国選手

権大会高校編成Song/Pom部門Large第6位、

全日本学生チアダンス選手権大会決勝大会Pom部門高校

生Large編成出場

［陸上競技部］

全国高等学校総合体育大会陸上競技神奈川県大会100ｍ

H7位入賞

［写真部］

神奈川県高等学校写真連盟 写真コンテスト特選、神奈

川県高等学校写真連盟 写真コンテスト佳作、神奈川県

高等学校写真連盟 写真コンテスト入選、神奈川県高等

学校写真連盟 鎌倉江ノ島撮影会写真コンテスト 佳作

［水泳部］

関東高等学校水泳競技大会神奈川県予選会出場、神奈

川県高等学校新人水泳競技大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

［ライフル射撃部］

関東高等学校ライフル射撃競技大会ビームライフル男

子個人4位、関東高等学校ライフル射撃競技大会ビーム

ライフル男子団体出場、関東高等学校ライフル射撃競

技選抜大会ビームピストル男子個人出場

［吹奏楽部］

東関東吹奏楽コンクール銀賞、神奈川県アンサンブル

コンテスト銅賞

［卓球部］

関東高等学校卓球大会神奈川県予選会出場

［ワンダーフォーゲル部］

神奈川県高等学校総合体育大会スポーツクライミング

大会男子（ボルダー・リード・スピード部門）優勝、

全国高等学校スポーツクライミング選手権大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

『夢の実現へ』
～夢をもち、夢を語り、夢を実現する～

「質の高い文武両道」「社会に貢献自主・自律」を柱と

して、「知・徳・体」のバランスのとれた人材を育成し

ます。そして、海老名高校の３年間はとにかく熱い！！

授業中は真剣に取り組み、空いている時間は有効に活

用し、自己のより高い進路実現に向けて学習に励みます。

学校行事も部活動も全力投球。仲間と切磋琢磨し協働し

取り組むプロセスは人間力を高めます。「日々の努力と

全力で物事に取り組む姿勢が大きな達成感を生む！！」

３年間の充実した海老高Lifeを送ることができます。

体育祭でのダンス
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名
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海老名高校とは
本校は、昭和 54 年に開校し令和４年度で 44 年目を迎

えます。ほとんどの生徒が上級学校への進学を目指して

おり、知・徳・体の調和した、誠実で自主的な実践力の

ある人間の育成を目指します。

神奈川県のほぼ中央、海老名市にあり厚木駅から約 12

分、海老名駅から約20分と２駅利用できる交通の便の良

い場所にあります。学校周辺は住宅と田畑に囲まれ、静

かな環境で学ぶことができます。部活動や学校行事が盛

んで、元気で活力のある学校です。環境に配慮し、太陽

光発電設備も有しています。

海老名高校の特色

・一人ひとりの高い「志」の実現

・バランスのとれた人間

・生涯学び続ける力

１ 教育課程
・２学期制です。

・50分で週31時間の授業を実施しています。

・１年生では共通した科目を学習し、基礎学力の充実を

はかります。

英語、数学、国語を重視するとともに理科の物理基礎、

化学基礎、生物基礎の３科目を学習し、将来の進路選

択につなげます。

・２年生からは進路に沿った科目を学習し、文系、理系

へ緩やかに移行します。

・３年生では応用力を強化し、進路に合わせた科目を学

習し、第一志望の進路実現を目指します。

・各学年ともに、ICT を活用した宿題等の家庭学習や長

期休業中に補講（講習）の時間を設定し、学力を伸ば

していきます。

２ 進路指導
卒業後の進路先を決めるだけの進路指導ではなく､高

大連携、外部講師によるさまざまなキャリア教育に関す

るガイダンス・講演会の実施、キャリアカウンセリング

の充実等、将来設計を見据えたキャリア教育を推進して

います。毎年ほぼ 100％の生徒が進学を希望しており、

難関私立大学の合格率も年々増加しています。

○令和３年度（令和４年３月卒業生）進学状況

・国公立大学…横浜国立大学、静岡大学、山梨大学、

電気通信大学、東京海洋大学、東京学芸大学、東京都

立大学

・主な私立大学…早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、青山学院大学、法政大学、明治大学、

立教大学、中央大学、学習院大学等

主な指定校推薦（大学）

青山学院大学、学習院大学、専修大学、中央大学、

東京理科大学、法政大学、明治大学、立教大学等

所在地：海老名市中新田１丁目26番１号 〒243-0422

電 話：046(232)2231

ＦＡＸ：046(231)1762

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

創 立：昭和54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 401 394 387 1182

学 級 数 10 10 10 30

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 海老名
え び な

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ相模線・小田急線厚木駅より

・徒歩約12分

●ＪＲ相模線・小田急線・相鉄線海老名駅より

・徒歩約20分

県立
海老名高校

３ 学校行事

４月
入学式・対面式・新入生オリエンテーション・

振り返り型テスト（１、２年）・社会見学

５月
身体計測・体力テスト・前期中間試験・教育実

習・進路説明会（３年）

６月 教育実習・皐月祭（体育部門）・前期期末試験

７月 球技大会・夏季補習・部活動合宿

８月 夏季補習・学校説明会・皐月祭（文化部門）

９月
課題テスト(１、２年)・模擬試験（３年）・

終業式

10月
修学旅行（２年）・後期第１中間試験・学校説

明会・模擬試験（３年）

11月
模擬試験（全学年）・地域貢献活動（１年）、

防災活動

12月 後期第２中間試験・学校説明会

１月 課題テスト(１、２年)、校内模試（１年）

２月 模擬試験(２年) 

３月 卒業式・学年末試験・球技大会・修了式

≪皐月
さつき

祭
さい

（体育部門）≫
誕生月によって４つの組に分かれ「ダンス」、綱引

き・騎馬戦・リレーなどの「競技」、何枚ものベニヤ板

を使った大装飾「デコ」の採点で得点を競います。特に、

前年の冬から練習している「ダンス」は、毎年各組とも

素晴らしい演技を披露してくれます。この行事を通じて、

学年を超えた強い団結が生まれます。

≪皐月
さつき

祭
さい

（文化部門）≫
クラス、部活動、有志団体が趣向を凝らして参加しま

す。参加団体は早い時期から企画を練り、校内選考など

を経て当日を迎えるので、完成度の高い作品や発表が盛

りだくさんの文化祭です。後夜祭はバンドの演奏やフォ

ークダンスで盛り上がり、年間を通して全校生徒で回収

したアルミ缶の収益金で花火を打ち上げます。美しい花

火に学校全体が大きな感動に包まれます。

その他、各クラスが優勝を目指して頑張る球技大会、

各部がユニークな企画で部活動の様子を紹介する新入生

オリエンテーションなど、たくさんの行事があります。

４ 部活動等
運動部、文化部あわせておよそ30の部があります。

［少林寺拳法部］

関東高等学校少林寺拳法選抜大会（女子単独演武、女

子団体演武）出場、全国高等学校少林寺拳法選抜大会

（女子組演武、男子自由単独演武）出場

［バトン部］

United Spirit Association Nationals 2021全国選手

権大会高校編成Song/Pom部門Large第6位、

全日本学生チアダンス選手権大会決勝大会Pom部門高校

生Large編成出場

［陸上競技部］

全国高等学校総合体育大会陸上競技神奈川県大会100ｍ

H7位入賞

［写真部］

神奈川県高等学校写真連盟 写真コンテスト特選、神奈

川県高等学校写真連盟 写真コンテスト佳作、神奈川県

高等学校写真連盟 写真コンテスト入選、神奈川県高等

学校写真連盟 鎌倉江ノ島撮影会写真コンテスト 佳作

［水泳部］

関東高等学校水泳競技大会神奈川県予選会出場、神奈

川県高等学校新人水泳競技大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

［ライフル射撃部］

関東高等学校ライフル射撃競技大会ビームライフル男

子個人4位、関東高等学校ライフル射撃競技大会ビーム

ライフル男子団体出場、関東高等学校ライフル射撃競

技選抜大会ビームピストル男子個人出場

［吹奏楽部］

東関東吹奏楽コンクール銀賞、神奈川県アンサンブル

コンテスト銅賞

［卓球部］

関東高等学校卓球大会神奈川県予選会出場

［ワンダーフォーゲル部］

神奈川県高等学校総合体育大会スポーツクライミング

大会男子（ボルダー・リード・スピード部門）優勝、

全国高等学校スポーツクライミング選手権大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

『夢の実現へ』
～夢をもち、夢を語り、夢を実現する～

「質の高い文武両道」「社会に貢献自主・自律」を柱と

して、「知・徳・体」のバランスのとれた人材を育成し

ます。そして、海老名高校の３年間はとにかく熱い！！

授業中は真剣に取り組み、空いている時間は有効に活

用し、自己のより高い進路実現に向けて学習に励みます。

学校行事も部活動も全力投球。仲間と切磋琢磨し協働し

取り組むプロセスは人間力を高めます。「日々の努力と

全力で物事に取り組む姿勢が大きな達成感を生む！！」

３年間の充実した海老高Lifeを送ることができます。

体育祭でのダンス
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市



海老名高校とは
本校は、昭和 54 年に開校し令和４年度で 44 年目を迎

えます。ほとんどの生徒が上級学校への進学を目指して

おり、知・徳・体の調和した、誠実で自主的な実践力の

ある人間の育成を目指します。

神奈川県のほぼ中央、海老名市にあり厚木駅から約 12

分、海老名駅から約20分と２駅利用できる交通の便の良

い場所にあります。学校周辺は住宅と田畑に囲まれ、静

かな環境で学ぶことができます。部活動や学校行事が盛

んで、元気で活力のある学校です。環境に配慮し、太陽

光発電設備も有しています。

海老名高校の特色

・一人ひとりの高い「志」の実現

・バランスのとれた人間

・生涯学び続ける力

１ 教育課程
・２学期制です。

・50分で週31時間の授業を実施しています。

・１年生では共通した科目を学習し、基礎学力の充実を

はかります。

英語、数学、国語を重視するとともに理科の物理基礎、

化学基礎、生物基礎の３科目を学習し、将来の進路選

択につなげます。

・２年生からは進路に沿った科目を学習し、文系、理系

へ緩やかに移行します。

・３年生では応用力を強化し、進路に合わせた科目を学

習し、第一志望の進路実現を目指します。

・各学年ともに、ICT を活用した宿題等の家庭学習や長

期休業中に補講（講習）の時間を設定し、学力を伸ば

していきます。

２ 進路指導
卒業後の進路先を決めるだけの進路指導ではなく､高

大連携、外部講師によるさまざまなキャリア教育に関す

るガイダンス・講演会の実施、キャリアカウンセリング

の充実等、将来設計を見据えたキャリア教育を推進して

います。毎年ほぼ 100％の生徒が進学を希望しており、

難関私立大学の合格率も年々増加しています。

○令和３年度（令和４年３月卒業生）進学状況

・国公立大学…横浜国立大学、静岡大学、山梨大学、

電気通信大学、東京海洋大学、東京学芸大学、東京都

立大学

・主な私立大学…早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、青山学院大学、法政大学、明治大学、

立教大学、中央大学、学習院大学等

主な指定校推薦（大学）

青山学院大学、学習院大学、専修大学、中央大学、

東京理科大学、法政大学、明治大学、立教大学等

所在地：海老名市中新田１丁目26番１号 〒243-0422

電 話：046(232)2231

ＦＡＸ：046(231)1762

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

創 立：昭和54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 401 394 387 1182 

学 級 数 10 10 10 30

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

神奈川県立 海老名
え び な

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ相模線・小田急線厚木駅より

・徒歩約12分

●ＪＲ相模線・小田急線・相鉄線海老名駅より

・徒歩約20分

県立
海老名高校

３ 学校行事

４月
入学式・対面式・新入生オリエンテーション・

振り返り型テスト（１、２年）・社会見学

５月
身体計測・体力テスト・前期中間試験・教育実

習・進路説明会（３年）

６月 教育実習・皐月祭（体育部門）・前期期末試験

７月 球技大会・夏季補習・部活動合宿

８月 夏季補習・学校説明会・皐月祭（文化部門）

９月
課題テスト(１、２年)・模擬試験（３年）・

終業式

10月
修学旅行（２年）・後期第１中間試験・学校説

明会・模擬試験（３年）

11月
模擬試験（全学年）・地域貢献活動（１年）、

防災活動

12月 後期第２中間試験・学校説明会

１月 課題テスト(１、２年)、校内模試（１年）

２月 模擬試験(２年)

３月 卒業式・学年末試験・球技大会・修了式

≪皐月
さつき

祭
さい

（体育部門）≫
誕生月によって４つの組に分かれ「ダンス」、綱引

き・騎馬戦・リレーなどの「競技」、何枚ものベニヤ板

を使った大装飾「デコ」の採点で得点を競います。特に、

前年の冬から練習している「ダンス」は、毎年各組とも

素晴らしい演技を披露してくれます。この行事を通じて、

学年を超えた強い団結が生まれます。

≪皐月
さつき

祭
さい

（文化部門）≫
クラス、部活動、有志団体が趣向を凝らして参加しま

す。参加団体は早い時期から企画を練り、校内選考など

を経て当日を迎えるので、完成度の高い作品や発表が盛

りだくさんの文化祭です。後夜祭はバンドの演奏やフォ

ークダンスで盛り上がり、年間を通して全校生徒で回収

したアルミ缶の収益金で花火を打ち上げます。美しい花

火に学校全体が大きな感動に包まれます。

その他、各クラスが優勝を目指して頑張る球技大会、

各部がユニークな企画で部活動の様子を紹介する新入生

オリエンテーションなど、たくさんの行事があります。

４ 部活動等
運動部、文化部あわせておよそ30の部があります。

［少林寺拳法部］

関東高等学校少林寺拳法選抜大会（女子単独演武、女

子団体演武）出場、全国高等学校少林寺拳法選抜大会

（女子組演武、男子自由単独演武）出場

［バトン部］

United Spirit Association Nationals 2021全国選手

権大会高校編成Song/Pom部門Large第6位、

全日本学生チアダンス選手権大会決勝大会Pom部門高校

生Large編成出場

［陸上競技部］

全国高等学校総合体育大会陸上競技神奈川県大会100ｍ

H7位入賞

［写真部］

神奈川県高等学校写真連盟 写真コンテスト特選、神奈

川県高等学校写真連盟 写真コンテスト佳作、神奈川県

高等学校写真連盟 写真コンテスト入選、神奈川県高等

学校写真連盟 鎌倉江ノ島撮影会写真コンテスト 佳作

［水泳部］

関東高等学校水泳競技大会神奈川県予選会出場、神奈

川県高等学校新人水泳競技大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

［ライフル射撃部］

関東高等学校ライフル射撃競技大会ビームライフル男

子個人4位、関東高等学校ライフル射撃競技大会ビーム

ライフル男子団体出場、関東高等学校ライフル射撃競

技選抜大会ビームピストル男子個人出場

［吹奏楽部］

東関東吹奏楽コンクール銀賞、神奈川県アンサンブル

コンテスト銅賞

［卓球部］

関東高等学校卓球大会神奈川県予選会出場

［ワンダーフォーゲル部］

神奈川県高等学校総合体育大会スポーツクライミング

大会男子（ボルダー・リード・スピード部門）優勝、

全国高等学校スポーツクライミング選手権大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

『夢の実現へ』
～夢をもち、夢を語り、夢を実現する～

「質の高い文武両道」「社会に貢献自主・自律」を柱と

して、「知・徳・体」のバランスのとれた人材を育成し

ます。そして、海老名高校の３年間はとにかく熱い！！

授業中は真剣に取り組み、空いている時間は有効に活

用し、自己のより高い進路実現に向けて学習に励みます。

学校行事も部活動も全力投球。仲間と切磋琢磨し協働し

取り組むプロセスは人間力を高めます。「日々の努力と

全力で物事に取り組む姿勢が大きな達成感を生む！！」

３年間の充実した海老高Lifeを送ることができます。
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海老名高校とは
本校は、昭和 54 年に開校し令和４年度で 44 年目を迎

えます。ほとんどの生徒が上級学校への進学を目指して

おり、知・徳・体の調和した、誠実で自主的な実践力の

ある人間の育成を目指します。

神奈川県のほぼ中央、海老名市にあり厚木駅から約 12

分、海老名駅から約20分と２駅利用できる交通の便の良

い場所にあります。学校周辺は住宅と田畑に囲まれ、静

かな環境で学ぶことができます。部活動や学校行事が盛

んで、元気で活力のある学校です。環境に配慮し、太陽

光発電設備も有しています。

海老名高校の特色

・一人ひとりの高い「志」の実現

・バランスのとれた人間

・生涯学び続ける力

１ 教育課程
・２学期制です。

・50分で週31時間の授業を実施しています。

・１年生では共通した科目を学習し、基礎学力の充実を

はかります。

英語、数学、国語を重視するとともに理科の物理基礎、

化学基礎、生物基礎の３科目を学習し、将来の進路選

択につなげます。

・２年生からは進路に沿った科目を学習し、文系、理系

へ緩やかに移行します。

・３年生では応用力を強化し、進路に合わせた科目を学

習し、第一志望の進路実現を目指します。

・各学年ともに、ICT を活用した宿題等の家庭学習や長

期休業中に補講（講習）の時間を設定し、学力を伸ば

していきます。

２ 進路指導
卒業後の進路先を決めるだけの進路指導ではなく､高

大連携、外部講師によるさまざまなキャリア教育に関す

るガイダンス・講演会の実施、キャリアカウンセリング

の充実等、将来設計を見据えたキャリア教育を推進して

います。毎年ほぼ 100％の生徒が進学を希望しており、

難関私立大学の合格率も年々増加しています。

○令和３年度（令和４年３月卒業生）進学状況

・国公立大学…横浜国立大学、静岡大学、山梨大学、

電気通信大学、東京海洋大学、東京学芸大学、東京都

立大学

・主な私立大学…早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、青山学院大学、法政大学、明治大学、

立教大学、中央大学、学習院大学等

主な指定校推薦（大学）

青山学院大学、学習院大学、専修大学、中央大学、

東京理科大学、法政大学、明治大学、立教大学等

所在地：海老名市中新田１丁目26番１号 〒243-0422

電 話：046(232)2231

ＦＡＸ：046(231)1762

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

創 立：昭和54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 401 394 387 1182

学 級 数 10 10 10 30

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 海老名
え び な

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ相模線・小田急線厚木駅より

・徒歩約12分

●ＪＲ相模線・小田急線・相鉄線海老名駅より

・徒歩約20分

県立
海老名高校

３ 学校行事

４月
入学式・対面式・新入生オリエンテーション・

振り返り型テスト（１、２年）・社会見学

５月
身体計測・体力テスト・前期中間試験・教育実

習・進路説明会（３年）

６月 教育実習・皐月祭（体育部門）・前期期末試験

７月 球技大会・夏季補習・部活動合宿

８月 夏季補習・学校説明会・皐月祭（文化部門）

９月
課題テスト(１、２年)・模擬試験（３年）・

終業式

10月
修学旅行（２年）・後期第１中間試験・学校説

明会・模擬試験（３年）

11月
模擬試験（全学年）・地域貢献活動（１年）、

防災活動

12月 後期第２中間試験・学校説明会

１月 課題テスト(１、２年)、校内模試（１年）

２月 模擬試験(２年) 

３月 卒業式・学年末試験・球技大会・修了式

≪皐月
さつき

祭
さい

（体育部門）≫
誕生月によって４つの組に分かれ「ダンス」、綱引

き・騎馬戦・リレーなどの「競技」、何枚ものベニヤ板

を使った大装飾「デコ」の採点で得点を競います。特に、

前年の冬から練習している「ダンス」は、毎年各組とも

素晴らしい演技を披露してくれます。この行事を通じて、

学年を超えた強い団結が生まれます。

≪皐月
さつき

祭
さい

（文化部門）≫
クラス、部活動、有志団体が趣向を凝らして参加しま

す。参加団体は早い時期から企画を練り、校内選考など

を経て当日を迎えるので、完成度の高い作品や発表が盛

りだくさんの文化祭です。後夜祭はバンドの演奏やフォ

ークダンスで盛り上がり、年間を通して全校生徒で回収

したアルミ缶の収益金で花火を打ち上げます。美しい花

火に学校全体が大きな感動に包まれます。

その他、各クラスが優勝を目指して頑張る球技大会、

各部がユニークな企画で部活動の様子を紹介する新入生

オリエンテーションなど、たくさんの行事があります。

４ 部活動等
運動部、文化部あわせておよそ30の部があります。

［少林寺拳法部］

関東高等学校少林寺拳法選抜大会（女子単独演武、女

子団体演武）出場、全国高等学校少林寺拳法選抜大会

（女子組演武、男子自由単独演武）出場

［バトン部］

United Spirit Association Nationals 2021全国選手

権大会高校編成Song/Pom部門Large第6位、

全日本学生チアダンス選手権大会決勝大会Pom部門高校

生Large編成出場

［陸上競技部］

全国高等学校総合体育大会陸上競技神奈川県大会100ｍ

H7位入賞

［写真部］

神奈川県高等学校写真連盟 写真コンテスト特選、神奈

川県高等学校写真連盟 写真コンテスト佳作、神奈川県

高等学校写真連盟 写真コンテスト入選、神奈川県高等

学校写真連盟 鎌倉江ノ島撮影会写真コンテスト 佳作

［水泳部］

関東高等学校水泳競技大会神奈川県予選会出場、神奈

川県高等学校新人水泳競技大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

［ライフル射撃部］

関東高等学校ライフル射撃競技大会ビームライフル男

子個人4位、関東高等学校ライフル射撃競技大会ビーム

ライフル男子団体出場、関東高等学校ライフル射撃競

技選抜大会ビームピストル男子個人出場

［吹奏楽部］

東関東吹奏楽コンクール銀賞、神奈川県アンサンブル

コンテスト銅賞

［卓球部］

関東高等学校卓球大会神奈川県予選会出場

［ワンダーフォーゲル部］

神奈川県高等学校総合体育大会スポーツクライミング

大会男子（ボルダー・リード・スピード部門）優勝、

全国高等学校スポーツクライミング選手権大会出場

［合唱部］

関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト出場

『夢の実現へ』
～夢をもち、夢を語り、夢を実現する～

「質の高い文武両道」「社会に貢献自主・自律」を柱と

して、「知・徳・体」のバランスのとれた人材を育成し

ます。そして、海老名高校の３年間はとにかく熱い！！

授業中は真剣に取り組み、空いている時間は有効に活

用し、自己のより高い進路実現に向けて学習に励みます。

学校行事も部活動も全力投球。仲間と切磋琢磨し協働し

取り組むプロセスは人間力を高めます。「日々の努力と

全力で物事に取り組む姿勢が大きな達成感を生む！！」

３年間の充実した海老高Lifeを送ることができます。
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���た学����� ��かな生�����る�学校国際��教育���

所在地：海老名市社家5-27-1 〒243-0424

電 話：046(238)1333

ＦＡＸ：046(238)7980

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

創 立：昭和58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 318 315 309 942

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関

●ＪＲ相模線社家（しゃけ）駅より

・徒歩12分
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※全国大会 少林寺拳法
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���た学����� ��かな生�����る�学校国際��教育���

所在地：海老名市社家5-27-1 〒243-0424

電 話：046(238)1333

ＦＡＸ：046(238)7980

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

創 立：昭和58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 318 315 309 942 

学 級 数 ８ ８ ８ 24

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関

●ＪＲ相模線社家（しゃけ）駅より

・徒歩12分
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高校生活を彩るさまざまな学校行事

入学から卒業までを見据えたキャリア教育
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※関東大会 写真

※全国大会 少林寺拳法
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���た学����� ��かな生�����る�学校国際��教育���

所在地：海老名市社家5-27-1 〒243-0424

電 話：046(238)1333

ＦＡＸ：046(238)7980

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

創 立：昭和58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 318 315 309 942

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関

●ＪＲ相模線社家（しゃけ）駅より

・徒歩12分
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海
老
名
市

���た学����� ��かな生�����る�学校国際��教育���

所在地：海老名市社家5-27-1 〒243-0424

電 話：046(238)1333

ＦＡＸ：046(238)7980

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

創 立：昭和58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 318 315 309 942 

学 級 数 ８ ８ ８ 24

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関

●ＪＲ相模線社家（しゃけ）駅より

・徒歩12分
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高校生活を彩るさまざまな学校行事

入学から卒業までを見据えたキャリア教育
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※関東大会 写真

※全国大会 少林寺拳法
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教育活動の特徴

�しっかり勉強 学�の��

��の高い授業

�理�科学教育の�進

���教育の�実

�きっちり生活 �活の��

�����の向上

�学校行事の活性化

�マナーの向上

�がっちり部活���外活動の��

�高いレベルでの学習との�立

�主体性と�続力の��

�地域・�会への��

�じっくり進路����進路の��

      �キャリアデザインプログラム

      �情報提供と個別支援

      �実力テスト・模擬試験の�実

����と����

��進路を実現できる力を�けるため、��･�本の�実

はもち�ん、各教科で発展的な学習内容にも�り�んでいま

す。また、�学や��では少人�授業・習�度別学習を行っ

ています。

学習する科目は１・�学年では�本的に�通ですが、３学

年では理�・文�に分かれます。多彩な��科目もあり、�

�進路の実現に向け、学習を�めていきます。

また、��制（�・後�）をとる�とによって、最大�の

授業時間�を�保しています。

���学教育と���探究���・「��探究」

理�科学教育の��を�進して�り、���は 1 年�後�

に「理�探究��」を��する�とができます。�年�以�

の「理�探究」を含め、発展的な学習や実験等が行われ、企

業・大学に出向いて最��の�究分野に�れる�とができる

等、他の授業では学べない高度な内容を学��とができます。

�����ート

���には、よりハイレベルな「講習」が早朝や放�後に

行われているほか、���業中に「講習・�習�間」が設け

られ、理�度や目的に合わせた多�なサポートを受ける�と

ができます。

所在地：座間市入谷西五丁目11番１号 〒252-0029

電 話：046(253)2011

ＦＡＸ：046(252)5452

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

創 立：昭和47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 278 273 273 824

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

●小田急線座間駅より

・徒歩７分

●ＪＲ相模線入谷駅より

・徒歩７分

座間高の学�の��    

進路指導からキャリアデザインへ

  夢の実現に向け、一人ひとりの「キャリアデザイン」を強

力にバックアップするプログラムと指導体制が整っています。

学年ごとの「ハンドブック」・「キャリア通信」

  「キャリアデザインハンドブック」には、大学入試制度の

説明や進路状況・合格体験記等、学年ごとに必要な情報が満

載されています。

また、毎月発行される「キャリア通信」では、タイムリー

な進路情報が提供されます。

ステップアップする探究活動

「総合的な探究の時間」で、各自の将来につながる探究活

動をします。方法･内容とも徐々にステップアップさせなが

ら進路を絞り込んでいきます。

キャリアデザインを支援するイベント

入学当初から３年の受験時まで、進路ガイダンス、大学模

擬授業（分野別の大学教授講義）など、キャリアデザインを

支援するイベントがあります。

データを活用した進路指導

  進路適性診断・学習到達度検査・校外模試など、客観的な

データを振り返り、自身の適性や問題点の把握、目標設定に

役立てます。データは、面談時の資料としても活用されます。

      令和３年度合格大学

国公立大学 … 東京工業大学、群馬大学、茨城大学、

       横浜国立大学、神奈川県立保健福祉大学

私立大学 … 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、学習院大学、青山学院大学、

明治大学、立教大学、中央大学、

法政大学、等

  

座間高校は、部活動がたいへん活発です。運動部20団体と文

化部 11 団体、同好会１団体、加入率は 92％を超えています。

（令和３年度）

  

近年では、創作舞踊部・放送部・吹奏楽部・女子バスケット

ボール部・少林寺拳法部が全国大会、また、陸上競技部・女子

バスケットボール部・少林寺拳法部が関東大会に出場し、活躍

しています。

大会以外の活動としては、吹奏楽部・創作舞踊部の座間養護

学校・地域保育園との交流が続いています。また、野球部の校

外清掃活動や放送部の校外イベントの司会など、地域活動も大

切にしています。

サッカー部・バスケットボール部・吹奏楽部・ハンドボール

部・バレーボール部など、中学生との合同練習・合同行事を行

っている部が多いのも特徴です。

生徒会主催の行事「体育祭(６月)」「文化祭(９月)」「球技

大会(７・３月)」はどれも、実行委員生徒がそのほとんどを企

画・運営し、多くの部活動部員がそれをサポートしています。

また、本校の卒業式で恒例となっている合唱は練習・運営も含

めて、すべて生徒の手で行われています。

※ コロナ禍により、行事内容は変更されています。

体育祭

赤・青・黄の３団に分かれての対抗戦形式です。

各団とも色鮮やかな個性あふれるパネルを作成し、昼にはダ

ンスパフォーマンスで盛大な応援合戦があり、たいへん盛り上

がります。20人21脚は

各クラスとも朝練を積ん

で臨み、びっくりするよ

うなスピードで駆けぬけ

る姿がみられます。

文化祭

体育館・中庭・教室等を使ったステージ発表・販売･展示が

あり、趣向を凝らした企画が揃います。

文化部の発表･クラ

ス企画の他、有志や発

表系の運動部も参加し

ます。また、後夜祭の

最後には、本格的な打

ち上げ花火が夜空を彩

ります。

  

中学生の皆さんへ
令和３年度学校説明会の日程

・公私合同説明・相談会 ８月５日（金） ハーモニーホール座間

・夏の学校説明会 ８月１7日（水）座間高校視聴覚室

        8月18日（木）座間高校視聴覚室

  � ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・個別相談会（文化祭） ９月３日（土） 座間高校

          ９月４日（日） 座間高校

・秋の学校説明会 １０月２２日（土） 座間高校体育館

   � ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・冬の学校説明会 １２月１７日（土） 座間高校視聴覚室

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

各学校説明会の時間など詳細については、確定次第

学校ＨＰで更新します。

座間高の学校行事

座間高の部活動 ～大会以外の活動もさかんです～

座間高のキャリア教育
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教育活動の特徴

�しっかり勉強 学�の��

��の高い授業  

�理�科学教育の�進

���教育の�実

�きっちり生活 �活の��

�����の向上  

�学校行事の活性化

�マナーの向上

�がっちり部活���外活動の��

�高いレベルでの学習との�立

�主体性と�続力の��

�地域・�会への��

�じっくり進路����進路の��

      �キャリアデザインプログラム

      �情報提供と個別支援

      �実力テスト・模擬試験の�実

����と����

��進路を実現できる力を�けるため、��･�本の�実

はもち�ん、各教科で発展的な学習内容にも�り�んでいま

す。また、�学や��では少人�授業・習�度別学習を行っ

ています。

学習する科目は１・�学年では�本的に�通ですが、３学

年では理�・文�に分かれます。多彩な��科目もあり、�

�進路の実現に向け、学習を�めていきます。

また、��制（�・後�）をとる�とによって、最大�の

授業時間�を�保しています。

���学教育と���探究���・「��探究」

理�科学教育の��を�進して�り、���は 1 年�後�

に「理�探究��」を��する�とができます。�年�以�

の「理�探究」を含め、発展的な学習や実験等が行われ、企

業・大学に出向いて最��の�究分野に�れる�とができる

等、他の授業では学べない高度な内容を学��とができます。

�����ート

���には、よりハイレベルな「講習」が早朝や放�後に

行われているほか、���業中に「講習・�習�間」が設け

られ、理�度や目的に合わせた多�なサポートを受ける�と

ができます。  

所在地：座間市入谷西五丁目11番１号 〒252-0029 

電 話：046(253)2011

ＦＡＸ：046(252)5452

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

創 立：昭和47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 278 273 273 824 

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

●小田急線座間駅より

・徒歩７分

●ＪＲ相模線入谷駅より

・徒歩７分

座間高の学�の��    

進路指導からキャリアデザインへ

夢の実現に向け、一人ひとりの「キャリアデザイン」を強

力にバックアップするプログラムと指導体制が整っています。

学年ごとの「ハンドブック」・「キャリア通信」

「キャリアデザインハンドブック」には、大学入試制度の

説明や進路状況・合格体験記等、学年ごとに必要な情報が満

載されています。

また、毎月発行される「キャリア通信」では、タイムリー

な進路情報が提供されます。

ステップアップする探究活動

「総合的な探究の時間」で、各自の将来につながる探究活

動をします。方法･内容とも徐々にステップアップさせなが

ら進路を絞り込んでいきます。

キャリアデザインを支援するイベント

入学当初から３年の受験時まで、進路ガイダンス、大学模

擬授業（分野別の大学教授講義）など、キャリアデザインを

支援するイベントがあります。

データを活用した進路指導

進路適性診断・学習到達度検査・校外模試など、客観的な

データを振り返り、自身の適性や問題点の把握、目標設定に

役立てます。データは、面談時の資料としても活用されます。

      令和３年度合格大学

国公立大学 … 東京工業大学、群馬大学、茨城大学、

       横浜国立大学、神奈川県立保健福祉大学

私立大学 … 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、学習院大学、青山学院大学、

明治大学、立教大学、中央大学、

法政大学、等

座間高校は、部活動がたいへん活発です。運動部20団体と文

化部 11 団体、同好会１団体、加入率は 92％を超えています。

（令和３年度）

近年では、創作舞踊部・放送部・吹奏楽部・女子バスケット

ボール部・少林寺拳法部が全国大会、また、陸上競技部・女子

バスケットボール部・少林寺拳法部が関東大会に出場し、活躍

しています。

大会以外の活動としては、吹奏楽部・創作舞踊部の座間養護

学校・地域保育園との交流が続いています。また、野球部の校

外清掃活動や放送部の校外イベントの司会など、地域活動も大

切にしています。

サッカー部・バスケットボール部・吹奏楽部・ハンドボール

部・バレーボール部など、中学生との合同練習・合同行事を行

っている部が多いのも特徴です。

生徒会主催の行事「体育祭(６月)」「文化祭(９月)」「球技

大会(７・３月)」はどれも、実行委員生徒がそのほとんどを企

画・運営し、多くの部活動部員がそれをサポートしています。

また、本校の卒業式で恒例となっている合唱は練習・運営も含

めて、すべて生徒の手で行われています。

※ コロナ禍により、行事内容は変更されています。

体育祭

赤・青・黄の３団に分かれての対抗戦形式です。

各団とも色鮮やかな個性あふれるパネルを作成し、昼にはダ

ンスパフォーマンスで盛大な応援合戦があり、たいへん盛り上

がります。20人21脚は

各クラスとも朝練を積ん

で臨み、びっくりするよ

うなスピードで駆けぬけ

る姿がみられます。

文化祭

体育館・中庭・教室等を使ったステージ発表・販売･展示が

あり、趣向を凝らした企画が揃います。

文化部の発表･クラ

ス企画の他、有志や発

表系の運動部も参加し

ます。また、後夜祭の

最後には、本格的な打

ち上げ花火が夜空を彩

ります。

中学生の皆さんへ
令和３年度学校説明会の日程

・公私合同説明・相談会 ８月５日（金） ハーモニーホール座間

・夏の学校説明会 ８月１7日（水）座間高校視聴覚室

        8月18日（木）座間高校視聴覚室

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・個別相談会（文化祭） ９月３日（土） 座間高校

          ９月４日（日） 座間高校

・秋の学校説明会 １０月２２日（土） 座間高校体育館

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・冬の学校説明会 １２月１７日（土） 座間高校視聴覚室

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

各学校説明会の時間など詳細については、確定次第

学校ＨＰで更新します。

座間高の学校行事

座間高の部活動 ～大会以外の活動もさかんです～

座間高のキャリア教育
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教育活動の特徴

�しっかり勉強 学�の��

��の高い授業

�理�科学教育の�進

���教育の�実

�きっちり生活 �活の��

�����の向上

�学校行事の活性化

�マナーの向上

�がっちり部活���外活動の��

�高いレベルでの学習との�立

�主体性と�続力の��

�地域・�会への��

�じっくり進路����進路の��

      �キャリアデザインプログラム

      �情報提供と個別支援

      �実力テスト・模擬試験の�実

����と����

��進路を実現できる力を�けるため、��･�本の�実

はもち�ん、各教科で発展的な学習内容にも�り�んでいま

す。また、�学や��では少人�授業・習�度別学習を行っ

ています。

学習する科目は１・�学年では�本的に�通ですが、３学

年では理�・文�に分かれます。多彩な��科目もあり、�

�進路の実現に向け、学習を�めていきます。

また、��制（�・後�）をとる�とによって、最大�の

授業時間�を�保しています。

���学教育と���探究���・「��探究」

理�科学教育の��を�進して�り、���は 1 年�後�

に「理�探究��」を��する�とができます。�年�以�

の「理�探究」を含め、発展的な学習や実験等が行われ、企

業・大学に出向いて最��の�究分野に�れる�とができる

等、他の授業では学べない高度な内容を学��とができます。

�����ート

���には、よりハイレベルな「講習」が早朝や放�後に

行われているほか、���業中に「講習・�習�間」が設け

られ、理�度や目的に合わせた多�なサポートを受ける�と

ができます。

所在地：座間市入谷西五丁目11番１号 〒252-0029

電 話：046(253)2011

ＦＡＸ：046(252)5452

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

創 立：昭和47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 278 273 273 824

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

●小田急線座間駅より

・徒歩７分

●ＪＲ相模線入谷駅より

・徒歩７分

座間高の学�の��    

進路指導からキャリアデザインへ

  夢の実現に向け、一人ひとりの「キャリアデザイン」を強

力にバックアップするプログラムと指導体制が整っています。

学年ごとの「ハンドブック」・「キャリア通信」

  「キャリアデザインハンドブック」には、大学入試制度の

説明や進路状況・合格体験記等、学年ごとに必要な情報が満

載されています。

また、毎月発行される「キャリア通信」では、タイムリー

な進路情報が提供されます。

ステップアップする探究活動

「総合的な探究の時間」で、各自の将来につながる探究活

動をします。方法･内容とも徐々にステップアップさせなが

ら進路を絞り込んでいきます。

キャリアデザインを支援するイベント

入学当初から３年の受験時まで、進路ガイダンス、大学模

擬授業（分野別の大学教授講義）など、キャリアデザインを

支援するイベントがあります。

データを活用した進路指導

  進路適性診断・学習到達度検査・校外模試など、客観的な

データを振り返り、自身の適性や問題点の把握、目標設定に

役立てます。データは、面談時の資料としても活用されます。

      令和３年度合格大学

国公立大学 … 東京工業大学、群馬大学、茨城大学、

       横浜国立大学、神奈川県立保健福祉大学

私立大学 … 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、学習院大学、青山学院大学、

明治大学、立教大学、中央大学、

法政大学、等

  

座間高校は、部活動がたいへん活発です。運動部20団体と文

化部 11 団体、同好会１団体、加入率は 92％を超えています。

（令和３年度）

  

近年では、創作舞踊部・放送部・吹奏楽部・女子バスケット

ボール部・少林寺拳法部が全国大会、また、陸上競技部・女子

バスケットボール部・少林寺拳法部が関東大会に出場し、活躍

しています。

大会以外の活動としては、吹奏楽部・創作舞踊部の座間養護

学校・地域保育園との交流が続いています。また、野球部の校

外清掃活動や放送部の校外イベントの司会など、地域活動も大

切にしています。

サッカー部・バスケットボール部・吹奏楽部・ハンドボール

部・バレーボール部など、中学生との合同練習・合同行事を行

っている部が多いのも特徴です。

生徒会主催の行事「体育祭(６月)」「文化祭(９月)」「球技

大会(７・３月)」はどれも、実行委員生徒がそのほとんどを企

画・運営し、多くの部活動部員がそれをサポートしています。

また、本校の卒業式で恒例となっている合唱は練習・運営も含

めて、すべて生徒の手で行われています。

※ コロナ禍により、行事内容は変更されています。

体育祭

赤・青・黄の３団に分かれての対抗戦形式です。

各団とも色鮮やかな個性あふれるパネルを作成し、昼にはダ

ンスパフォーマンスで盛大な応援合戦があり、たいへん盛り上

がります。20人21脚は

各クラスとも朝練を積ん

で臨み、びっくりするよ

うなスピードで駆けぬけ

る姿がみられます。

文化祭

体育館・中庭・教室等を使ったステージ発表・販売･展示が

あり、趣向を凝らした企画が揃います。

文化部の発表･クラ

ス企画の他、有志や発

表系の運動部も参加し

ます。また、後夜祭の

最後には、本格的な打

ち上げ花火が夜空を彩

ります。

  

中学生の皆さんへ
令和３年度学校説明会の日程

・公私合同説明・相談会 ８月５日（金） ハーモニーホール座間

・夏の学校説明会 ８月１7日（水）座間高校視聴覚室

        8月18日（木）座間高校視聴覚室

  � ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・個別相談会（文化祭） ９月３日（土） 座間高校

          ９月４日（日） 座間高校

・秋の学校説明会 １０月２２日（土） 座間高校体育館

   � ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・冬の学校説明会 １２月１７日（土） 座間高校視聴覚室

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

各学校説明会の時間など詳細については、確定次第

学校ＨＰで更新します。

座間高の学校行事

座間高の部活動 ～大会以外の活動もさかんです～

座間高のキャリア教育
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教育活動の特徴

�しっかり勉強 学�の��

��の高い授業  

�理�科学教育の�進

���教育の�実

�きっちり生活 �活の��

�����の向上  

�学校行事の活性化

�マナーの向上

�がっちり部活���外活動の��

�高いレベルでの学習との�立

�主体性と�続力の��

�地域・�会への��

�じっくり進路����進路の��

  �キャリアデザインプログラム

      �情報提供と個別支援

      �実力テスト・模擬試験の�実

����と����

��進路を実現できる力を�けるため、��･�本の�実

はもち�ん、各教科で発展的な学習内容にも�り�んでいま

す。また、�学や��では少人�授業・習�度別学習を行っ

ています。

学習する科目は１・�学年では�本的に�通ですが、３学

年では理�・文�に分かれます。多彩な��科目もあり、�

�進路の実現に向け、学習を�めていきます。

また、��制（�・後�）をとる�とによって、最大�の

授業時間�を�保しています。

���学教育と���探究���・「��探究」

理�科学教育の��を�進して�り、���は 1 年�後�

に「理�探究��」を��する�とができます。�年�以�

の「理�探究」を含め、発展的な学習や実験等が行われ、企

業・大学に出向いて最��の�究分野に�れる�とができる

等、他の授業では学べない高度な内容を学��とができます。

�����ート

���には、よりハイレベルな「講習」が早朝や放�後に

行われているほか、���業中に「講習・�習�間」が設け

られ、理�度や目的に合わせた多�なサポートを受ける�と

ができます。  

所在地：座間市入谷西五丁目11番１号 〒252-0029 

電 話：046(253)2011

ＦＡＸ：046(252)5452

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

創 立：昭和47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 278 273 273 824 

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

●小田急線座間駅より

・徒歩７分

●ＪＲ相模線入谷駅より

・徒歩７分

座間高の学�の��    

進路指導からキャリアデザインへ

夢の実現に向け、一人ひとりの「キャリアデザイン」を強

力にバックアップするプログラムと指導体制が整っています。

学年ごとの「ハンドブック」・「キャリア通信」

「キャリアデザインハンドブック」には、大学入試制度の

説明や進路状況・合格体験記等、学年ごとに必要な情報が満

載されています。

また、毎月発行される「キャリア通信」では、タイムリー

な進路情報が提供されます。

ステップアップする探究活動

「総合的な探究の時間」で、各自の将来につながる探究活

動をします。方法･内容とも徐々にステップアップさせなが

ら進路を絞り込んでいきます。

キャリアデザインを支援するイベント

入学当初から３年の受験時まで、進路ガイダンス、大学模

擬授業（分野別の大学教授講義）など、キャリアデザインを

支援するイベントがあります。

データを活用した進路指導

進路適性診断・学習到達度検査・校外模試など、客観的な

データを振り返り、自身の適性や問題点の把握、目標設定に

役立てます。データは、面談時の資料としても活用されます。

      令和３年度合格大学

国公立大学 … 東京工業大学、群馬大学、茨城大学、

       横浜国立大学、神奈川県立保健福祉大学

私立大学 … 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、

東京理科大学、学習院大学、青山学院大学、

明治大学、立教大学、中央大学、

法政大学、等

座間高校は、部活動がたいへん活発です。運動部20団体と文

化部 11 団体、同好会１団体、加入率は 92％を超えています。

（令和３年度）

近年では、創作舞踊部・放送部・吹奏楽部・女子バスケット

ボール部・少林寺拳法部が全国大会、また、陸上競技部・女子

バスケットボール部・少林寺拳法部が関東大会に出場し、活躍

しています。

大会以外の活動としては、吹奏楽部・創作舞踊部の座間養護

学校・地域保育園との交流が続いています。また、野球部の校

外清掃活動や放送部の校外イベントの司会など、地域活動も大

切にしています。

サッカー部・バスケットボール部・吹奏楽部・ハンドボール

部・バレーボール部など、中学生との合同練習・合同行事を行

っている部が多いのも特徴です。

生徒会主催の行事「体育祭(６月)」「文化祭(９月)」「球技

大会(７・３月)」はどれも、実行委員生徒がそのほとんどを企

画・運営し、多くの部活動部員がそれをサポートしています。

また、本校の卒業式で恒例となっている合唱は練習・運営も含

めて、すべて生徒の手で行われています。

※ コロナ禍により、行事内容は変更されています。

体育祭

赤・青・黄の３団に分かれての対抗戦形式です。

各団とも色鮮やかな個性あふれるパネルを作成し、昼にはダ

ンスパフォーマンスで盛大な応援合戦があり、たいへん盛り上

がります。20人21脚は

各クラスとも朝練を積ん

で臨み、びっくりするよ

うなスピードで駆けぬけ

る姿がみられます。

文化祭

体育館・中庭・教室等を使ったステージ発表・販売･展示が

あり、趣向を凝らした企画が揃います。

文化部の発表･クラ

ス企画の他、有志や発

表系の運動部も参加し

ます。また、後夜祭の

最後には、本格的な打

ち上げ花火が夜空を彩

ります。

中学生の皆さんへ
令和３年度学校説明会の日程

・公私合同説明・相談会 ８月５日（金） ハーモニーホール座間

・夏の学校説明会 ８月１7日（水）座間高校視聴覚室

        8月18日（木）座間高校視聴覚室

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・個別相談会（文化祭） ９月３日（土） 座間高校

          ９月４日（日） 座間高校

・秋の学校説明会 １０月２２日（土） 座間高校体育館

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

・冬の学校説明会 １２月１７日（土） 座間高校視聴覚室

� ＨＰ上での予約申込になります。（人数制限あり）

各学校説明会の時間など詳細については、確定次第

学校ＨＰで更新します。

座間高の学校行事

座間高の部活動 ～大会以外の活動もさかんです～
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