
教育活動の特徴
～国際理解教育を実践～

国際�会における���や様々な文化の�いを学習し、
国際感�を育てると�時に、国際的な��で活�し��
できるような人�の育成を目指しています。 
◎第二外国語の選択履修
２・３学年の自由選択科目では、フランス語・ド

イツ語・スペイン語・中国語の中から一科目を選択
することができます。これは、�通科の高校では数
少ない本校の��です。 
◎外国人の先生による会話学習
英語と��外国語では、外国人の�生�から生きた

会�を学�ことができます。 

きめ細かな生活指導

�たり�のことが�たり�にできるよう、きめ細や
かな生活指導を行っています。具体的には、��は地
�のまま��すこと、��を�しく�用すること、予
�で�業��を�えること、�業中、携���を�用
しないことな�、みなさ�が安心してしっかり授業に
集中できる環境を�えています。

保土ケ谷高校は、みなさんの個々の可能性をさらに広げ、夢

の実現に向けて、発展させるために様々な取組を行っています。

部活動
～部活動を本気でやるなら保土ケ谷～

◎運動部
自転車競技部・陸上競技部が全国大会出場。���

��、���スケ�ト�ー��、�ドミントン�、�
��が�大会出�な�の�成�を�している�、��
�スケ�ト�ー��、�ニス�、���、�レー�ー
��、�ンス�、��カー�が活�に活動しています。 

◎文化部
コンクー�に出�している����、����の�、

フラ�ーアレン��ント�、���、合唱�、�術�、
�����、ク�キン��な�が�実に活動を行って
います。 

神奈川県立 鶴見
つ る み

高等学校 神���� ��ケ�
� � が や

高�学校 

所在地：横浜市保土ケ谷区川島町1557番地 〒240-0045 

電 話：045(371)7781 

ＦＡＸ：045(371)4560 

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hodogaya-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 318 262 245 825 

学 級 数 ９ ７ ８ 24 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞ 
 利用交通機関 
●ＪＲ線東戸塚駅西口より 
相鉄バス「市沢小学校」行き「環二市沢下町」（15
分）下車徒歩７分 

●相鉄線和田町駅南口より 
相鉄バス「西原住宅」「新桜ヶ丘団地」行き「市沢下
町」（10分）下車徒歩７分 

●相鉄線鶴ヶ峰駅南口より 
相鉄バス旭（75 系統）「くぬぎ台団地」行き「くぬぎ
台団地入口」（５分）下車徒歩７分 

学校��会日程

保土ケ谷高等学校は平成 30 年度より「通級による指導」を

導入しました。通級指導とは、生徒の困りの状況に応じた特

別な指導を特別な場所で受ける指導の形態を言います。

学校行�

～�かな人�性��やかな心�を育�教育～

学校行事では、仲間や芸術とふれあうことで心の豊か

さを育み、生徒が主体的に活動することにより、自主・

自律の精神を養います。また、スポーツ活動を通して、

生徒の気力・体力を高めることを目指します。 

◎���な��の��（課�は国際理解�����）

令和元年度より始まった「総合的な探究の時間」で

は探究課題である「国際理解」と「キャリア(仕事と

生き方)」から自身の身近な課題を設定し、複数年を

かけてそのレポートを完成させます。 

  １年�実�の「���な��の��」行�  

�外からの�学生�の交�会 

          

��������(��)���ス�

毎年、外国語での暗唱の力や表現力を競う大会が開か

れています。令和３年度は英語、フランス語、スペイン

語、中国語、ドイツ語で実施し、とても盛り上がりまし

た。 

�陸上競技大会�����大会・�技大会

学校行事として様々な 

体育的行事を行っていま 

す。体育的行事では個人・ 

クラス単位での表彰があ 

り、高校時代の思い出づ 

くりの一つとして生徒の 

大きな励みになっています。

◎��(いっすい)�

今年度は感染症対策を十分に行いながら、10 月に文化

祭を開催予定です。

◎修学�行

 令和４年度は、沖縄方面へ平和学習を含めた内容での

修学旅行を予定しています。 

�人��り�向き�った��指導

本校では、キャリア教育の充実を図るとともに、生徒

の興味・関心や適性に配慮しながら、一人ひとりの能

力・個性を最大限に伸ばしていけるように、きめ細かな

進路指導を行っています。 

◎�人数学習・習���学習

「英語コミュニケーション�」では、少人数学習を行

っています。また「数学�・�」では、２クラス３展開

の習熟度別学習を行っています。 

◎�様な選択科� 

進路や適性・興味に配慮した自由選択科目が用意され

ており、充実したカリキュラムになっています。 

◎校外学習

地域との連携・交流を図りながら学習する機会を設け

ています。 

◎「���な��の��」での��についての学習

希望する進路の実現に向けて有効な方法を共に考え、

実践できるよう指導しています。１学年においては、自

己理解や職業理解、２学年においては、実際に体験して

みることを中心に、３学年においては個々の進路に応じ

た進路実現のための具体的な指導を行っています。 

◎����

令和４年３月卒業生（41 期）の進路状況は次のとおり

です。 

   �年制大学               81�（27.��） 

 ��大学                  8�（ 2.7�） 

 ��学校�              130�（44.6�） 

 ��大学校                4�（ 1.3�） 

 ��（���・��）    50�（17.2�） 

   �の�               17�（ 5.8�）

◎第１�   ８月28日（日） 保土ケ谷�会� 

       10:30 ��（��10:00～） 

◎第２�  10月22日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

◎第３�  12月３日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

☆詳細は7 月以降の本校HP でご確認ください。 
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～国際理解教育を実践～

国際�会における���や様々な文化の�いを学習し、
国際感�を育てると�時に、国際的な��で活�し��
できるような人�の育成を目指しています。 
◎第二外国語の選択履修
２・３学年の自由選択科目では、フランス語・ド

イツ語・スペイン語・中国語の中から一科目を選択
することができます。これは、�通科の高校では数
少ない本校の��です。 
◎外国人の先生による会話学習
英語と��外国語では、外国人の�生�から生きた

会�を学�ことができます。 

きめ細かな生活指導

�たり�のことが�たり�にできるよう、きめ細や
かな生活指導を行っています。具体的には、��は地
�のまま��すこと、��を�しく�用すること、予
�で�業��を�えること、�業中、携���を�用
しないことな�、みなさ�が安心してしっかり授業に
集中できる環境を�えています。

保土ケ谷高校は、みなさんの個々の可能性をさらに広げ、夢

の実現に向けて、発展させるために様々な取組を行っています。

部活動
～部活動を本気でやるなら保土ケ谷～

◎運動部
自転車競技部・陸上競技部が全国大会出場。���

��、���スケ�ト�ー��、�ドミントン�、�
��が�大会出�な�の�成�を�している�、��
�スケ�ト�ー��、�ニス�、���、�レー�ー
��、�ンス�、��カー�が活�に活動しています。 

◎文化部
コンクー�に出�している����、����の�、

フラ�ーアレン��ント�、���、合唱�、�術�、
�����、ク�キン��な�が�実に活動を行って
います。 

神奈川県立 鶴見
つ る み

高等学校 神���� ��ケ�
� � が や

高�学校 

所在地：横浜市保土ケ谷区川島町1557番地 〒240-0045 

電 話：045(371)7781 

ＦＡＸ：045(371)4560 

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hodogaya-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 318 262 245 825 

学 級 数 ９ ７ ８ 24 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞ 
 利用交通機関 
●ＪＲ線東戸塚駅西口より 
相鉄バス「市沢小学校」行き「環二市沢下町」（15
分）下車徒歩７分 

●相鉄線和田町駅南口より 
相鉄バス「西原住宅」「新桜ヶ丘団地」行き「市沢下
町」（10分）下車徒歩７分 

●相鉄線鶴ヶ峰駅南口より 
相鉄バス旭（75 系統）「くぬぎ台団地」行き「くぬぎ
台団地入口」（５分）下車徒歩７分 

学校��会日程

保土ケ谷高等学校は平成 30 年度より「通級による指導」を

導入しました。通級指導とは、生徒の困りの状況に応じた特

別な指導を特別な場所で受ける指導の形態を言います。

学校行�

～�かな人�性��やかな心�を育�教育～

学校行事では、仲間や芸術とふれあうことで心の豊か

さを育み、生徒が主体的に活動することにより、自主・

自律の精神を養います。また、スポーツ活動を通して、

生徒の気力・体力を高めることを目指します。 

◎���な��の��（課�は国際理解�����）

令和元年度より始まった「総合的な探究の時間」で

は探究課題である「国際理解」と「キャリア(仕事と

生き方)」から自身の身近な課題を設定し、複数年を

かけてそのレポートを完成させます。 

  １年�実�の「���な��の��」行�  

�外からの�学生�の交�会 

          

��������(��)���ス�

毎年、外国語での暗唱の力や表現力を競う大会が開か

れています。令和３年度は英語、フランス語、スペイン

語、中国語、ドイツ語で実施し、とても盛り上がりまし

た。 

�陸上競技大会�����大会・�技大会

学校行事として様々な 

体育的行事を行っていま 

す。体育的行事では個人・ 

クラス単位での表彰があ 

り、高校時代の思い出づ 

くりの一つとして生徒の 

大きな励みになっています。

◎��(いっすい)�

今年度は感染症対策を十分に行いながら、10 月に文化

祭を開催予定です。

◎修学�行

 令和４年度は、沖縄方面へ平和学習を含めた内容での

修学旅行を予定しています。 

�人��り�向き�った��指導

本校では、キャリア教育の充実を図るとともに、生徒

の興味・関心や適性に配慮しながら、一人ひとりの能

力・個性を最大限に伸ばしていけるように、きめ細かな

進路指導を行っています。 

◎�人数学習・習���学習

「英語コミュニケーション�」では、少人数学習を行

っています。また「数学�・�」では、２クラス３展開

の習熟度別学習を行っています。 

◎�様な選択科� 

進路や適性・興味に配慮した自由選択科目が用意され

ており、充実したカリキュラムになっています。 

◎校外学習

地域との連携・交流を図りながら学習する機会を設け

ています。 

◎「���な��の��」での��についての学習

希望する進路の実現に向けて有効な方法を共に考え、

実践できるよう指導しています。１学年においては、自

己理解や職業理解、２学年においては、実際に体験して

みることを中心に、３学年においては個々の進路に応じ

た進路実現のための具体的な指導を行っています。 

◎����

令和４年３月卒業生（41 期）の進路状況は次のとおり

です。 

   �年制大学               81�（27.��） 

 ��大学                  8�（ 2.7�） 

 ��学校�              130�（44.6�） 

 ��大学校                4�（ 1.3�） 

 ��（���・��）    50�（17.2�） 

   �の�               17�（ 5.8�）

◎第１�   ８月28日（日） 保土ケ谷�会� 

       10:30 ��（��10:00～） 

◎第２�  10月22日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

◎第３�  12月３日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

☆詳細は7 月以降の本校HP でご確認ください。 
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～国際理解教育を実践～
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国際感�を育てると�時に、国際的な��で活�し��
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の実現に向けて、発展させるために様々な取組を行っています。
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◎運動部
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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 318 262 245 825 

学 級 数 ９ ７ 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＞ 
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●ＪＲ線東戸塚駅西口より 
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台団地入口」（５分）下車徒歩７分 

学校��会日程
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導入しました。通級指導とは、生徒の困りの状況に応じた特
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さを育み、生徒が主体的に活動することにより、自主・

自律の精神を養います。また、スポーツ活動を通して、

生徒の気力・体力を高めることを目指します。 

◎���な��の��（課�は国際理解�����）

令和元年度より始まった「総合的な探究の時間」で

は探究課題である「国際理解」と「キャリア(仕事と

生き方)」から自身の身近な課題を設定し、複数年を

かけてそのレポートを完成させます。 
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の習熟度別学習を行っています。 
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進路や適性・興味に配慮した自由選択科目が用意され
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地域との連携・交流を図りながら学習する機会を設け

ています。 

◎「���な��の��」での��についての学習

希望する進路の実現に向けて有効な方法を共に考え、

実践できるよう指導しています。１学年においては、自

己理解や職業理解、２学年においては、実際に体験して

みることを中心に、３学年においては個々の進路に応じ

た進路実現のための具体的な指導を行っています。 

◎����

令和４年３月卒業生（41 期）の進路状況は次のとおり

です。 

   �年制大学               81�（27.��） 

 ��大学                  8�（ 2.7�） 

 ��学校�              130�（44.6�） 

 ��大学校                4�（ 1.3�） 

 ��（���・��）    50�（17.2�） 

   �の�               17�（ 5.8�）

◎第１�   ８月28日（日） 保土ケ谷�会� 

       10:30 ��（��10:00～） 

◎第２�  10月22日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

◎第３�  12月３日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

☆詳細は7 月以降の本校HP でご確認ください。 
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教育活動の特徴
～国際理解教育を実践～

国際�会における���や様々な文化の�いを学習し、
国際感�を育てると�時に、国際的な��で活�し��
できるような人�の育成を目指しています。 
◎第二外国語の選択履修
２・３学年の自由選択科目では、フランス語・ド

イツ語・スペイン語・中国語の中から一科目を選択
することができます。これは、�通科の高校では数
少ない本校の��です。 
◎外国人の先生による会話学習
英語と��外国語では、外国人の�生�から生きた

会�を学�ことができます。 

きめ細かな生活指導

�たり�のことが�たり�にできるよう、きめ細や
かな生活指導を行っています。具体的には、��は地
�のまま��すこと、��を�しく�用すること、予
�で�業��を�えること、�業中、携���を�用
しないことな�、みなさ�が安心してしっかり授業に
集中できる環境を�えています。

保土ケ谷高校は、みなさんの個々の可能性をさらに広げ、夢

の実現に向けて、発展させるために様々な取組を行っています。

部活動
～部活動を本気でやるなら保土ケ谷～

◎運動部
自転車競技部・陸上競技部が全国大会出場。���

��、���スケ�ト�ー��、�ドミントン�、�
��が�大会出�な�の�成�を�している�、��
�スケ�ト�ー��、�ニス�、���、�レー�ー
��、�ンス�、��カー�が活�に活動しています。 

◎文化部
コンクー�に出�している����、����の�、

フラ�ーアレン��ント�、���、合唱�、�術�、
�����、ク�キン��な�が�実に活動を行って
います。 

神奈川県立 鶴見
つ る み

高等学校 神���� ��ケ�
� � が や

高�学校 

所在地：横浜市保土ケ谷区川島町1557番地 〒240-0045 

電 話：045(371)7781 

ＦＡＸ：045(371)4560 

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/hodogaya-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 318 262 245 825 

学 級 数 ９ ７ ８ 24 

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞ 
 利用交通機関 
●ＪＲ線東戸塚駅西口より 
相鉄バス「市沢小学校」行き「環二市沢下町」（15
分）下車徒歩７分 

●相鉄線和田町駅南口より 
相鉄バス「西原住宅」「新桜ヶ丘団地」行き「市沢下
町」（10分）下車徒歩７分 

●相鉄線鶴ヶ峰駅南口より 
相鉄バス旭（75 系統）「くぬぎ台団地」行き「くぬぎ
台団地入口」（５分）下車徒歩７分 

学校��会日程

保土ケ谷高等学校は平成 30 年度より「通級による指導」を

導入しました。通級指導とは、生徒の困りの状況に応じた特

別な指導を特別な場所で受ける指導の形態を言います。

学校行�

～�かな人�性��やかな心�を育�教育～

学校行事では、仲間や芸術とふれあうことで心の豊か

さを育み、生徒が主体的に活動することにより、自主・

自律の精神を養います。また、スポーツ活動を通して、

生徒の気力・体力を高めることを目指します。 

◎���な��の��（課�は国際理解�����）

令和元年度より始まった「総合的な探究の時間」で

は探究課題である「国際理解」と「キャリア(仕事と

生き方)」から自身の身近な課題を設定し、複数年を

かけてそのレポートを完成させます。 

  １年�実�の「���な��の��」行�  

�外からの�学生�の交�会 

          

��������(��)���ス�

毎年、外国語での暗唱の力や表現力を競う大会が開か

れています。令和３年度は英語、フランス語、スペイン

語、中国語、ドイツ語で実施し、とても盛り上がりまし

た。 

�陸上競技大会�����大会・�技大会

学校行事として様 な々 

体育的行事を行っていま 

す。体育的行事では個人・ 

クラス単位での表彰があ 

り、高校時代の思い出づ 

くりの一つとして生徒の 

大きな励みになっています。

◎��(いっすい)�

今年度は感染症対策を十分に行いながら、10 月に文化

祭を開催予定です。

◎修学�行

 令和４年度は、沖縄方面へ平和学習を含めた内容での

修学旅行を予定しています。 

�人��り�向き�った��指導

本校では、キャリア教育の充実を図るとともに、生徒

の興味・関心や適性に配慮しながら、一人ひとりの能

力・個性を最大限に伸ばしていけるように、きめ細かな

進路指導を行っています。 

◎�人数学習・習���学習

「英語コミュニケーション�」では、少人数学習を行

っています。また「数学�・�」では、２クラス３展開

の習熟度別学習を行っています。 

◎�様な選択科� 

進路や適性・興味に配慮した自由選択科目が用意され

ており、充実したカリキュラムになっています。 

◎校外学習

地域との連携・交流を図りながら学習する機会を設け

ています。 

◎「���な��の��」での��についての学習

希望する進路の実現に向けて有効な方法を共に考え、

実践できるよう指導しています。１学年においては、自

己理解や職業理解、２学年においては、実際に体験して

みることを中心に、３学年においては個々の進路に応じ

た進路実現のための具体的な指導を行っています。 

◎����

令和４年３月卒業生（41 期）の進路状況は次のとおり

です。 

   �年制大学               81�（27.��） 

 ��大学                  8�（ 2.7�） 

 ��学校�              130�（44.6�） 

 ��大学校                4�（ 1.3�） 

 ��（���・��）    50�（17.2�） 

   �の�               17�（ 5.8�）

◎第１�   ８月28日（日） 保土ケ谷�会� 

       10:30 ��（��10:00～） 

◎第２�  10月22日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

◎第３�  12月３日（土） 保土ケ谷高校�育� 

       10:00 ��（���:30～） 

☆詳細は7 月以降の本校HP でご確認ください。 
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・穏やかで落ち着いた学校です

・笑顔があふれ、あいさつが飛び交う学校です

・舞岡公園をはじめ緑豊かな自然につつまれています

・学業と部活動に夢中になれる学校です

・生徒一人ひとりの確かな自己実現を応援します

・開かれた学校作りに積極的に取り組んでいます

質の高い教育の充実

基礎学力として言語力を確実にし、応用力に磨きをかけ、

生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現できるように教

育課程を編成しています。基礎学力の充実を目指し、四年

制大学進学を中心に幅広い生徒の進路希望に応えます。

◎カリキュラムについて

１・２年生･･･多くの共修科目を学ぶことにより基礎学力

の充実を目指します。２年生からは、進路選択を視

野に入れた「科目選択制」を導入します。

３年生･･･各生徒が進路実現に向けて、大学受験に即応し

た、より発展的な学習ができるようにしました。ま

た、「スポーツⅡ」「演奏研究」「保育基礎」「ファッ

ション造形基礎」など、ユニークで特徴のある科目

を選択することができます。

「総合的な探究の時間」の推進

令和元年度から、舞岡高校は「総合的な探究の時間」の

研究指定校になりました。「MAIOKA Project（舞岡プロジ

ェクト）」と名づけて授業を展開しています。この教科は

高校3年間で、生徒が自ら課題を発見し、まわりの仲間と

協力して、課題を解決する探究を行う授業です。この授業

に取り組むことで、社会人になったときに起きる様々な課

題に柔軟に対応できる力を育成します。

1年生は、1年間の前半に探究活動の基礎力を身につけ

る活動を行い、後半に地域の探究活動を行います。前半

の探究基礎では、情報収集や情報整理のやり方を身に付

けます。それを活かして、後半は地域の人々とのふれあ

いを通じて地域についての探究活動を行います。令和元

年度は90か所以上の地域の事業所と連携した授業を行い

ました。

 2年生では１人ひとりが課題を考え解決する授業を行

い、探究する力を身に付けます。

神奈川県立 舞岡
ま い お か

高等学校

所在地：横浜市戸塚区南舞岡３丁目36番１号 〒244-0814

電 話：045(823)8761

ＦＡＸ：045(825)3573

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/maioka-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 317 315 310 942

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戸塚駅東口より
江ノ電バス「舞岡台循環」バス「舞岡高校前」（約12分）
下車
（平日登下校時間帯は、ＪＲ戸塚駅から舞岡高校まで直
行バスが運行されています）
●市営地下鉄ブルーライン舞岡駅より
徒歩15分

舞岡高校とは

教育活動の特徴

キャリア教育の充実

本校では、生徒に「進学先の向こうにある社会」を意識

しながら、「第一希望の進路実現」を目標に掲げ、キャリア

教育を推進しています。

◎代表的なキャリア教育プラン

１年生･･･ライフデザインガイダンス、大学研究、インタ

ーンシップ・仕事のまなび場への参加など

２年生･･･分野別学校説明会

オープンキャンパスへの参加など

３年生･･･各種分野別説明会（大学入学共通試験、看護・

    医療系、就職等）、面接指導など

    ライフデザインガイダンス

◎主な合格状況（過去3年間）

信州大学、高知大学、早稲田大学、上智大学、

国士館大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、

東京理科大学、中央大学、法政大学、明治大学、

明治学院大学、國學院大學、玉川大学、成城大学、

日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、

東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、

日本体育大学、神奈川大学、東海大学、

関東学院大学、麻布大学、亜細亜大学、桜美林大学

開かれた学校づくり

敷地内にある保土ケ谷養護学校舞岡分教室と行事等の

交流や、近隣の小学校と連携して遊歩道に花を植えたり、

近隣の中学校と共同研究を行ったり、老人ホームを訪れて

呈茶を行ったりしています。また、外部機関と連携したキ

ャリア型夏期講習も行っています。

学校行事

舞岡高校は３学期制です。

令和４年度の行事予定です。

１学期…始業式・入学式、校外学習、体育祭、

中間試験・期末試験、到達度テスト

２学期…夏期講習、桔梗
ききょう

祭
さい

（文化祭）、

修学旅行（２年生）

中間試験・期末試験、到達度テスト

３学期…学年末試験、球技大会、卒業式、修了式

体育祭は、１～３年生の生徒を４色に分け競います。応

援団などもあり、団結力が高まり、先輩後輩が仲良くなれ

る行事です。（２年女）

文化祭は、クラス全員で出し物を作ります。協力から友

情が深められます。（３年男）

体育祭、文化祭はもちろん、球技大会、修学旅行など

行事が充実。思い出が沢山作れます。（２年男）

部活動

とても活発で生徒の約     が参加しています。

運動部･･･アメリカンフットボール、剣道、柔道、水泳、

卓球、野球、テニス、サッカー、

バスケットボール、バドミントン、陸上競技、

バレーボール、ダンス、山岳

文化部･･･棋道、演劇、園芸、クッキング、茶道、

漫画研究、写真、パソコン、美術、吹奏楽、

フォークソング、科学

◎令和３年度 部活動実績

全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場 陸上部（400m）

関東大会出場      陸上部（400m）

                     男子バレーボール部

県大会 入賞      陸上部（400m）

ベスト４   男子バレーボール部

県大会出場      卓球部（個人）

            男子バスケットボール部

            女子バレーボール部

令和３年度は大会の中止や活動の制限などがありまし

た。そのような状況であってもすべての部活が目標の達成

のために工夫を凝らしながら頑張りました。

◎令和３年度 卒業生実績（卒業生数305名）

進学 275名(90％)《大学162名（53％）、

短期大学11名（4％）、

専門学校98名（32％）、

大学校等4名（1％）》

就職 11名（4％）、

その他（進学準備）19名（6％）

体育祭閉会式      文化祭水泳部
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・穏やかで落ち着いた学校です

・笑顔があふれ、あいさつが飛び交う学校です

・舞岡公園をはじめ緑豊かな自然につつまれています

・学業と部活動に夢中になれる学校です

・生徒一人ひとりの確かな自己実現を応援します

・開かれた学校作りに積極的に取り組んでいます

質の高い教育の充実

基礎学力として言語力を確実にし、応用力に磨きをかけ、

生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現できるように教

育課程を編成しています。基礎学力の充実を目指し、四年

制大学進学を中心に幅広い生徒の進路希望に応えます。

◎カリキュラムについて

１・２年生･･･多くの共修科目を学ぶことにより基礎学力

の充実を目指します。２年生からは、進路選択を視

野に入れた「科目選択制」を導入します。

３年生･･･各生徒が進路実現に向けて、大学受験に即応し

た、より発展的な学習ができるようにしました。ま

た、「スポーツⅡ」「演奏研究」「保育基礎」「ファッ

ション造形基礎」など、ユニークで特徴のある科目

を選択することができます。

「総合的な探究の時間」の推進

令和元年度から、舞岡高校は「総合的な探究の時間」の

研究指定校になりました。「MAIOKA Project（舞岡プロジ

ェクト）」と名づけて授業を展開しています。この教科は

高校3年間で、生徒が自ら課題を発見し、まわりの仲間と

協力して、課題を解決する探究を行う授業です。この授業

に取り組むことで、社会人になったときに起きる様々な課

題に柔軟に対応できる力を育成します。

1年生は、1年間の前半に探究活動の基礎力を身につけ

る活動を行い、後半に地域の探究活動を行います。前半

の探究基礎では、情報収集や情報整理のやり方を身に付

けます。それを活かして、後半は地域の人々とのふれあ

いを通じて地域についての探究活動を行います。令和元

年度は90か所以上の地域の事業所と連携した授業を行い

ました。

2年生では１人ひとりが課題を考え解決する授業を行

い、探究する力を身に付けます。

神奈川県立 舞岡
ま い お か

高等学校

所在地：横浜市戸塚区南舞岡３丁目36番１号 〒244-0814

電 話：045(823)8761

ＦＡＸ：045(825)3573

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/maioka-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 317 315 310 942

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戸塚駅東口より
江ノ電バス「舞岡台循環」バス「舞岡高校前」（約12分）
下車
（平日登下校時間帯は、ＪＲ戸塚駅から舞岡高校まで直
行バスが運行されています）
●市営地下鉄ブルーライン舞岡駅より
徒歩15分

舞岡高校とは

教育活動の特徴

キャリア教育の充実

本校では、生徒に「進学先の向こうにある社会」を意識

しながら、「第一希望の進路実現」を目標に掲げ、キャリア

教育を推進しています。

◎代表的なキャリア教育プラン

１年生･･･ライフデザインガイダンス、大学研究、インタ

ーンシップ・仕事のまなび場への参加など

２年生･･･分野別学校説明会

オープンキャンパスへの参加など

３年生･･･各種分野別説明会（大学入学共通試験、看護・

    医療系、就職等）、面接指導など

    ライフデザインガイダンス

◎主な合格状況（過去3年間）

信州大学、高知大学、早稲田大学、上智大学、

国士館大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、

東京理科大学、中央大学、法政大学、明治大学、

明治学院大学、國學院大學、玉川大学、成城大学、

日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、

東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、

日本体育大学、神奈川大学、東海大学、

関東学院大学、麻布大学、亜細亜大学、桜美林大学

開かれた学校づくり

敷地内にある保土ケ谷養護学校舞岡分教室と行事等の

交流や、近隣の小学校と連携して遊歩道に花を植えたり、

近隣の中学校と共同研究を行ったり、老人ホームを訪れて

呈茶を行ったりしています。また、外部機関と連携したキ

ャリア型夏期講習も行っています。

学校行事

舞岡高校は３学期制です。

令和４年度の行事予定です。

１学期…始業式・入学式、校外学習、体育祭、

中間試験・期末試験、到達度テスト

２学期…夏期講習、桔梗
ききょう

祭
さい

（文化祭）、

修学旅行（２年生）

中間試験・期末試験、到達度テスト

３学期…学年末試験、球技大会、卒業式、修了式

体育祭は、１～３年生の生徒を４色に分け競います。応

援団などもあり、団結力が高まり、先輩後輩が仲良くなれ

る行事です。（２年女）

文化祭は、クラス全員で出し物を作ります。協力から友

情が深められます。（３年男）

体育祭、文化祭はもちろん、球技大会、修学旅行など

行事が充実。思い出が沢山作れます。（２年男）

部活動

とても活発で生徒の約     が参加しています。

運動部･･･アメリカンフットボール、剣道、柔道、水泳、

卓球、野球、テニス、サッカー、

バスケットボール、バドミントン、陸上競技、

バレーボール、ダンス、山岳

文化部･･･棋道、演劇、園芸、クッキング、茶道、

漫画研究、写真、パソコン、美術、吹奏楽、

フォークソング、科学

◎令和３年度 部活動実績

全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場  陸上部（400m）

関東大会出場      陸上部（400m）

                     男子バレーボール部

県大会 入賞      陸上部（400m）

ベスト４    男子バレーボール部

  

県大会出場       卓球部（個人）

            男子バスケットボール部

            女子バレーボール部

令和３年度は大会の中止や活動の制限などがありまし

た。そのような状況であってもすべての部活が目標の達成

のために工夫を凝らしながら頑張りました。

◎令和３年度 卒業生実績（卒業生数305名）

進学 275名(90％)《大学162名（53％）、

短期大学11名（4％）、

専門学校98名（32％）、

大学校等4名（1％）》

就職 11名（4％）、

その他（進学準備）19名（6％）

体育祭閉会式        文化祭水泳部
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・穏やかで落ち着いた学校です

・笑顔があふれ、あいさつが飛び交う学校です

・舞岡公園をはじめ緑豊かな自然につつまれています

・学業と部活動に夢中になれる学校です

・生徒一人ひとりの確かな自己実現を応援します

・開かれた学校作りに積極的に取り組んでいます

質の高い教育の充実

基礎学力として言語力を確実にし、応用力に磨きをかけ、

生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現できるように教

育課程を編成しています。基礎学力の充実を目指し、四年

制大学進学を中心に幅広い生徒の進路希望に応えます。

◎カリキュラムについて

１・２年生･･･多くの共修科目を学ぶことにより基礎学力

の充実を目指します。２年生からは、進路選択を視

野に入れた「科目選択制」を導入します。

３年生･･･各生徒が進路実現に向けて、大学受験に即応し

た、より発展的な学習ができるようにしました。ま

た、「スポーツⅡ」「演奏研究」「保育基礎」「ファッ

ション造形基礎」など、ユニークで特徴のある科目

を選択することができます。

「総合的な探究の時間」の推進

令和元年度から、舞岡高校は「総合的な探究の時間」の

研究指定校になりました。「MAIOKA Project（舞岡プロジ

ェクト）」と名づけて授業を展開しています。この教科は

高校3年間で、生徒が自ら課題を発見し、まわりの仲間と

協力して、課題を解決する探究を行う授業です。この授業

に取り組むことで、社会人になったときに起きる様々な課

題に柔軟に対応できる力を育成します。

1年生は、1年間の前半に探究活動の基礎力を身につけ

る活動を行い、後半に地域の探究活動を行います。前半

の探究基礎では、情報収集や情報整理のやり方を身に付

けます。それを活かして、後半は地域の人々とのふれあ

いを通じて地域についての探究活動を行います。令和元

年度は90か所以上の地域の事業所と連携した授業を行い

ました。

 2年生では１人ひとりが課題を考え解決する授業を行

い、探究する力を身に付けます。

神奈川県立 舞岡
ま い お か

高等学校

所在地：横浜市戸塚区南舞岡３丁目36番１号 〒244-0814

電 話：045(823)8761

ＦＡＸ：045(825)3573

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/maioka-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 317 315 310 942

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戸塚駅東口より
江ノ電バス「舞岡台循環」バス「舞岡高校前」（約12分）
下車
（平日登下校時間帯は、ＪＲ戸塚駅から舞岡高校まで直
行バスが運行されています）
●市営地下鉄ブルーライン舞岡駅より
徒歩15分

舞岡高校とは

教育活動の特徴

キャリア教育の充実

本校では、生徒に「進学先の向こうにある社会」を意識

しながら、「第一希望の進路実現」を目標に掲げ、キャリア

教育を推進しています。

◎代表的なキャリア教育プラン

１年生･･･ライフデザインガイダンス、大学研究、インタ

ーンシップ・仕事のまなび場への参加など

２年生･･･分野別学校説明会

オープンキャンパスへの参加など

３年生･･･各種分野別説明会（大学入学共通試験、看護・

    医療系、就職等）、面接指導など

    ライフデザインガイダンス

◎主な合格状況（過去3年間）

信州大学、高知大学、早稲田大学、上智大学、

国士館大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、

東京理科大学、中央大学、法政大学、明治大学、

明治学院大学、國學院大學、玉川大学、成城大学、

日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、

東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、

日本体育大学、神奈川大学、東海大学、

関東学院大学、麻布大学、亜細亜大学、桜美林大学

開かれた学校づくり

敷地内にある保土ケ谷養護学校舞岡分教室と行事等の

交流や、近隣の小学校と連携して遊歩道に花を植えたり、

近隣の中学校と共同研究を行ったり、老人ホームを訪れて

呈茶を行ったりしています。また、外部機関と連携したキ

ャリア型夏期講習も行っています。

学校行事

舞岡高校は３学期制です。

令和４年度の行事予定です。

１学期…始業式・入学式、校外学習、体育祭、

中間試験・期末試験、到達度テスト

２学期…夏期講習、桔梗
ききょう

祭
さい

（文化祭）、

修学旅行（２年生）

中間試験・期末試験、到達度テスト

３学期…学年末試験、球技大会、卒業式、修了式

体育祭は、１～３年生の生徒を４色に分け競います。応

援団などもあり、団結力が高まり、先輩後輩が仲良くなれ

る行事です。（２年女）

文化祭は、クラス全員で出し物を作ります。協力から友

情が深められます。（３年男）

体育祭、文化祭はもちろん、球技大会、修学旅行など

行事が充実。思い出が沢山作れます。（２年男）

部活動

とても活発で生徒の約     が参加しています。

運動部･･･アメリカンフットボール、剣道、柔道、水泳、

卓球、野球、テニス、サッカー、

バスケットボール、バドミントン、陸上競技、

バレーボール、ダンス、山岳

文化部･･･棋道、演劇、園芸、クッキング、茶道、

漫画研究、写真、パソコン、美術、吹奏楽、

フォークソング、科学

◎令和３年度 部活動実績

全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場 陸上部（400m）

関東大会出場      陸上部（400m）

                     男子バレーボール部

県大会 入賞      陸上部（400m）

ベスト４   男子バレーボール部

県大会出場      卓球部（個人）

            男子バスケットボール部

            女子バレーボール部

令和３年度は大会の中止や活動の制限などがありまし

た。そのような状況であってもすべての部活が目標の達成

のために工夫を凝らしながら頑張りました。

◎令和３年度 卒業生実績（卒業生数305名）

進学 275名(90％)《大学162名（53％）、

短期大学11名（4％）、

専門学校98名（32％）、

大学校等4名（1％）》

就職 11名（4％）、

その他（進学準備）19名（6％）
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92

●
県
立
舞
岡
高
等
学
校

・穏やかで落ち着いた学校です

・笑顔があふれ、あいさつが飛び交う学校です

・舞岡公園をはじめ緑豊かな自然につつまれています

・学業と部活動に夢中になれる学校です

・生徒一人ひとりの確かな自己実現を応援します

・開かれた学校作りに積極的に取り組んでいます

質の高い教育の充実

基礎学力として言語力を確実にし、応用力に磨きをかけ、

生徒一人ひとりが第一希望の進路を実現できるように教

育課程を編成しています。基礎学力の充実を目指し、四年

制大学進学を中心に幅広い生徒の進路希望に応えます。

◎カリキュラムについて

１・２年生･･･多くの共修科目を学ぶことにより基礎学力

の充実を目指します。２年生からは、進路選択を視

野に入れた「科目選択制」を導入します。

３年生･･･各生徒が進路実現に向けて、大学受験に即応し

た、より発展的な学習ができるようにしました。ま

た、「スポーツⅡ」「演奏研究」「保育基礎」「ファッ

ション造形基礎」など、ユニークで特徴のある科目

を選択することができます。

「総合的な探究の時間」の推進

令和元年度から、舞岡高校は「総合的な探究の時間」の

研究指定校になりました。「MAIOKA Project（舞岡プロジ

ェクト）」と名づけて授業を展開しています。この教科は

高校3年間で、生徒が自ら課題を発見し、まわりの仲間と

協力して、課題を解決する探究を行う授業です。この授業

に取り組むことで、社会人になったときに起きる様々な課

題に柔軟に対応できる力を育成します。

1年生は、1年間の前半に探究活動の基礎力を身につけ

る活動を行い、後半に地域の探究活動を行います。前半

の探究基礎では、情報収集や情報整理のやり方を身に付

けます。それを活かして、後半は地域の人々とのふれあ

いを通じて地域についての探究活動を行います。令和元

年度は90か所以上の地域の事業所と連携した授業を行い

ました。

2年生では１人ひとりが課題を考え解決する授業を行

い、探究する力を身に付けます。

神奈川県立 舞岡
ま い お か

高等学校

所在地：横浜市戸塚区南舞岡３丁目36番１号 〒244-0814

電 話：045(823)8761

ＦＡＸ：045(825)3573

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/maioka-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 317 315 310 942

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＞
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●ＪＲ戸塚駅東口より
江ノ電バス「舞岡台循環」バス「舞岡高校前」（約12分）
下車
（平日登下校時間帯は、ＪＲ戸塚駅から舞岡高校まで直
行バスが運行されています）
●市営地下鉄ブルーライン舞岡駅より
徒歩15分

舞岡高校とは

教育活動の特徴

キャリア教育の充実

本校では、生徒に「進学先の向こうにある社会」を意識

しながら、「第一希望の進路実現」を目標に掲げ、キャリア

教育を推進しています。

◎代表的なキャリア教育プラン

１年生･･･ライフデザインガイダンス、大学研究、インタ

ーンシップ・仕事のまなび場への参加など

２年生･･･分野別学校説明会

オープンキャンパスへの参加など

３年生･･･各種分野別説明会（大学入学共通試験、看護・

    医療系、就職等）、面接指導など

    ライフデザインガイダンス

◎主な合格状況（過去3年間）

信州大学、高知大学、早稲田大学、上智大学、

国士館大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、

東京理科大学、中央大学、法政大学、明治大学、

明治学院大学、國學院大學、玉川大学、成城大学、

日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、

東京都市大学、東京電機大学、東京農業大学、

日本体育大学、神奈川大学、東海大学、

関東学院大学、麻布大学、亜細亜大学、桜美林大学

開かれた学校づくり

敷地内にある保土ケ谷養護学校舞岡分教室と行事等の

交流や、近隣の小学校と連携して遊歩道に花を植えたり、

近隣の中学校と共同研究を行ったり、老人ホームを訪れて

呈茶を行ったりしています。また、外部機関と連携したキ

ャリア型夏期講習も行っています。

学校行事

舞岡高校は３学期制です。

令和４年度の行事予定です。

１学期…始業式・入学式、校外学習、体育祭、

中間試験・期末試験、到達度テスト

２学期…夏期講習、桔梗
ききょう

祭
さい

（文化祭）、

修学旅行（２年生）

中間試験・期末試験、到達度テスト

３学期…学年末試験、球技大会、卒業式、修了式

体育祭は、１～３年生の生徒を４色に分け競います。応

援団などもあり、団結力が高まり、先輩後輩が仲良くなれ

る行事です。（２年女）

文化祭は、クラス全員で出し物を作ります。協力から友

情が深められます。（３年男）

体育祭、文化祭はもちろん、球技大会、修学旅行など

行事が充実。思い出が沢山作れます。（２年男）

部活動

とても活発で生徒の約     が参加しています。

運動部･･･アメリカンフットボール、剣道、柔道、水泳、

卓球、野球、テニス、サッカー、

バスケットボール、バドミントン、陸上競技、

バレーボール、ダンス、山岳

文化部･･･棋道、演劇、園芸、クッキング、茶道、

漫画研究、写真、パソコン、美術、吹奏楽、

フォークソング、科学

◎令和３年度 部活動実績

全国大会(ｲﾝﾀｰﾊｲ)出場  陸上部（400m）

関東大会出場      陸上部（400m）

                     男子バレーボール部

県大会 入賞      陸上部（400m）

ベスト４    男子バレーボール部

  

県大会出場       卓球部（個人）

            男子バスケットボール部

            女子バレーボール部

令和３年度は大会の中止や活動の制限などがありまし

た。そのような状況であってもすべての部活が目標の達成

のために工夫を凝らしながら頑張りました。

◎令和３年度 卒業生実績（卒業生数305名）

進学 275名(90％)《大学162名（53％）、

短期大学11名（4％）、

専門学校98名（32％）、

大学校等4名（1％）》

就職 11名（4％）、

その他（進学準備）19名（6％）
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至 藤沢 至 藤沢

≪ ��活動の�� ≫

� ��の学習����学�の定�と進路��を��る���学習の���

・１年次は必履修共通科目を中心とした共通科目を原則としてＨＲクラス単位で学習します。

  ・２年次・３年次は年次に設定されている共通科目に加え、生徒一人ひとりの学習や進路等の目標の実現に必要な

その他の選択科目を履修します。

  ・理解度に応じた授業や主体的な学びを展開する授業をとり入れ、学力を高める指導を行います。

�������������973�� �245-0062

� ��045(862)9343

����045(862)6364

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

� ����14年11月���15年４月�校�

� ��単位制に�る��制

��学��生徒��学��

�年 ２年 ３年 �

� � � 310 258 232 800

学 � � � � � 23

(生徒、学��に��て�令和４年４月��)

�学校����
�����関
����������������������
������������������������行き
�����高校����15����
�����������������
������������������������行き
�����高校����15����

＜確かな学力の定着＞

○基礎的・基本的な学力の定

着を図り、「自立に必要な知

識・技能」とともに、生きてい

く上での課題に対して「自ら

考え判断する力」を身につけ

ます。

＜キャリアプランニング

     能力の育成＞

○「自己理解」を深め、進路実

現に向けた実践的な活動を通

じて、自立に必要な「自己管

理能力」を培うとともに、自

分の将来を見通す力を身につ

けます。

＜コミュニケーション能力と

社会性の向上＞                                          

○学校行事や部活動、委員会活

動を通じて自己肯定感を高め

るとともに、多様な価値観を理

解し、他者と適切に関わること

のできる「コミュニケーション

能力」の育成や「社会性」の向

上を図ります。

自己の能力を伸ばし未来を切り拓く力を育成します！

２ 学校生活を応援する生徒支援体制

  ・進路���ンス�ー�を活�して、キャリア���員を中心に、進路選択に関する��に対応します。

  ・スクー���ン�ラー、スクー��ーシャ��ー�ーや����ン��心理学��の�学�生�に�る��な�

�と��を行います。

  ・基礎学力定着のため自習�を活�して「�����」を開き、生徒の学習��を行います。

３ 学校外の学習

  学校外での学習活動も、高校の単位として認定します。関心に応じて学校の枠組みを超えて学ぶことができます。

  ・����立�����学、����学、関�学��学、����学、�修�学、��学�な�での��

  ・��する�業、���設等での���業を��した�業体�

  ・実���技能�定、�ープ��定な�の����     ・�ラン��ア活動

≪ 学校行事 ≫����年度�定�
�� 社会見学  �� ス�ー��会  

���� ���習 �ン�ーンシ�プ  �� 部活動体�

�・10� ��������  10� 修学�行� 年次生�

11� �ープン��ーク  12� ����会  ３� �技�会

≪ 部活動 ≫
多くの部活動����ています。他校にはない部活動も�ります。

○�動�

��、��ー�ー�、�スケ���ー�、����ニス、���ー、

��ミン�ン、��、��、��、���ニス、���、�ンス

○���

��、���、��、���、��年���、��、��、��、

����、��コン、��、��、��、��、����、

�技かるた、�ー���ー�、

○��３年度実�

・�スケ���ー�部 ��高等学校��体育�会 �スケ���ー�

        ����選��部�選会 G���ク�� ��会��

・����ニス部 ����高等学校����ニス選���会

��の部 �人�ス� 32

����高等学校����ニス学年��会��の部１年生の部��の部 ���

・��部 ����高等学校������ 58�高等学校��展����部会��２� �選１�

≪ 令和４年３月卒業生の進路状況 ≫     

○�年��学 77�

関�学��学、����学、�修�学、����科�学、立��学、

���学、�業能��学、���学、立��学、�����学、

����学��学、�����学、�見�学、���科�学、���学、

多��学、�����学、���学、���科�学、���科�学�か  

○���学等 19�

�������学、����科�学���学部、��立����学

�見�学���学部、�����学���学部、�������学

��こ�も���学、�����学���学部�か

○��学校、その他�育�関等 95�

������アー���学校、���育����学校、��科学��学校、

�������、�本�学���学校、����理���学校、

�原�������ス��学校��校�か

○��    25�

��ンリ�ー�、Aコープ��本、���、�����、��未来��スケアシス����共立�２���か  

○その他   21�

    ス�ー��会

      �ニス部
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  ・１年次は必履修共通科目を中心とした共通科目を原則としてＨＲクラス単位で学習します。

  ・２年次・３年次は年次に設定されている共通科目に加え、生徒一人ひとりの学習や進路等の目標の実現に必要な

その他の選択科目を履修します。

  ・理解度に応じた授業や主体的な学びを展開する授業をとり入れ、学力を高める指導を行います。
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＜確かな学力の定着＞

○基礎的・基本的な学力の定

着を図り、「自立に必要な知

識・技能」とともに、生きてい

く上での課題に対して「自ら

考え判断する力」を身につけ

ます。

＜キャリアプランニング

     能力の育成＞

○「自己理解」を深め、進路実

現に向けた実践的な活動を通

じて、自立に必要な「自己管

理能力」を培うとともに、自

分の将来を見通す力を身につ

けます。

＜コミュニケーション能力と

社会性の向上＞                                          

○学校行事や部活動、委員会活

動を通じて自己肯定感を高め

るとともに、多様な価値観を理

解し、他者と適切に関わること

のできる「コミュニケーション

能力」の育成や「社会性」の向

上を図ります。

自己の能力を伸ばし未来を切り拓く力を育成します！

２ 学校生活を応援する生徒支援体制

・進路���ンス�ー�を活�して、キャリア���員を中心に、進路選択に関する��に対応します。

・スクー���ン�ラー、スクー��ーシャ��ー�ーや����ン��心理学��の�学�生�に�る��な�

�と��を行います。

  ・基礎学力定着のため自習�を活�して「�����」を開き、生徒の学習��を行います。

３ 学校外の学習

学校外での学習活動も、高校の単位として認定します。関心に応じて学校の枠組みを超えて学ぶことができます。

・����立�����学、����学、関�学��学、����学、�修�学、��学�な�での��
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・実���技能�定、�ープ��定な�の����     ・�ラン��ア活動
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≪ 部活動 ≫
多くの部活動����ています。他校にはない部活動も�ります。

○�動�
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� ��の学習����学�の定�と進路��を��る���学習の���

・１年次は必履修共通科目を中心とした共通科目を原則としてＨＲクラス単位で学習します。

  ・２年次・３年次は年次に設定されている共通科目に加え、生徒一人ひとりの学習や進路等の目標の実現に必要な

その他の選択科目を履修します。

  ・理解度に応じた授業や主体的な学びを展開する授業をとり入れ、学力を高める指導を行います。
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＜確かな学力の定着＞

○基礎的・基本的な学力の定

着を図り、「自立に必要な知

識・技能」とともに、生きてい

く上での課題に対して「自ら

考え判断する力」を身につけ

ます。

＜キャリアプランニング

     能力の育成＞

○「自己理解」を深め、進路実

現に向けた実践的な活動を通

じて、自立に必要な「自己管

理能力」を培うとともに、自

分の将来を見通す力を身につ

けます。

＜コミュニケーション能力と

社会性の向上＞                                          

○学校行事や部活動、委員会活

動を通じて自己肯定感を高め

るとともに、多様な価値観を理

解し、他者と適切に関わること

のできる「コミュニケーション

能力」の育成や「社会性」の向

上を図ります。

自己の能力を伸ばし未来を切り拓く力を育成します！

２ 学校生活を応援する生徒支援体制

  ・進路���ンス�ー�を活�して、キャリア���員を中心に、進路選択に関する��に対応します。

  ・スクー���ン�ラー、スクー��ーシャ��ー�ーや����ン��心理学��の�学�生�に�る��な�

�と��を行います。

  ・基礎学力定着のため自習�を活�して「�����」を開き、生徒の学習��を行います。

３ 学校外の学習

  学校外での学習活動も、高校の単位として認定します。関心に応じて学校の枠組みを超えて学ぶことができます。

  ・����立�����学、����学、関�学��学、����学、�修�学、��学�な�での��

  ・��する�業、���設等での���業を��した�業体�
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11� �ープン��ーク  12� ����会  ３� �技�会

≪ 部活動 ≫
多くの部活動����ています。他校にはない部活動も�ります。
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＜確かな学力の定着＞

○基礎的・基本的な学力の定

着を図り、「自立に必要な知

識・技能」とともに、生きてい

く上での課題に対して「自ら

考え判断する力」を身につけ

ます。

＜キャリアプランニング

     能力の育成＞

○「自己理解」を深め、進路実

現に向けた実践的な活動を通

じて、自立に必要な「自己管

理能力」を培うとともに、自

分の将来を見通す力を身につ

けます。

＜コミュニケーション能力と

社会性の向上＞                                          

○学校行事や部活動、委員会活

動を通じて自己肯定感を高め

るとともに、多様な価値観を理

解し、他者と適切に関わること

のできる「コミュニケーション

能力」の育成や「社会性」の向

上を図ります。

自己の能力を伸ばし未来を切り拓く力を育成します！

２ 学校生活を応援する生徒支援体制

・進路���ンス�ー�を活�して、キャリア���員を中心に、進路選択に関する��に対応します。

・スクー���ン�ラー、スクー��ーシャ��ー�ーや����ン��心理学��の�学�生�に�る��な�

�と��を行います。

  ・基礎学力定着のため自習�を活�して「�����」を開き、生徒の学習��を行います。

３ 学校外の学習

学校外での学習活動も、高校の単位として認定します。関心に応じて学校の枠組みを超えて学ぶことができます。

・����立�����学、����学、関�学��学、����学、�修�学、��学�な�での��

・��する�業、���設等での���業を��した�業体�

・実���技能�定、�ープ��定な�の����     ・�ラン��ア活動

≪ 学校行事 ≫����年度�定�
�� 社会見学  �� ス�ー��会  

���� ���習 �ン�ーンシ�プ �� 部活動体�

�・10� �������� 10� 修学�行� 年次生�

11� �ープン��ーク  12� ����会 ３� �技�会

≪ 部活動 ≫
多くの部活動����ています。他校にはない部活動も�ります。

○�動�

��、��ー�ー�、�スケ���ー�、����ニス、���ー、

��ミン�ン、��、��、��、���ニス、���、�ンス

○���

��、���、��、���、��年���、��、��、��、

����、��コン、��、��、��、��、����、

�技かるた、�ー���ー�、

○��３年度実�

・�スケ���ー�部 ��高等学校��体育�会 �スケ���ー�

        ����選��部�選会 G���ク�� ��会��

・����ニス部 ����高等学校����ニス選���会

��の部 �人�ス� 32

����高等学校����ニス学年��会��の部１年生の部��の部 ���

・��部 ����高等学校������ 58�高等学校��展����部会��２� �選１�

≪ 令和４年３月卒業生の進路状況 ≫     
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関�学��学、����学、�修�学、����科�学、立��学、

���学、�業能��学、���学、立��学、�����学、
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�������学、����科�学���学部、��立����学
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��こ�も���学、�����学���学部�か

○��学校、その他�育�関等 95�

������アー���学校、���育����学校、��科学��学校、

�������、�本�学���学校、����理���学校、

�原�������ス��学校��校�か
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＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ・横浜市営地下鉄ブルーライン戸塚駅より
・徒歩20分
・西口からバス「上矢部循環」行き「上矢部高校」下車
徒歩３分

●横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅より徒歩20分
●相鉄線弥生台駅より
・神奈中バス（戸79系統）「戸塚バスセンター」行き
「領家中学校前」下車徒歩13分

所在地：横浜市戸塚区上矢部町3230番地 〒245-0053

電 話：045(861)3500

ＦＡＸ：045(862)6347

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamiyabe-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 245 250 240 735

美 術 科 39 39 38 116

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)
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教育目標
○豊かな個性の伸長をはかる。  
○自主・自律の精神を育てる。
○連帯の輪をひろげる。  
本校は「基礎力」を培い、「やる気」を伸ばす

ことで進路を実現させます。生徒の個性・適性に

対応した少人数学習、きめ細かな教科指導・進路

指導などの多様な実践により、個性の伸長と基礎

学力の充実を図り、生徒の進路希望実現につなげ

ています。また、令和２年度から、知的障がいの

ある生徒を特別募集として受け入れ、生徒一人ひ

とりの状況に応じて必要な配慮を行いながら共

に学ぶ「インクルーシブ教育実践推進校」として

スタートしました。

教育活動の特徴
基礎から伸ばすカリキュラム

普通科 １学年では必履修科目を中心にした学

習で基礎力を確実に身につけます。２学年からは

必要な選択科目を選び、進路選択に備えます。３

学年では「文系」・「理系」に分かれ、それぞれの

進路実現に向け学習を進めます。

美術科 ３年間を見通して基礎から発展まで、実

技と理論の両面において充実した専門科目を用

意し、美術大学進学に対応できる確かな基礎力を

身に付けます。

進路希望を実現するための選択科目と少人数学習

１学年の体育・芸術・外国語、２学年の数学で

は少人数展開できめ細かな指導を行います。また、

「デザイン応用」や「ファインアート応用」など

美術専門科目を中心に、より専門的・発展的に学

びたい意欲に対応します。

２・３学年での選択科目では進路希望を実現す

るために興味・関心に応じて学習していきます。

選択科目としては、国語系や社会系の科目の他に、

「フードデザイン」（家庭）、また、「映像表現」、

「マルチメディア探求」など美術専門科目も多く

設置され、その一部は美術科・普通科の両生徒が

選択することが可能です。

学校行事
６月に行う体育祭は、競技種目はもちろんのこ

と、大きなデコレーションや組ごとに創意工夫を

生かしたダンスパフォーマンスなどで活気に満

ちています。

９月には翔
しょう

矢祭
や さ い

（文化祭）が行われ、クラス企

画や文化部の展示発表など多くの見どころがあ

ります。他に年間を通じて生徒が一体となって展

開する学校行事がたくさんあります。

また、令和４年度２学年では、和歌山・大阪で

自然・文化体験やキャリア学習をテーマとした修

学旅行を行う予定です。修学旅行は、普段の学校

生活では得られない充実した学習の場となって

います。

部活動
多くの生徒が部活動に参加し、活発に活動して

います。運動部では女子バレーボール部、陸上部

などが県大会に出場し活躍しています。文化部も

活発なのが本校の特徴で、特に美術部は連続して

県代表として全国高等学校総合文化祭に出場し

ています。

令和４年 3月卒業生の主な進路先
大  学 桜美林／神奈川／関東学院／多摩美／帝京／東

海／東京工芸／東京造形／東京工芸／日本／フ

ェリス女学院／文教／武蔵野美術／横浜薬科

など

短 大 等 神奈川県立産業技術短期大学校／神奈川歯科大

学短期大学部／洗足こども短期大学／実践女子

短期大学／戸板女子短期大学など

専門学校 浅野工学専門学校／大原簿記情報ビジネス専門

学校／早稲田美容専門学校／横浜保育福祉 ／横

浜未来看護など

就   職 (株)G7 リテールジャパン／戸塚共立第２病院／

(株)丸九／(株)北辰水産／神奈川県警察本部

など

令和４年度学校説明会等予定  

第１回 10/８（土）本校

第２回 11/26 (土）本校

アートスクール  8/18 (木) 本校

翔矢祭
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＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ・横浜市営地下鉄ブルーライン戸塚駅より
・徒歩20分
・西口からバス「上矢部循環」行き「上矢部高校」下車
徒歩３分

●横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅より徒歩20分
●相鉄線弥生台駅より
・神奈中バス（戸79系統）「戸塚バスセンター」行き
「領家中学校前」下車徒歩13分

所在地：横浜市戸塚区上矢部町3230番地 〒245-0053

電 話：045(861)3500

ＦＡＸ：045(862)6347

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamiyabe-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 245 250 240 735

美 術 科 39 39 38 116 

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) 
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教育目標
○豊かな個性の伸長をはかる。
○自主・自律の精神を育てる。
○連帯の輪をひろげる。
本校は「基礎力」を培い、「やる気」を伸ばす

ことで進路を実現させます。生徒の個性・適性に

対応した少人数学習、きめ細かな教科指導・進路

指導などの多様な実践により、個性の伸長と基礎

学力の充実を図り、生徒の進路希望実現につなげ

ています。また、令和２年度から、知的障がいの

ある生徒を特別募集として受け入れ、生徒一人ひ

とりの状況に応じて必要な配慮を行いながら共

に学ぶ「インクルーシブ教育実践推進校」として

スタートしました。

教育活動の特徴
基礎から伸ばすカリキュラム

普通科 １学年では必履修科目を中心にした学

習で基礎力を確実に身につけます。２学年からは

必要な選択科目を選び、進路選択に備えます。３

学年では「文系」・「理系」に分かれ、それぞれの

進路実現に向け学習を進めます。

美術科 ３年間を見通して基礎から発展まで、実

技と理論の両面において充実した専門科目を用

意し、美術大学進学に対応できる確かな基礎力を

身に付けます。

進路希望を実現するための選択科目と少人数学習

１学年の体育・芸術・外国語、２学年の数学で

は少人数展開できめ細かな指導を行います。また、

「デザイン応用」や「ファインアート応用」など

美術専門科目を中心に、より専門的・発展的に学

びたい意欲に対応します。

２・３学年での選択科目では進路希望を実現す

るために興味・関心に応じて学習していきます。

選択科目としては、国語系や社会系の科目の他に、

「フードデザイン」（家庭）、また、「映像表現」、

「マルチメディア探求」など美術専門科目も多く

設置され、その一部は美術科・普通科の両生徒が

選択することが可能です。

学校行事
６月に行う体育祭は、競技種目はもちろんのこ

と、大きなデコレーションや組ごとに創意工夫を

生かしたダンスパフォーマンスなどで活気に満

ちています。

９月には翔
しょう

矢祭
や さ い

（文化祭）が行われ、クラス企

画や文化部の展示発表など多くの見どころがあ

ります。他に年間を通じて生徒が一体となって展

開する学校行事がたくさんあります。

また、令和４年度２学年では、和歌山・大阪で

自然・文化体験やキャリア学習をテーマとした修

学旅行を行う予定です。修学旅行は、普段の学校

生活では得られない充実した学習の場となって

います。

部活動
多くの生徒が部活動に参加し、活発に活動して

います。運動部では女子バレーボール部、陸上部

などが県大会に出場し活躍しています。文化部も

活発なのが本校の特徴で、特に美術部は連続して

県代表として全国高等学校総合文化祭に出場し

ています。

令和４年 3月卒業生の主な進路先
大 学 桜美林／神奈川／関東学院／多摩美／帝京／東

海／東京工芸／東京造形／東京工芸／日本／フ

ェリス女学院／文教／武蔵野美術／横浜薬科

など

短 大 等 神奈川県立産業技術短期大学校／神奈川歯科大

学短期大学部／洗足こども短期大学／実践女子

短期大学／戸板女子短期大学など

専門学校 浅野工学専門学校／大原簿記情報ビジネス専門

学校／早稲田美容専門学校／横浜保育福祉 ／横

浜未来看護など

就   職 (株)G7 リテールジャパン／戸塚共立第２病院／

(株)丸九／(株)北辰水産／神奈川県警察本部

など

令和４年度学校説明会等予定
第１回 10/８（土）本校

第２回 11/26 (土）本校

アートスクール 8/18 (木) 本校

翔矢祭
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＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ・横浜市営地下鉄ブルーライン戸塚駅より
・徒歩20分
・西口からバス「上矢部循環」行き「上矢部高校」下車
徒歩３分

●横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅より徒歩20分
●相鉄線弥生台駅より
・神奈中バス（戸79系統）「戸塚バスセンター」行き
「領家中学校前」下車徒歩13分

所在地：横浜市戸塚区上矢部町3230番地 〒245-0053

電 話：045(861)3500

ＦＡＸ：045(862)6347

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamiyabe-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 245 250 240 735

美 術 科 39 39 38 116

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)
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教育目標
○豊かな個性の伸長をはかる。  
○自主・自律の精神を育てる。
○連帯の輪をひろげる。  
本校は「基礎力」を培い、「やる気」を伸ばす

ことで進路を実現させます。生徒の個性・適性に

対応した少人数学習、きめ細かな教科指導・進路

指導などの多様な実践により、個性の伸長と基礎

学力の充実を図り、生徒の進路希望実現につなげ

ています。また、令和２年度から、知的障がいの

ある生徒を特別募集として受け入れ、生徒一人ひ

とりの状況に応じて必要な配慮を行いながら共

に学ぶ「インクルーシブ教育実践推進校」として

スタートしました。

教育活動の特徴
基礎から伸ばすカリキュラム

普通科 １学年では必履修科目を中心にした学

習で基礎力を確実に身につけます。２学年からは

必要な選択科目を選び、進路選択に備えます。３

学年では「文系」・「理系」に分かれ、それぞれの

進路実現に向け学習を進めます。

美術科 ３年間を見通して基礎から発展まで、実

技と理論の両面において充実した専門科目を用

意し、美術大学進学に対応できる確かな基礎力を

身に付けます。

進路希望を実現するための選択科目と少人数学習

１学年の体育・芸術・外国語、２学年の数学で

は少人数展開できめ細かな指導を行います。また、

「デザイン応用」や「ファインアート応用」など

美術専門科目を中心に、より専門的・発展的に学

びたい意欲に対応します。

２・３学年での選択科目では進路希望を実現す

るために興味・関心に応じて学習していきます。

選択科目としては、国語系や社会系の科目の他に、

「フードデザイン」（家庭）、また、「映像表現」、

「マルチメディア探求」など美術専門科目も多く

設置され、その一部は美術科・普通科の両生徒が

選択することが可能です。

学校行事
６月に行う体育祭は、競技種目はもちろんのこ

と、大きなデコレーションや組ごとに創意工夫を

生かしたダンスパフォーマンスなどで活気に満

ちています。

９月には翔
しょう

矢祭
や さ い

（文化祭）が行われ、クラス企

画や文化部の展示発表など多くの見どころがあ

ります。他に年間を通じて生徒が一体となって展

開する学校行事がたくさんあります。

また、令和４年度２学年では、和歌山・大阪で

自然・文化体験やキャリア学習をテーマとした修

学旅行を行う予定です。修学旅行は、普段の学校

生活では得られない充実した学習の場となって

います。

部活動
多くの生徒が部活動に参加し、活発に活動して

います。運動部では女子バレーボール部、陸上部

などが県大会に出場し活躍しています。文化部も

活発なのが本校の特徴で、特に美術部は連続して

県代表として全国高等学校総合文化祭に出場し

ています。

令和４年 3月卒業生の主な進路先
大  学 桜美林／神奈川／関東学院／多摩美／帝京／東

海／東京工芸／東京造形／東京工芸／日本／フ

ェリス女学院／文教／武蔵野美術／横浜薬科

など

短 大 等 神奈川県立産業技術短期大学校／神奈川歯科大

学短期大学部／洗足こども短期大学／実践女子

短期大学／戸板女子短期大学など

専門学校 浅野工学専門学校／大原簿記情報ビジネス専門

学校／早稲田美容専門学校／横浜保育福祉 ／横

浜未来看護など

就   職 (株)G7 リテールジャパン／戸塚共立第２病院／

(株)丸九／(株)北辰水産／神奈川県警察本部

など

令和４年度学校説明会等予定  

第１回 10/８（土）本校

第２回 11/26 (土）本校

アートスクール  8/18 (木) 本校

翔矢祭
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＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ・横浜市営地下鉄ブルーライン戸塚駅より
・徒歩20分
・西口からバス「上矢部循環」行き「上矢部高校」下車
徒歩３分

●横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅より徒歩20分
●相鉄線弥生台駅より
・神奈中バス（戸79系統）「戸塚バスセンター」行き
「領家中学校前」下車徒歩13分

所在地：横浜市戸塚区上矢部町3230番地 〒245-0053

電 話：045(861)3500

ＦＡＸ：045(862)6347

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamiyabe-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 245 250 240 735

美 術 科 39 39 38 116 

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) 
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教育目標
○豊かな個性の伸長をはかる。
○自主・自律の精神を育てる。
○連帯の輪をひろげる。
本校は「基礎力」を培い、「やる気」を伸ばす

ことで進路を実現させます。生徒の個性・適性に

対応した少人数学習、きめ細かな教科指導・進路

指導などの多様な実践により、個性の伸長と基礎

学力の充実を図り、生徒の進路希望実現につなげ

ています。また、令和２年度から、知的障がいの

ある生徒を特別募集として受け入れ、生徒一人ひ

とりの状況に応じて必要な配慮を行いながら共

に学ぶ「インクルーシブ教育実践推進校」として

スタートしました。

教育活動の特徴
基礎から伸ばすカリキュラム

普通科 １学年では必履修科目を中心にした学

習で基礎力を確実に身につけます。２学年からは

必要な選択科目を選び、進路選択に備えます。３

学年では「文系」・「理系」に分かれ、それぞれの

進路実現に向け学習を進めます。

美術科 ３年間を見通して基礎から発展まで、実

技と理論の両面において充実した専門科目を用

意し、美術大学進学に対応できる確かな基礎力を

身に付けます。

進路希望を実現するための選択科目と少人数学習

１学年の体育・芸術・外国語、２学年の数学で

は少人数展開できめ細かな指導を行います。また、

「デザイン応用」や「ファインアート応用」など

美術専門科目を中心に、より専門的・発展的に学

びたい意欲に対応します。

２・３学年での選択科目では進路希望を実現す

るために興味・関心に応じて学習していきます。

選択科目としては、国語系や社会系の科目の他に、

「フードデザイン」（家庭）、また、「映像表現」、

「マルチメディア探求」など美術専門科目も多く

設置され、その一部は美術科・普通科の両生徒が

選択することが可能です。

学校行事
６月に行う体育祭は、競技種目はもちろんのこ

と、大きなデコレーションや組ごとに創意工夫を

生かしたダンスパフォーマンスなどで活気に満

ちています。

９月には翔
しょう

矢祭
や さ い

（文化祭）が行われ、クラス企

画や文化部の展示発表など多くの見どころがあ

ります。他に年間を通じて生徒が一体となって展

開する学校行事がたくさんあります。

また、令和４年度２学年では、和歌山・大阪で

自然・文化体験やキャリア学習をテーマとした修

学旅行を行う予定です。修学旅行は、普段の学校

生活では得られない充実した学習の場となって

います。

部活動
多くの生徒が部活動に参加し、活発に活動して

います。運動部では女子バレーボール部、陸上部

などが県大会に出場し活躍しています。文化部も

活発なのが本校の特徴で、特に美術部は連続して

県代表として全国高等学校総合文化祭に出場し

ています。

令和４年 3月卒業生の主な進路先
大 学 桜美林／神奈川／関東学院／多摩美／帝京／東

海／東京工芸／東京造形／東京工芸／日本／フ

ェリス女学院／文教／武蔵野美術／横浜薬科

など

短 大 等 神奈川県立産業技術短期大学校／神奈川歯科大

学短期大学部／洗足こども短期大学／実践女子

短期大学／戸板女子短期大学など

専門学校 浅野工学専門学校／大原簿記情報ビジネス専門

学校／早稲田美容専門学校／横浜保育福祉 ／横

浜未来看護など

就   職 (株)G7 リテールジャパン／戸塚共立第２病院／

(株)丸九／(株)北辰水産／神奈川県警察本部

など

令和４年度学校説明会等予定
第１回 10/８（土）本校

第２回 11/26 (土）本校

アートスクール 8/18 (木) 本校

翔矢祭
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○教育活動の特徴

積極的に何事にも取り組み、自分自身で問題解決

し、未来を切り開く意欲に満ちた、自立した市民の

資質を持つ生徒を育てるべく、「自ら学び、考え、

判断し、行動する生徒の育成」を目標に教育活動を

実践しています。

○確かな学力の向上

・さまざまな進路選択に対応できるよう、基礎科目

をバランスよく配置し、きめ細かな指導による基

礎学力の定着を図ります。

・２、３学年では希望進路をかなえる選択科目を設

置して専門性を深め、質の高い進路実現を追求し

ます。そのため夏期講習等も実施しています。

○社会人基礎力の育成

・ボランティア活動やインターンシップへの参加、

総合的な探究の時間や修学旅行などの探究的な学

習を通して、自ら課題解決する意欲と能力を育成

します。

・ルールやマナーを尊重する態度を育て規範意識を

向上させるとともに、行事や部活動等を通して他

者への思いやりを育み、帰属意識を深化させま

す。

○食育の取り組み

・「地産・地消」を軸に農業体験や調理実習などを

通して生きる力を育みます。

・食育推進係が中心となり、食に関する様々な行事

を企画運営します。

・規則正しい生活習慣の確立を目指して、健全な食

生活を推進します。

○開かれた学校づくり

・鎌倉養護学校金井分教室との交流、地域行事への

参加、授業や部活動を通した近隣企業や小学校と

の交流、地域の文化財の活用など、保護者や地域

の教育力を生かした教育活動を行います。

○多面的・総合的評価への取り組み

・ICTを活用して学校行事やテストなどの振り返り

を行っています。１年生から自分自身の振り返り

を蓄積することで成長を実感できるようにしてい

ます。

神奈川県立 鶴見
つ る み

高等学校

所在地：横浜市栄区金井町100番地 〒244-0845

電 話：045(852)4721

ＦＡＸ：045(852)7748

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

創 立：昭和50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 359 313 314 986

学 級 数 ９ ８ ８ 25

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 金井
か な い

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ・市営地下鉄ブルーライン戸塚駅西口より

戸塚バスセンターから神奈中バス「大船駅西口」「金

井高校前」行き「金井高校前」（約15分）下車

●ＪＲ大船駅西口より

神奈中バス「戸塚バスセンター」行き「金井高校前」

（約10分）下車
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○教育活動の特徴

積極的に何事にも取り組み、自分自身で問題解決

し、未来を切り開く意欲に満ちた、自立した市民の

資質を持つ生徒を育てるべく、「自ら学び、考え、

判断し、行動する生徒の育成」を目標に教育活動を

実践しています。

○確かな学力の向上

・さまざまな進路選択に対応できるよう、基礎科目

をバランスよく配置し、きめ細かな指導による基

礎学力の定着を図ります。

・２、３学年では希望進路をかなえる選択科目を設

置して専門性を深め、質の高い進路実現を追求し

ます。そのため夏期講習等も実施しています。

○社会人基礎力の育成

・ボランティア活動やインターンシップへの参加、

総合的な探究の時間や修学旅行などの探究的な学

習を通して、自ら課題解決する意欲と能力を育成

します。

・ルールやマナーを尊重する態度を育て規範意識を

向上させるとともに、行事や部活動等を通して他

者への思いやりを育み、帰属意識を深化させま

す。

○食育の取り組み

・「地産・地消」を軸に農業体験や調理実習などを

通して生きる力を育みます。

・食育推進係が中心となり、食に関する様々な行事

を企画運営します。

・規則正しい生活習慣の確立を目指して、健全な食

生活を推進します。

○開かれた学校づくり

・鎌倉養護学校金井分教室との交流、地域行事への

参加、授業や部活動を通した近隣企業や小学校と

の交流、地域の文化財の活用など、保護者や地域

の教育力を生かした教育活動を行います。

○多面的・総合的評価への取り組み

・ICTを活用して学校行事やテストなどの振り返り

を行っています。１年生から自分自身の振り返り

を蓄積することで成長を実感できるようにしてい

ます。

神奈川県立 鶴見
つ る み

高等学校

所在地：横浜市栄区金井町100番地 〒244-0845

電 話：045(852)4721

ＦＡＸ：045(852)7748

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

創 立：昭和50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 359 313 314 986

学 級 数 ９ ８ ８ 25

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 金井
か な い

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ・市営地下鉄ブルーライン戸塚駅西口より

戸塚バスセンターから神奈中バス「大船駅西口」「金

井高校前」行き「金井高校前」（約15分）下車

●ＪＲ大船駅西口より

神奈中バス「戸塚バスセンター」行き「金井高校前」

（約10分）下車

                    
４月 始業式・入学式・新入生オリエンテーション

新入生歓迎会・1,２年実力テスト,３年模試

５月 校外学習・身体測定・新体力テスト・中間テスト

・生徒総会・模試分析会・保護者向け進路説明会(3年) 

６月 選択科目説明会（1,2年）・クラスの日

生徒会役員選挙・3年マーク模試

７月 期末テスト・終業式・三者面談・夏期講習・模試（1,２年）

８月 部活動合宿・夏期講習・始業式

９月 金井祭(文化祭)・食育講演会
１０月 中間テスト・修学旅行・保護者向け進路説明会

１１月 生徒総会・模試（1,2,３年）・防災避難訓練、学力調査

１２月 期末テスト・球技大会・終業式・模試分析会

１月 始業式・大学入学共通テスト・自己採点

  ・実用英語技能検定

２月 模試（1,2年）

３月 卒業式・学年末テスト・音楽祭・修了式

文        両道  武

学 校 行 事

○部 活 動○

陸上競技部 令和２年度関東大会出場！

男女バレーボール部 県ベスト16入目指して猛練習！

          男子は令和3年度県ベスト８！

男女バスケットボール部 関東大会出場を目指してい

ます。

男女ソフトテニス部 令和3年度県新人戦ベスト16！

男女バドミントン部 県大会出場を目指しています！

サッカー部 50名以上の部員がイレブンの枠を狙って

毎日猛練習！

男女ハンドボール部 日々、上位を目指して頑張って

います！

卓球部 県大会出場を目指して頑張っています！

剣道部 広い武道場で真剣勝負の毎日！

山岳部 南アルプス、大山などを踏破！

弓道部 上位大会出場を目指し、練習しています。

男女テニス部 体力テストAまちがいなしやでa～！

ダンス部 一番クールなパフォーマンスチーム! 

チアリーディング部 学校行事や地域イベントで活

躍中！Go! Livelys!

野球部 夏の大会の勝利を目指して活動しています！

吹奏楽部 令和3年度東関東大会金賞受賞しました！

美術部 マンガ･イラストから本格的作品制作まで！

写真部 撮影のためフィールドワークへ！

理科部 天文班、PC班、化学班に分かれて活動！

茶道部 裏千家、日本が誇る「お・も・て・なし」！

軽音楽部 10以上のバンドが演奏を競っています! 

放送部 アナウンス・朗読大会・学校行事に向けて活

動しています。令和3年度全国大会出場！

合唱部 創部2年目ですが、令和3年度NHKコンクール

に出場しました！

○説 明 会○

６月11日（土） 全公立展・パシフィコ横浜

８月 4日（木） 公私合同説明会・相談会・明治学院大

８月17日（水） 学校説明会・戸塚公会堂

８月18日（木） 学校説明会・鎌倉芸術館

９月10日（土） 金井祭:学校紹介コーナー 終日

11月12日（土） 学校説明会・校内

12月17日（土） 学校説明会・校内

※コロナ感染状況により変更になる場合があります。

○令和３年度主な合格先○
信州大学 横浜市立大学 県立保健福祉大学 青山学院大学

桜美林大学 学習院大学 北里大学 工学院大学 國學院大

學 国士舘大学 駒澤大学 産業能率大学 昭和大学 昭和

女子大学 成蹊大学 専修大学 玉川大学 中央大学 帝京

大学 帝京平成大学 東海大学 東京電機大学 東京都市大

学 東京農業大学 東京理科大学 東洋大学 日本大学

日本体育大学 二松学舎大学 法政大学 武蔵大学 明治大

学 明治学院大学 立正大学 麻布大学 神奈川大学 神奈

川工科大学 鎌倉女子大学 関東学院大学 相模女子大学

湘南医療大学 湘南鎌倉医療大学 フェリス女学院大学  

文教大学 奈良大学 他
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○教育活動の特徴

積極的に何事にも取り組み、自分自身で問題解決

し、未来を切り開く意欲に満ちた、自立した市民の

資質を持つ生徒を育てるべく、「自ら学び、考え、

判断し、行動する生徒の育成」を目標に教育活動を

実践しています。

○確かな学力の向上

・さまざまな進路選択に対応できるよう、基礎科目

をバランスよく配置し、きめ細かな指導による基

礎学力の定着を図ります。

・２、３学年では希望進路をかなえる選択科目を設

置して専門性を深め、質の高い進路実現を追求し

ます。そのため夏期講習等も実施しています。

○社会人基礎力の育成

・ボランティア活動やインターンシップへの参加、

総合的な探究の時間や修学旅行などの探究的な学

習を通して、自ら課題解決する意欲と能力を育成

します。

・ルールやマナーを尊重する態度を育て規範意識を

向上させるとともに、行事や部活動等を通して他

者への思いやりを育み、帰属意識を深化させま

す。

○食育の取り組み

・「地産・地消」を軸に農業体験や調理実習などを

通して生きる力を育みます。

・食育推進係が中心となり、食に関する様々な行事

を企画運営します。

・規則正しい生活習慣の確立を目指して、健全な食

生活を推進します。

○開かれた学校づくり

・鎌倉養護学校金井分教室との交流、地域行事への

参加、授業や部活動を通した近隣企業や小学校と

の交流、地域の文化財の活用など、保護者や地域

の教育力を生かした教育活動を行います。

○多面的・総合的評価への取り組み

・ICTを活用して学校行事やテストなどの振り返り

を行っています。１年生から自分自身の振り返り

を蓄積することで成長を実感できるようにしてい

ます。

神奈川県立 鶴見
つ る み

高等学校

所在地：横浜市栄区金井町100番地 〒244-0845

電 話：045(852)4721

ＦＡＸ：045(852)7748

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

創 立：昭和50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 359 313 314 986

学 級 数 ９ ８ ８ 25

 (生徒、学級数については令和４年４月現在)

神奈川県立 金井
か な い

高等学校
＜学校案内図＞

利用交通機関

●ＪＲ・市営地下鉄ブルーライン戸塚駅西口より

戸塚バスセンターから神奈中バス「大船駅西口」「金

井高校前」行き「金井高校前」（約15分）下車

●ＪＲ大船駅西口より

神奈中バス「戸塚バスセンター」行き「金井高校前」

（約10分）下車
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４月 始業式・入学式・新入生オリエンテーション

新入生歓迎会・1,２年実力テスト,３年模試

５月 校外学習・身体測定・新体力テスト・中間テスト

・生徒総会・模試分析会・保護者向け進路説明会(3年) 

６月 選択科目説明会（1,2年）・クラスの日

生徒会役員選挙・3年マーク模試

７月 期末テスト・終業式・三者面談・夏期講習・模試（1,２年）

８月 部活動合宿・夏期講習・始業式

９月 金井祭(文化祭)・食育講演会
１０月 中間テスト・修学旅行・保護者向け進路説明会

１１月 生徒総会・模試（1,2,３年）・防災避難訓練、学力調査

１２月 期末テスト・球技大会・終業式・模試分析会

１月 始業式・大学入学共通テスト・自己採点

  ・実用英語技能検定

２月 模試（1,2年）

３月 卒業式・学年末テスト・音楽祭・修了式

文        両道  武

学 校 行 事

２年）

○部 活 動○

陸上競技部 令和２年度関東大会出場！

男女バレーボール部 県ベスト16入目指して猛練習！

          男子は令和3年度県ベスト８！

男女バスケットボール部 関東大会出場を目指してい

ます。

男女ソフトテニス部 令和3年度県新人戦ベスト16！

男女バドミントン部 県大会出場を目指しています！

サッカー部 50名以上の部員がイレブンの枠を狙って

毎日猛練習！

男女ハンドボール部 日々、上位を目指して頑張って

います！

卓球部 県大会出場を目指して頑張っています！

剣道部 広い武道場で真剣勝負の毎日！

山岳部 南アルプス、大山などを踏破！

弓道部 上位大会出場を目指し、練習しています。

男女テニス部 体力テストAまちがいなしやでa～！

ダンス部 一番クールなパフォーマンスチーム! 

チアリーディング部 学校行事や地域イベントで活

躍中！Go! Livelys!

野球部 夏の大会の勝利を目指して活動しています！

吹奏楽部 令和3年度東関東大会金賞受賞しました！

美術部 マンガ･イラストから本格的作品制作まで！

写真部 撮影のためフィールドワークへ！

理科部 天文班、PC班、化学班に分かれて活動！

茶道部 裏千家、日本が誇る「お・も・て・なし」！

軽音楽部 10以上のバンドが演奏を競っています! 

放送部 アナウンス・朗読大会・学校行事に向けて活

動しています。令和3年度全国大会出場！

合唱部 創部2年目ですが、令和3年度NHKコンクール

に出場しました！

○説 明 会○

６月11日（土） 全公立展・パシフィコ横浜

８月 4日（木） 公私合同説明会・相談会・明治学院大

８月17日（水） 学校説明会・戸塚公会堂

８月18日（木） 学校説明会・鎌倉芸術館

９月10日（土） 金井祭:学校紹介コーナー 終日

11月12日（土） 学校説明会・校内

12月17日（土） 学校説明会・校内

※コロナ感染状況により変更になる場合があります。

○令和３年度主な合格先○
信州大学 横浜市立大学 県立保健福祉大学 青山学院大学

桜美林大学 学習院大学 北里大学 工学院大学 國學院大

學 国士舘大学 駒澤大学 産業能率大学 昭和大学 昭和

女子大学 成蹊大学 専修大学 玉川大学 中央大学 帝京

大学 帝京平成大学 東海大学 東京電機大学 東京都市大

学 東京農業大学 東京理科大学 東洋大学 日本大学

日本体育大学 二松学舎大学 法政大学 武蔵大学 明治大

学 明治学院大学 立正大学 麻布大学 神奈川大学 神奈

川工科大学 鎌倉女子大学 関東学院大学 相模女子大学

湘南医療大学 湘南鎌倉医療大学 フェリス女学院大学  

文教大学 奈良大学 他
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神奈川県立 横浜
よこ は ま

清陵
せいりょう

高等学校

所在地：横浜市南区清水ケ丘41番地 〒232-0007

電 話：045(242)1926

ＦＡＸ：045(253)6393

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

創 立：平成28年11月（平成29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 279 276 269 824

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
●京浜急行線南太田駅より徒歩12分
●市営地下鉄ブルーライン吉野町駅より徒歩15分

��色ある�育の���
�ス�ディ・サ�リを�入し、自分の生活リ��に合わせて優れた���による����ができます。�業の��は�

関大学の一�選�から総合�選�（AO入�）まで対応しています。

�平成 31 年度に、神奈川県�育��会より「総合的な探究の�間」の研究指定を�け、自ら設定した課�を��する

ための探究活動を行っています。

����による科目選択、�験に�けた学習、��校選択、面�、作文などの指�の�か、大手予�校で�ュー�ー、校

��を��したキ�リアアドバイ�ーを��し、アドバイスを�ける�とができます。

主な合��績等（令和３年度卒業生）

大 学 横浜国立大学、神奈川県立����大学、立�大学、
    中�大学、明�大学、��大学、学習�大学、

日�大学、��大学、�修大学、��大学、成�大学、
明�学�大学、神奈川大学、日�大学、日�体育大学、
���大�、�美�大学、�業��大学、
���科大学、��大学、東���大学 他

��大学 大�女子大学��大学部、�見大学��大学部、
     横浜女子��大学、神奈川県立�業技術��大学校、

    �足子ども��大学、和���大学 他

��学校 大原��公����学校、��田美���学校、
    ����美術��学校、国際フード����学校、
    横浜�カレッジ、��学校日�横浜自動�大学校、
    横浜リハ�リテーシ�ン��学校、日��学���学校
    横浜���ン�ー��横浜��学校 他

� � �式会��ッシュ 他

主体的に����できる力を育�ます。
・��学力の定�と学力�上を�るカリキュラ�

・��の４技�を高めるための��民間�験の活用

・学力��のための���験を�施

・1年次からの���イダンス

・����による面�指�、小�文指�（3年次）

◇�育活動の��

まいばすけっと

◇学校行事

  

≪清陵祭≫

生徒が自主的にクラス等の催し物

の企画をします。展示や食品販売

で協力する大切さや計画力を養い

ます。中庭で行われるダンス・軽

音楽の発表も大人気です。

≪遠足≫

令和３年度の遠足では、1年次は

八景島シーパラダイス、2年次は

鎌倉・江の島方面、3年次は小田

原・箱根へ行きました。年次での

親睦を深めます。

≪体育祭≫

各年次が3色の色に分かれ、色別で

対抗します。全年次混合で行うため、

年次を超えて交流があります。放課

後などに集まって練習した応援も大

迫力です。

≪修学旅行≫

令和元年度の２年次生は沖縄に行

きました。平和学習や自然体験、

民泊体験など、沖縄ならではの体

験学習をとおして年次共通の思い出を

を作ります。

≪球技大会≫

清陵No1のクラスを目指し、年次

を超えて戦います。どのクラスも球

技大会の後には、より一層団結力が

深まります。令和３年度はサッカー、

バレー、バスケットボールでした。

◇学校説明会等

・全公立展

・公私合同説明・相談会

・清陵祭

・学校説明会

・体験入部

・部活動見学

※全公立展、公私合同説明・相談会、清陵祭(文化
祭)、学校説明会、体験入部の日付・会場につい
てはHP等をご確認ください。

◇年間スケジュール（予定）

４月 入学式

５月 遠足、体育祭(非公開) 

９月 清陵祭(文化祭) 

１１月 修学旅行(２年次) 

２月 ３年生を送る会

３月 卒業式 球技大会

２つのグラウンド、５面あるテニスコートなど恵まれた施設を活用し、運動部・文化部・同好会あわせて30以上

の部が活動しています。全国大会や関東大会などにも出場し、運動部だけではなく文化部も顕著な成績を残してい

ます。また、他の学校にはないめずらしい部活動もあり、選択肢が多くやりたい部活動を探せる学校です。

【部】硬式野球・バスケットボール・バレーボール・サッカー・バドミントン・陸上競技・ソフトテニス・剣道・硬式テニス・

  体操競技・水泳・ライフル射撃・ダンス・レスリング・ワンダーフォーゲル・卓球・吹奏楽・文芸・茶道・美術・軽音楽・

  自然科学・漫画研究・写真・書道・クッキング・国際交流・パソコン・合唱

【同好会】ハンドボール・演劇・JRC・鉄道研究・ロボティクス・メディア研究

◇部活動

《主な大会の成績》
硬式野球部……第103回全国選手権神奈川大会ベスト８

レスリング部…令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会出場

体操競技部……令和３年度神奈川県体操競技高校生大会 個人総合５位

写真部…………第28回全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園2021」出場

陸上競技部……2021年度横浜地区高体連陸上競技選手権大会

       女子やり投優勝、男子走幅跳２位
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ための探究活動を行っています。
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��を��したキ�リアアドバイ�ーを��し、アドバイスを�ける�とができます。

主な合��績等（令和３年度卒業生）

大  学 横浜国立大学、神奈川県立����大学、立�大学、
    中�大学、明�大学、��大学、学習�大学、
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    ����美術��学校、国際フード����学校、
    横浜�カレッジ、��学校日�横浜自動�大学校、
    横浜リハ�リテーシ�ン��学校、日��学���学校
    横浜���ン�ー��横浜��学校 他

�  � �式会��ッシュ 他

主体的に����できる力を育�ます。
・��学力の定�と学力�上を�るカリキュラ�

・��の４技�を高めるための��民間�験の活用

・学力��のための���験を�施

・1年次からの���イダンス

・����による面�指�、小�文指�（3年次）

◇�育活動の��

まいばすけっと

◇学校行事

≪清陵祭≫

生徒が自主的にクラス等の催し物

の企画をします。展示や食品販売

で協力する大切さや計画力を養い

ます。中庭で行われるダンス・軽

音楽の発表も大人気です。

≪遠足≫

令和３年度の遠足では、1年次は

八景島シーパラダイス、2年次は

鎌倉・江の島方面、3年次は小田

原・箱根へ行きました。年次での

親睦を深めます。

≪体育祭≫

各年次が3色の色に分かれ、色別で

対抗します。全年次混合で行うため、

年次を超えて交流があります。放課

後などに集まって練習した応援も大

迫力です。

≪修学旅行≫

令和元年度の２年次生は沖縄に行

きました。平和学習や自然体験、

民泊体験など、沖縄ならではの体

験学習をとおして年次共通の思い出を

を作ります。

≪球技大会≫

清陵No1のクラスを目指し、年次

を超えて戦います。どのクラスも球

技大会の後には、より一層団結力が

深まります。令和３年度はサッカー、

バレー、バスケットボールでした。

◇学校説明会等

・全公立展

・公私合同説明・相談会

・清陵祭

・学校説明会

・体験入部

・部活動見学

※全公立展、公私合同説明・相談会、清陵祭(文化
祭)、学校説明会、体験入部の日付・会場につい
てはHP等をご確認ください。

◇年間スケジュール（予定）

４月 入学式

５月 遠足、体育祭(非公開)

９月 清陵祭(文化祭)

１１月 修学旅行(２年次)

２月 ３年生を送る会

３月 卒業式 球技大会

２つのグラウンド、５面あるテニスコートなど恵まれた施設を活用し、運動部・文化部・同好会あわせて30以上

の部が活動しています。全国大会や関東大会などにも出場し、運動部だけではなく文化部も顕著な成績を残してい

ます。また、他の学校にはないめずらしい部活動もあり、選択肢が多くやりたい部活動を探せる学校です。

【部】硬式野球・バスケットボール・バレーボール・サッカー・バドミントン・陸上競技・ソフトテニス・剣道・硬式テニス・

  体操競技・水泳・ライフル射撃・ダンス・レスリング・ワンダーフォーゲル・卓球・吹奏楽・文芸・茶道・美術・軽音楽・

  自然科学・漫画研究・写真・書道・クッキング・国際交流・パソコン・合唱

【同好会】ハンドボール・演劇・JRC・鉄道研究・ロボティクス・メディア研究

◇部活動

《主な大会の成績》
硬式野球部……第103回全国選手権神奈川大会ベスト８

レスリング部…令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会出場

体操競技部……令和３年度神奈川県体操競技高校生大会 個人総合５位

写真部…………第28回全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園2021」出場

陸上競技部……2021年度横浜地区高体連陸上競技選手権大会

       女子やり投優勝、男子走幅跳２位
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神奈川県立 横浜
よこ は ま

清陵
せいりょう

高等学校

所在地：横浜市南区清水ケ丘41番地 〒232-0007

電 話：045(242)1926

ＦＡＸ：045(253)6393

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

創 立：平成28年11月（平成29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 279 276 269 824

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
●京浜急行線南太田駅より徒歩12分
●市営地下鉄ブルーライン吉野町駅より徒歩15分

��色ある�育の���
�ス�ディ・サ�リを�入し、自分の生活リ��に合わせて優れた���による����ができます。�業の��は�

関大学の一�選�から総合�選�（AO入�）まで対応しています。

�平成 31 年度に、神奈川県�育��会より「総合的な探究の�間」の研究指定を�け、自ら設定した課�を��する

ための探究活動を行っています。

����による科目選択、�験に�けた学習、��校選択、面�、作文などの指�の�か、大手予�校で�ュー�ー、校

��を��したキ�リアアドバイ�ーを��し、アドバイスを�ける�とができます。

主な合��績等（令和３年度卒業生）

大 学 横浜国立大学、神奈川県立����大学、立�大学、
    中�大学、明�大学、��大学、学習�大学、

日�大学、��大学、�修大学、��大学、成�大学、
明�学�大学、神奈川大学、日�大学、日�体育大学、
���大�、�美�大学、�業��大学、
���科大学、��大学、東���大学 他

��大学 大�女子大学��大学部、�見大学��大学部、
     横浜女子��大学、神奈川県立�業技術��大学校、

    �足子ども��大学、和���大学 他

��学校 大原��公����学校、��田美���学校、
    ����美術��学校、国際フード����学校、
    横浜�カレッジ、��学校日�横浜自動�大学校、
    横浜リハ�リテーシ�ン��学校、日��学���学校
    横浜���ン�ー��横浜��学校 他

� � �式会��ッシュ 他

主体的に����できる力を育�ます。
・��学力の定�と学力�上を�るカリキュラ�

・��の４技�を高めるための��民間�験の活用

・学力��のための���験を�施

・1年次からの���イダンス

・����による面�指�、小�文指�（3年次）

◇�育活動の��

まいばすけっと

◇学校行事

  

≪清陵祭≫

生徒が自主的にクラス等の催し物

の企画をします。展示や食品販売

で協力する大切さや計画力を養い

ます。中庭で行われるダンス・軽

音楽の発表も大人気です。

≪遠足≫

令和３年度の遠足では、1年次は

八景島シーパラダイス、2年次は

鎌倉・江の島方面、3年次は小田

原・箱根へ行きました。年次での

親睦を深めます。

≪体育祭≫

各年次が3色の色に分かれ、色別で

対抗します。全年次混合で行うため、

年次を超えて交流があります。放課

後などに集まって練習した応援も大

迫力です。

≪修学旅行≫

令和元年度の２年次生は沖縄に行

きました。平和学習や自然体験、

民泊体験など、沖縄ならではの体

験学習をとおして年次共通の思い出を

を作ります。

≪球技大会≫

清陵No1のクラスを目指し、年次

を超えて戦います。どのクラスも球

技大会の後には、より一層団結力が

深まります。令和３年度はサッカー、

バレー、バスケットボールでした。

◇学校説明会等

・全公立展

・公私合同説明・相談会

・清陵祭

・学校説明会

・体験入部

・部活動見学

※全公立展、公私合同説明・相談会、清陵祭(文化
祭)、学校説明会、体験入部の日付・会場につい
てはHP等をご確認ください。

◇年間スケジュール（予定）

４月 入学式

５月 遠足、体育祭(非公開) 

９月 清陵祭(文化祭) 

１１月 修学旅行(２年次) 

２月 ３年生を送る会

３月 卒業式 球技大会

２つのグラウンド、５面あるテニスコートなど恵まれた施設を活用し、運動部・文化部・同好会あわせて30以上

の部が活動しています。全国大会や関東大会などにも出場し、運動部だけではなく文化部も顕著な成績を残してい

ます。また、他の学校にはないめずらしい部活動もあり、選択肢が多くやりたい部活動を探せる学校です。

【部】硬式野球・バスケットボール・バレーボール・サッカー・バドミントン・陸上競技・ソフトテニス・剣道・硬式テニス・

  体操競技・水泳・ライフル射撃・ダンス・レスリング・ワンダーフォーゲル・卓球・吹奏楽・文芸・茶道・美術・軽音楽・

  自然科学・漫画研究・写真・書道・クッキング・国際交流・パソコン・合唱

【同好会】ハンドボール・演劇・JRC・鉄道研究・ロボティクス・メディア研究

◇部活動

《主な大会の成績》
硬式野球部……第103回全国選手権神奈川大会ベスト８

レスリング部…令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会出場

体操競技部……令和３年度神奈川県体操競技高校生大会 個人総合５位

写真部…………第28回全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園2021」出場

陸上競技部……2021年度横浜地区高体連陸上競技選手権大会

       女子やり投優勝、男子走幅跳２位
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ための探究活動を行っています。

����による科目選択、�験に�けた学習、��校選択、面�、作文などの指�の�か、大手予�校で�ュー�ー、校
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◇学校行事

≪清陵祭≫

生徒が自主的にクラス等の催し物

の企画をします。展示や食品販売

で協力する大切さや計画力を養い

ます。中庭で行われるダンス・軽

音楽の発表も大人気です。

≪遠足≫

令和３年度の遠足では、1年次は

八景島シーパラダイス、2年次は

鎌倉・江の島方面、3年次は小田

原・箱根へ行きました。年次での

親睦を深めます。

≪体育祭≫

各年次が3色の色に分かれ、色別で

対抗します。全年次混合で行うため、

年次を超えて交流があります。放課

後などに集まって練習した応援も大

迫力です。

≪修学旅行≫

令和元年度の２年次生は沖縄に行

きました。平和学習や自然体験、

民泊体験など、沖縄ならではの体

験学習をとおして年次共通の思い出を

を作ります。

≪球技大会≫

清陵No1のクラスを目指し、年次

を超えて戦います。どのクラスも球

技大会の後には、より一層団結力が

深まります。令和３年度はサッカー、

バレー、バスケットボールでした。

◇学校説明会等

・全公立展

・公私合同説明・相談会

・清陵祭

・学校説明会

・体験入部

・部活動見学

※全公立展、公私合同説明・相談会、清陵祭(文化
祭)、学校説明会、体験入部の日付・会場につい
てはHP等をご確認ください。

◇年間スケジュール（予定）

４月 入学式

５月 遠足、体育祭(非公開)

９月 清陵祭(文化祭)

１１月 修学旅行(２年次)

２月 ３年生を送る会

３月 卒業式 球技大会

２つのグラウンド、５面あるテニスコートなど恵まれた施設を活用し、運動部・文化部・同好会あわせて30以上

の部が活動しています。全国大会や関東大会などにも出場し、運動部だけではなく文化部も顕著な成績を残してい

ます。また、他の学校にはないめずらしい部活動もあり、選択肢が多くやりたい部活動を探せる学校です。

【部】硬式野球・バスケットボール・バレーボール・サッカー・バドミントン・陸上競技・ソフトテニス・剣道・硬式テニス・

  体操競技・水泳・ライフル射撃・ダンス・レスリング・ワンダーフォーゲル・卓球・吹奏楽・文芸・茶道・美術・軽音楽・

  自然科学・漫画研究・写真・書道・クッキング・国際交流・パソコン・合唱

【同好会】ハンドボール・演劇・JRC・鉄道研究・ロボティクス・メディア研究

◇部活動

《主な大会の成績》
硬式野球部……第103回全国選手権神奈川大会ベスト８

レスリング部…令和３年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会出場

体操競技部……令和３年度神奈川県体操競技高校生大会 個人総合５位

写真部…………第28回全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園2021」出場

陸上競技部……2021年度横浜地区高体連陸上競技選手権大会
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Kanagawa Prefectural Yokohama Senior High School

of International Studies

さあ 翔びたとう 世界へ ！ Soar to the World!

教育目標

世界市民として自立し、将来、日本社会や国際
社会におけるリーダーとして活躍する人材とな
るような生徒を育成する。

神奈川県立 横浜
よこ は ま

国際
こく さ い

高等学校

���������������731� �232-0066

� ��045(721)1434

����045(742)9493

����https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yokohamakokusai-h/
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YIS English Workshop 第二外国語

○  概 要  Introduction
  横浜国際高校は「国際社会でリーダーとして活躍で

きる人材の育成」を目標に、平成20年度に単位制によ

る国際情報科の専門高校(全日制)として開校しました。

平成29年度入学生より、国際科に改編されました。

    平成26年度から30年度までは、文部科学省によりス

ーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受けま

した。国際科ではSGHに関連する教育活動を今後も継

続し、外国語によるコミュニケーション能力や、世界

に向けて情報を発信することができるICT活用能力・

技術を身に付けるための充実した学習活動を行います。

  さらに、令和３年度より、新たに指定を受けた学力

向上進学重点校エントリー校としての取組がはじまり

ます。

授業時間は50分、６時限を週２回、７時限を週３回

行っています(国際バカロレアコースは毎日７時限)。

単位制により、一人ひとりの進路希望や興味・関心に

基づく多様な科目選択が可能です。また、長期休業中

等には補習や講習等を実施し、学力の向上を目指して

います。

  海外帰国生徒特別募集で入学した生徒以外にも海外

での生活を経験した生徒が多く在籍しています。

○  教育活動の特徴  Educational Features
    横浜国際高校は、英語に関して高度な必修科目と多

彩な選択科目を設置し、専門高校ならではの高度な英

語教育を展開しています。

また、国際科は英語以外の外国語も必履修となって

います。ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、

ハングル、アラビア語の６言語があり、１年次生はこ

のうち一つを履修します。アラビア語の開設は全国の

公立高校では唯一です。第二外国語は、国際科２・３

年次生でも履修できます。英語を始め、すべての外国

語でその言語を母語とする先生の授業が受けられます。

さらに、コンピュータ室とCALL教室を合計５室設置

しており、授業ではプレゼンテーションを作成して発

表する活動も多く含まれます。母語の異なる相手と意

見交換を行ったり、様々な情報を発信したりすること

ができるような技能を養います。

国際科生の「総合的な探究の時間」では課題研究を

行います。自分でテーマを選び、情報の収集、整理・

分析・発表を日本語や英語で行います。

姉妹校交流も盛んです。アメリカ、オーストラリア、

ドイツ、台湾、フランス、スペイン、韓国、モロッコ

などと、毎年(あるいは隔年で)交流を計画実施します。

姉妹校訪問時には相手校の生徒の家庭にホームステイ

して異文化を体験し、姉妹校の生徒を受け入れるとき

は、ホストファミリーとして国際交流を実践する機会

を持ちます。また授業内交流もありますので、本校で

の外国語学習の経験を生かして交流活動に参加するこ

とができます。外国人留学生も常時在籍しており、校

内でも国際交流を体験する機会が数多くあります。

○  国際バカロレアコース設置

International Baccalaureate Course
  横浜国際高校は平成31年２月に国際バカロレア機構

(IB)からの認定を受け、国際バカロレア認定校となり

ました。平成31年４月から「国際バカロレアコース」

を設置しています。国際バカロレアコースのカリキュ

ラムは文部科学省が定める高等学校学習指導要領とIB

が定める教育内容等の両方を満たしており、必要な単

位を満たすと、日本の高等学校卒業資格とIBディプロ

マ資格が付与されます。

○  教育課程  Curriculum
国際科では、ほとんどの生徒は以下の科目を選択し、

週８時間以上英語や外国語を学習することになります。

  ＊は必履修、[ ]は略称、< >は単位数

１年次 …＊総合英語Ⅰ<３>、第二外国語Ⅰ<３>、

     ディベート・ディスカッションⅠ<２> 

２年次 …英語理解<４>、＊異文化理解<２>、

     ライティング スキルズ[WS]<２> 

３年次 …英語理解研究<４>、インターナショナル

コミュニケーション[IC]<２>、＊ディスカッ

ション アンド リサーチ（総合的な探究の時間）

[DR]<１> 

国際バカロレアコースでは、１年次は学習指導要領

の定める必履修科目を中心に学習し、１年次１月から

はIBの教育課程に対応した「ディプロマ・プログラム

科目」を中心に学習します。

○  学校行事  School Events
  ４月：新入生歓迎会 ５月：社会見学 ７月：学校説

明会(7/29,30)、YIS English Workshop(7/20,21,22)

８月：ＩＢコース説明会(8/6)、サマープログラム、

学校説明会(8/20) ９月：YIS祭(9/22,23) 10月：学校

説明会（10/22） 11月：学校説明会(11/26) 12月：学

校説明会(12/10)、修学旅行 ３月：球技大会

○  部活動   Club Activities
運動部：テニス部・バスケットボール部・サッカー

部・バドミントン部・ラクロス部・チアリーディン

グ部・陸上競技部・弓道部、ダンス

文化部：吹奏楽部・合唱部・インターアクト部・茶道

部・フラメンコ部・軽音楽部・放送部・ボランティ

ア部・エンターテイメント部・模擬国連部・競技か

るた部・美術部・演劇部・パントマイム部

同好会：バレーボール、書道、写真、SDGs

○  高大連携 School Partnership with Tokyo 
University of Foreign Studies
  横浜国際高校は平成22年に東京外国語大学、令和３

年に清泉女子大学と高大連携協定を調印しています。
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さあ 翔びたとう 世界へ Soar to the World!

YIS English Workshop 第二外国語

○  概 要  Introduction
  横浜国際高校は「国際社会でリーダーとして活躍で

きる人材の育成」を目標に、平成20年度に単位制によ

る国際情報科の専門高校(全日制)として開校しました。

平成29年度入学生より、国際科に改編されました。

    平成26年度から30年度までは、文部科学省によりス

ーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受けま

した。国際科ではSGHに関連する教育活動を今後も継

続し、外国語によるコミュニケーション能力や、世界

に向けて情報を発信することができるICT活用能力・

技術を身に付けるための充実した学習活動を行います。

  さらに、令和３年度より、新たに指定を受けた学力

向上進学重点校エントリー校としての取組がはじまり

ます。

授業時間は50分、６時限を週２回、７時限を週３回

行っています(国際バカロレアコースは毎日７時限)。

単位制により、一人ひとりの進路希望や興味・関心に

基づく多様な科目選択が可能です。また、長期休業中

等には補習や講習等を実施し、学力の向上を目指して

います。

海外帰国生徒特別募集で入学した生徒以外にも海外

での生活を経験した生徒が多く在籍しています。

○  教育活動の特徴  Educational Features
    横浜国際高校は、英語に関して高度な必修科目と多

彩な選択科目を設置し、専門高校ならではの高度な英

語教育を展開しています。

また、国際科は英語以外の外国語も必履修となって

います。ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、

ハングル、アラビア語の６言語があり、１年次生はこ

のうち一つを履修します。アラビア語の開設は全国の

公立高校では唯一です。第二外国語は、国際科２・３

年次生でも履修できます。英語を始め、すべての外国

語でその言語を母語とする先生の授業が受けられます。

さらに、コンピュータ室とCALL教室を合計５室設置

しており、授業ではプレゼンテーションを作成して発

表する活動も多く含まれます。母語の異なる相手と意

見交換を行ったり、様々な情報を発信したりすること

ができるような技能を養います。

国際科生の「総合的な探究の時間」では課題研究を

行います。自分でテーマを選び、情報の収集、整理・

分析・発表を日本語や英語で行います。

姉妹校交流も盛んです。アメリカ、オーストラリア、

ドイツ、台湾、フランス、スペイン、韓国、モロッコ

などと、毎年(あるいは隔年で)交流を計画実施します。

姉妹校訪問時には相手校の生徒の家庭にホームステイ

して異文化を体験し、姉妹校の生徒を受け入れるとき

は、ホストファミリーとして国際交流を実践する機会

を持ちます。また授業内交流もありますので、本校で

の外国語学習の経験を生かして交流活動に参加するこ

とができます。外国人留学生も常時在籍しており、校

内でも国際交流を体験する機会が数多くあります。

○  国際バカロレアコース設置

International Baccalaureate Course
  横浜国際高校は平成31年２月に国際バカロレア機構

(IB)からの認定を受け、国際バカロレア認定校となり

ました。平成31年４月から「国際バカロレアコース」

を設置しています。国際バカロレアコースのカリキュ

ラムは文部科学省が定める高等学校学習指導要領とIB

が定める教育内容等の両方を満たしており、必要な単

位を満たすと、日本の高等学校卒業資格とIBディプロ

マ資格が付与されます。

○  教育課程  Curriculum
国際科では、ほとんどの生徒は以下の科目を選択し、

週８時間以上英語や外国語を学習することになります。

  ＊は必履修、[ ]は略称、< >は単位数

１年次 …＊総合英語Ⅰ<３>、第二外国語Ⅰ<３>、

     ディベート・ディスカッションⅠ<２>

２年次 …英語理解<４>、＊異文化理解<２>、

     ライティング スキルズ[WS]<２>

３年次 …英語理解研究<４>、インターナショナル

コミュニケーション[IC]<２>、＊ディスカッ

ション アンド リサーチ（総合的な探究の時間）

[DR]<１>

国際バカロレアコースでは、１年次は学習指導要領

の定める必履修科目を中心に学習し、１年次１月から

はIBの教育課程に対応した「ディプロマ・プログラム

科目」を中心に学習します。

○  学校行事  School Events
４月：新入生歓迎会 ５月：社会見学 ７月：学校説

明会(7/29,30)、YIS English Workshop(7/20,21,22)

８月：ＩＢコース説明会(8/6)、サマープログラム、

学校説明会(8/20) ９月：YIS祭(9/22,23) 10月：学校

説明会（10/22） 11月：学校説明会(11/26) 12月：学

校説明会(12/10)、修学旅行 ３月：球技大会

○  部活動   Club Activities
運動部：テニス部・バスケットボール部・サッカー

部・バドミントン部・ラクロス部・チアリーディン

グ部・陸上競技部・弓道部、ダンス

文化部：吹奏楽部・合唱部・インターアクト部・茶道

部・フラメンコ部・軽音楽部・放送部・ボランティ

ア部・エンターテイメント部・模擬国連部・競技か

るた部・美術部・演劇部・パントマイム部

同好会：バレーボール、書道、写真、SDGs

○  高大連携 School Partnership with Tokyo 
University of Foreign Studies
  横浜国際高校は平成22年に東京外国語大学、令和３

年に清泉女子大学と高大連携協定を調印しています。
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YIS English Workshop 第二外国語

○  概 要  Introduction
  横浜国際高校は「国際社会でリーダーとして活躍で

きる人材の育成」を目標に、平成20年度に単位制によ

る国際情報科の専門高校(全日制)として開校しました。

平成29年度入学生より、国際科に改編されました。

    平成26年度から30年度までは、文部科学省によりス

ーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受けま

した。国際科ではSGHに関連する教育活動を今後も継

続し、外国語によるコミュニケーション能力や、世界

に向けて情報を発信することができるICT活用能力・

技術を身に付けるための充実した学習活動を行います。

  さらに、令和３年度より、新たに指定を受けた学力

向上進学重点校エントリー校としての取組がはじまり

ます。

授業時間は50分、６時限を週２回、７時限を週３回

行っています(国際バカロレアコースは毎日７時限)。

単位制により、一人ひとりの進路希望や興味・関心に

基づく多様な科目選択が可能です。また、長期休業中

等には補習や講習等を実施し、学力の向上を目指して

います。

  海外帰国生徒特別募集で入学した生徒以外にも海外

での生活を経験した生徒が多く在籍しています。

○  教育活動の特徴  Educational Features
    横浜国際高校は、英語に関して高度な必修科目と多

彩な選択科目を設置し、専門高校ならではの高度な英

語教育を展開しています。

また、国際科は英語以外の外国語も必履修となって

います。ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、

ハングル、アラビア語の６言語があり、１年次生はこ

のうち一つを履修します。アラビア語の開設は全国の

公立高校では唯一です。第二外国語は、国際科２・３

年次生でも履修できます。英語を始め、すべての外国

語でその言語を母語とする先生の授業が受けられます。

さらに、コンピュータ室とCALL教室を合計５室設置

しており、授業ではプレゼンテーションを作成して発

表する活動も多く含まれます。母語の異なる相手と意

見交換を行ったり、様々な情報を発信したりすること

ができるような技能を養います。

国際科生の「総合的な探究の時間」では課題研究を

行います。自分でテーマを選び、情報の収集、整理・

分析・発表を日本語や英語で行います。

姉妹校交流も盛んです。アメリカ、オーストラリア、

ドイツ、台湾、フランス、スペイン、韓国、モロッコ

などと、毎年(あるいは隔年で)交流を計画実施します。

姉妹校訪問時には相手校の生徒の家庭にホームステイ

して異文化を体験し、姉妹校の生徒を受け入れるとき

は、ホストファミリーとして国際交流を実践する機会

を持ちます。また授業内交流もありますので、本校で

の外国語学習の経験を生かして交流活動に参加するこ

とができます。外国人留学生も常時在籍しており、校

内でも国際交流を体験する機会が数多くあります。

○  国際バカロレアコース設置

International Baccalaureate Course
  横浜国際高校は平成31年２月に国際バカロレア機構

(IB)からの認定を受け、国際バカロレア認定校となり

ました。平成31年４月から「国際バカロレアコース」

を設置しています。国際バカロレアコースのカリキュ

ラムは文部科学省が定める高等学校学習指導要領とIB

が定める教育内容等の両方を満たしており、必要な単

位を満たすと、日本の高等学校卒業資格とIBディプロ

マ資格が付与されます。

○  教育課程  Curriculum
国際科では、ほとんどの生徒は以下の科目を選択し、

週８時間以上英語や外国語を学習することになります。

  ＊は必履修、[ ]は略称、< >は単位数

１年次 …＊総合英語Ⅰ<３>、第二外国語Ⅰ<３>、

     ディベート・ディスカッションⅠ<２> 

２年次 …英語理解<４>、＊異文化理解<２>、

     ライティング スキルズ[WS]<２> 

３年次 …英語理解研究<４>、インターナショナル

コミュニケーション[IC]<２>、＊ディスカッ

ション アンド リサーチ（総合的な探究の時間）

[DR]<１> 

国際バカロレアコースでは、１年次は学習指導要領

の定める必履修科目を中心に学習し、１年次１月から

はIBの教育課程に対応した「ディプロマ・プログラム

科目」を中心に学習します。

○  学校行事  School Events
  ４月：新入生歓迎会 ５月：社会見学 ７月：学校説

明会(7/29,30)、YIS English Workshop(7/20,21,22)

８月：ＩＢコース説明会(8/6)、サマープログラム、

学校説明会(8/20) ９月：YIS祭(9/22,23) 10月：学校

説明会（10/22） 11月：学校説明会(11/26) 12月：学

校説明会(12/10)、修学旅行 ３月：球技大会

○  部活動   Club Activities
運動部：テニス部・バスケットボール部・サッカー

部・バドミントン部・ラクロス部・チアリーディン

グ部・陸上競技部・弓道部、ダンス

文化部：吹奏楽部・合唱部・インターアクト部・茶道

部・フラメンコ部・軽音楽部・放送部・ボランティ

ア部・エンターテイメント部・模擬国連部・競技か

るた部・美術部・演劇部・パントマイム部

同好会：バレーボール、書道、写真、SDGs

○  高大連携 School Partnership with Tokyo 
University of Foreign Studies
  横浜国際高校は平成22年に東京外国語大学、令和３

年に清泉女子大学と高大連携協定を調印しています。
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さあ 翔びたとう 世界へ ！ Soar to the World!

教育目標

世界市民として自立し、将来、日本社会や国際
社会におけるリーダーとして活躍する人材とな
るような生徒を育成する。

神奈川県立 横浜
よこ は ま

国際
こく さ い

高等学校
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YIS English Workshop 第二外国語

○  概 要  Introduction
  横浜国際高校は「国際社会でリーダーとして活躍で

きる人材の育成」を目標に、平成20年度に単位制によ

る国際情報科の専門高校(全日制)として開校しました。

平成29年度入学生より、国際科に改編されました。

    平成26年度から30年度までは、文部科学省によりス

ーパーグローバルハイスクール(SGH)の指定を受けま

した。国際科ではSGHに関連する教育活動を今後も継

続し、外国語によるコミュニケーション能力や、世界

に向けて情報を発信することができるICT活用能力・

技術を身に付けるための充実した学習活動を行います。

  さらに、令和３年度より、新たに指定を受けた学力

向上進学重点校エントリー校としての取組がはじまり

ます。

授業時間は50分、６時限を週２回、７時限を週３回

行っています(国際バカロレアコースは毎日７時限)。

単位制により、一人ひとりの進路希望や興味・関心に

基づく多様な科目選択が可能です。また、長期休業中

等には補習や講習等を実施し、学力の向上を目指して

います。

海外帰国生徒特別募集で入学した生徒以外にも海外

での生活を経験した生徒が多く在籍しています。

○  教育活動の特徴  Educational Features
    横浜国際高校は、英語に関して高度な必修科目と多

彩な選択科目を設置し、専門高校ならではの高度な英

語教育を展開しています。

また、国際科は英語以外の外国語も必履修となって

います。ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、

ハングル、アラビア語の６言語があり、１年次生はこ

のうち一つを履修します。アラビア語の開設は全国の

公立高校では唯一です。第二外国語は、国際科２・３

年次生でも履修できます。英語を始め、すべての外国

語でその言語を母語とする先生の授業が受けられます。

さらに、コンピュータ室とCALL教室を合計５室設置

しており、授業ではプレゼンテーションを作成して発

表する活動も多く含まれます。母語の異なる相手と意

見交換を行ったり、様々な情報を発信したりすること

ができるような技能を養います。

国際科生の「総合的な探究の時間」では課題研究を

行います。自分でテーマを選び、情報の収集、整理・

分析・発表を日本語や英語で行います。

姉妹校交流も盛んです。アメリカ、オーストラリア、

ドイツ、台湾、フランス、スペイン、韓国、モロッコ

などと、毎年(あるいは隔年で)交流を計画実施します。

姉妹校訪問時には相手校の生徒の家庭にホームステイ

して異文化を体験し、姉妹校の生徒を受け入れるとき

は、ホストファミリーとして国際交流を実践する機会

を持ちます。また授業内交流もありますので、本校で

の外国語学習の経験を生かして交流活動に参加するこ

とができます。外国人留学生も常時在籍しており、校

内でも国際交流を体験する機会が数多くあります。

○  国際バカロレアコース設置

International Baccalaureate Course
  横浜国際高校は平成31年２月に国際バカロレア機構

(IB)からの認定を受け、国際バカロレア認定校となり

ました。平成31年４月から「国際バカロレアコース」

を設置しています。国際バカロレアコースのカリキュ

ラムは文部科学省が定める高等学校学習指導要領とIB

が定める教育内容等の両方を満たしており、必要な単

位を満たすと、日本の高等学校卒業資格とIBディプロ

マ資格が付与されます。

○  教育課程  Curriculum
国際科では、ほとんどの生徒は以下の科目を選択し、

週８時間以上英語や外国語を学習することになります。

  ＊は必履修、[ ]は略称、< >は単位数

１年次 …＊総合英語Ⅰ<３>、第二外国語Ⅰ<３>、

     ディベート・ディスカッションⅠ<２>

２年次 …英語理解<４>、＊異文化理解<２>、

     ライティング スキルズ[WS]<２>

３年次 …英語理解研究<４>、インターナショナル

コミュニケーション[IC]<２>、＊ディスカッ

ション アンド リサーチ（総合的な探究の時間）

[DR]<１>

国際バカロレアコースでは、１年次は学習指導要領

の定める必履修科目を中心に学習し、１年次１月から

はIBの教育課程に対応した「ディプロマ・プログラム

科目」を中心に学習します。

○  学校行事  School Events
４月：新入生歓迎会 ５月：社会見学 ７月：学校説

明会(7/29,30)、YIS English Workshop(7/20,21,22)

８月：ＩＢコース説明会(8/6)、サマープログラム、

学校説明会(8/20) ９月：YIS祭(9/22,23) 10月：学校

説明会（10/22） 11月：学校説明会(11/26) 12月：学

校説明会(12/10)、修学旅行 ３月：球技大会

○  部活動   Club Activities
運動部：テニス部・バスケットボール部・サッカー

部・バドミントン部・ラクロス部・チアリーディン

グ部・陸上競技部・弓道部、ダンス

文化部：吹奏楽部・合唱部・インターアクト部・茶道

部・フラメンコ部・軽音楽部・放送部・ボランティ

ア部・エンターテイメント部・模擬国連部・競技か

るた部・美術部・演劇部・パントマイム部

同好会：バレーボール、書道、写真、SDGs

○  高大連携 School Partnership with Tokyo 
University of Foreign Studies
  横浜国際高校は平成22年に東京外国語大学、令和３

年に清泉女子大学と高大連携協定を調印しています。
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  浜南陵高校は、平成 15年度に県立高校改革の推進計画に基づき開校した全日制普通科の高校です。

  教育目標に「社会で活躍できる実践力を有する生徒」の育成を掲げ、その実現に向け、確かな教養と

健康な身体を育成し、主体的な行動力・思考力・判断力・表現力・共感力を身に付けるため、部活動・学習・

地域連携・学校行事を４つの柱に据え、教育活動に取り組んでいます。令和４年度より「ＩＣＴ利活用授業

研究推進校」の指定を受け、これまで以上にＩＣＴを積極的に活用

した授業を推進していきます。学校全体で主体的・対話的で深い学

びの実践と、個に応じた指導の充実を図り、生徒の進路希望の実現

をめざします。学習内容の定着を図り、きめ細かく支援できる学習

環境を整備しています。

◆２学年「数学Ⅱ」「物理基礎」に習熟度別学習を導入。

◆学習動画視聴など自学自習ができる「Classi」を導入。

◆自習・質問場所として職員室前の廊下に長机と白板を配置。

◆放課後も自習できる教室を完備。

所在地：横浜市港南区日野中央２丁目26番１号 〒234-0053

電 話：045(842)3764

ＦＡＸ：045(846)6856

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

創 立：平成14年11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 280 231 235 746

学 級 数 ７ ６ ６ 19

(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京浜東北線（根岸線）「洋光台駅」から
・徒歩約20分
・横浜市営バス111系統「上大岡駅」・112系統「上永谷駅」・76系統
「港南車庫前」行き「洋光台北口バス」（所要４分）下車徒歩約５分

●横浜市営地下鉄・京浜急行「上大岡駅」から
・横浜市営バス２系統「港南車庫前」・64系統「港南台駅」行き
・神奈中バス「港南台駅」・「本郷台駅」・「大船駅」行き
・江ノ電バス「大船駅」・「鎌倉駅」行き
「日野中央公園入口」（所要９分）下車徒歩約10分
「日野小学校前」（所要10分）下車徒歩約８分
・横浜市営バス111系統「港南台駅」行き「洋光台北口」
（所要13分）下車徒歩約５分

（※横浜市営地下鉄「港南中央駅」からのバス利用についても同様）
●横浜市営地下鉄「上永谷駅」から
・横浜市営バス112系統「洋光台駅」行き「洋光台北口」
（所要16分）下車徒歩約５分

横

福祉マインドの育成
学校目標に「������の�成」を�置付け、

「自�の���とともに�の�の���を�める

ことができる生徒」を目指しています。

また、��的な��の��では、「����」と

して、�年生全員が校�を�話で���話���を

学ん�り、��する日���高���支援学校との

��も行います。また、部活動、�員�、���に

�いて地��の交��������活�なども活

�に行�れています。

仲間づくりのための学校行事
�校では自主�・���の育成を目的に数�くの

行事を�けて、生徒が主体的に��を行�ています。

��大行�…体育�・����南陵�
なんり���い

�・

�������

��学�行�２学年�

���部�表� など

進学を目指します
�校では、生徒���とりの個�に応じた進路�計が��となるよ�に、��な学びの����を�用

しています。�体的には、�学��・理��の進学に対応できるよ�２学年で��・理�に、�学年か��

�・理�・�理�と��な��科目によ�て��な進学に対応できるよ�進学��の�制をと�ています。

令和�年度�業生進路実�

���年�の南陵生の進路����実�
��学:��通��学 ���学 �����学 ����学 ����学 ����科�学  

�����学 ��学��学 ���学 ����学 ���学 �����学

�業���学 実践���学 上��学 �南���学 �南�科�学 成��学

�����学 ���学 ���学 �����学 ���学 ���学 ���学

��平成�学 ���学 ���学 ����学��学 ���学 ��横浜�学

���学 �����学 ����学��学 ���科�学 �����学

��理科�学 ���業�学 ���学 日��学 日�体育�学 �教�学 ���学

����学 ���学    ��学��学 横浜���学 横浜���学 横浜�科�学

立��学 ���学 和��学 �

����学:上��学���学部 ����科�学���学部 �����学���学部  

     �����学 ��こども���学 ���学���学部 �

���学校:県立�生����学校 県立よこはま����学校 ���教育����学校

横浜�����������学校 横浜���������学校�

��職����県� 自�� �

部活動・委員会活動
�校では部活動を推進するため、1年生は全員部活動に�入します。

＜令和３年度実�＞
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  浜南陵高校は、平成 15年度に県立高校改革の推進計画に基づき開校した全日制普通科の高校です。

  教育目標に「社会で活躍できる実践力を有する生徒」の育成を掲げ、その実現に向け、確かな教養と

健康な身体を育成し、主体的な行動力・思考力・判断力・表現力・共感力を身に付けるため、部活動・学習・

地域連携・学校行事を４つの柱に据え、教育活動に取り組んでいます。令和４年度より「ＩＣＴ利活用授業

研究推進校」の指定を受け、これまで以上にＩＣＴを積極的に活用

した授業を推進していきます。学校全体で主体的・対話的で深い学

びの実践と、個に応じた指導の充実を図り、生徒の進路希望の実現

をめざします。学習内容の定着を図り、きめ細かく支援できる学習

環境を整備しています。

◆２学年「数学Ⅱ」「物理基礎」に習熟度別学習を導入。

◆学習動画視聴など自学自習ができる「Classi」を導入。

◆自習・質問場所として職員室前の廊下に長机と白板を配置。

◆放課後も自習できる教室を完備。

所在地：横浜市港南区日野中央２丁目26番１号 〒234-0053

電 話：045(842)3764

ＦＡＸ：045(846)6856

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

創 立：平成14年11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 280 231 235 746 

学 級 数 ７ ６ ６ 19

 (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京浜東北線（根岸線）「洋光台駅」から
・徒歩約20分
・横浜市営バス111系統「上大岡駅」・112系統「上永谷駅」・76系統
「港南車庫前」行き「洋光台北口バス」（所要４分）下車徒歩約５分

●横浜市営地下鉄・京浜急行「上大岡駅」から
・横浜市営バス２系統「港南車庫前」・64系統「港南台駅」行き
・神奈中バス「港南台駅」・「本郷台駅」・「大船駅」行き
・江ノ電バス「大船駅」・「鎌倉駅」行き
「日野中央公園入口」（所要９分）下車徒歩約10分
「日野小学校前」（所要10分）下車徒歩約８分
・横浜市営バス111系統「港南台駅」行き「洋光台北口」
（所要13分）下車徒歩約５分

（※横浜市営地下鉄「港南中央駅」からのバス利用についても同様）
●横浜市営地下鉄「上永谷駅」から
・横浜市営バス112系統「洋光台駅」行き「洋光台北口」
（所要16分）下車徒歩約５分

横

福祉マインドの育成
学校目標に「������の�成」を�置付け、

「自�の���とともに�の�の���を�める

ことができる生徒」を目指しています。

また、��的な��の��では、「����」と

して、�年生全員が校�を�話で���話���を

学ん�り、��する日���高���支援学校との

��も行います。また、部活動、�員�、���に

�いて地��の交��������活�なども活

�に行�れています。

仲間づくりのための学校行事
�校では自主�・���の育成を目的に数�くの

行事を�けて、生徒が主体的に��を行�ています。

��大行�…体育�・����南陵�
なんり���い

�・

�������

��学�行�２学年�

���部�表� など

進学を目指します
�校では、生徒���とりの個�に応じた進路�計が��となるよ�に、��な学びの����を�用

しています。�体的には、�学��・理��の進学に対応できるよ�２学年で��・理�に、�学年か��

�・理�・�理�と��な��科目によ�て��な進学に対応できるよ�進学��の�制をと�ています。

令和�年度�業生進路実�

���年�の南陵生の進路����実�
��学:��通��学 ���学 �����学 ����学 ����学 ����科�学

�����学 ��学��学 ���学 ����学 ���学 �����学

�業���学 実践���学 上��学 �南���学 �南�科�学 成��学

�����学 ���学 ���学 �����学 ���学 ���学 ���学

��平成�学 ���学 ���学 ����学��学 ���学 ��横浜�学

���学 �����学 ����学��学 ���科�学 �����学

��理科�学 ���業�学 ���学 日��学 日�体育�学 �教�学 ���学

����学 ���学    ��学��学 横浜���学 横浜���学 横浜�科�学

立��学 ���学 和��学 �

����学:上��学���学部 ����科�学���学部 �����学���学部

     �����学 ��こども���学 ���学���学部 �

���学校:県立�生����学校 県立よこはま����学校 ���教育����学校

横浜�����������学校 横浜���������学校�

��職����県� 自�� �

部活動・委員会活動
�校では部活動を推進するため、1年生は全員部活動に�入します。

＜令和３年度実�＞
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  浜南陵高校は、平成 15年度に県立高校改革の推進計画に基づき開校した全日制普通科の高校です。

  教育目標に「社会で活躍できる実践力を有する生徒」の育成を掲げ、その実現に向け、確かな教養と

健康な身体を育成し、主体的な行動力・思考力・判断力・表現力・共感力を身に付けるため、部活動・学習・

地域連携・学校行事を４つの柱に据え、教育活動に取り組んでいます。令和４年度より「ＩＣＴ利活用授業

研究推進校」の指定を受け、これまで以上にＩＣＴを積極的に活用

した授業を推進していきます。学校全体で主体的・対話的で深い学

びの実践と、個に応じた指導の充実を図り、生徒の進路希望の実現

をめざします。学習内容の定着を図り、きめ細かく支援できる学習

環境を整備しています。

◆２学年「数学Ⅱ」「物理基礎」に習熟度別学習を導入。

◆学習動画視聴など自学自習ができる「Classi」を導入。

◆自習・質問場所として職員室前の廊下に長机と白板を配置。

◆放課後も自習できる教室を完備。

所在地：横浜市港南区日野中央２丁目26番１号 〒234-0053

電 話：045(842)3764

ＦＡＸ：045(846)6856

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

創 立：平成14年11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 280 231 235 746

学 級 数 ７ ６ ６ 19

(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京浜東北線（根岸線）「洋光台駅」から
・徒歩約20分
・横浜市営バス111系統「上大岡駅」・112系統「上永谷駅」・76系統
「港南車庫前」行き「洋光台北口バス」（所要４分）下車徒歩約５分

●横浜市営地下鉄・京浜急行「上大岡駅」から
・横浜市営バス２系統「港南車庫前」・64系統「港南台駅」行き
・神奈中バス「港南台駅」・「本郷台駅」・「大船駅」行き
・江ノ電バス「大船駅」・「鎌倉駅」行き
「日野中央公園入口」（所要９分）下車徒歩約10分
「日野小学校前」（所要10分）下車徒歩約８分
・横浜市営バス111系統「港南台駅」行き「洋光台北口」
（所要13分）下車徒歩約５分

（※横浜市営地下鉄「港南中央駅」からのバス利用についても同様）
●横浜市営地下鉄「上永谷駅」から
・横浜市営バス112系統「洋光台駅」行き「洋光台北口」
（所要16分）下車徒歩約５分

横

福祉マインドの育成
学校目標に「������の�成」を�置付け、

「自�の���とともに�の�の���を�める

ことができる生徒」を目指しています。

また、��的な��の��では、「����」と

して、�年生全員が校�を�話で���話���を

学ん�り、��する日���高���支援学校との

��も行います。また、部活動、�員�、���に

�いて地��の交��������活�なども活

�に行�れています。

仲間づくりのための学校行事
�校では自主�・���の育成を目的に数�くの

行事を�けて、生徒が主体的に��を行�ています。

��大行�…体育�・����南陵�
なんり���い

�・

�������

��学�行�２学年�

���部�表� など

進学を目指します
�校では、生徒���とりの個�に応じた進路�計が��となるよ�に、��な学びの����を�用

しています。�体的には、�学��・理��の進学に対応できるよ�２学年で��・理�に、�学年か��

�・理�・�理�と��な��科目によ�て��な進学に対応できるよ�進学��の�制をと�ています。

令和�年度�業生進路実�

���年�の南陵生の進路����実�
��学:��通��学 ���学 �����学 ����学 ����学 ����科�学  

�����学 ��学��学 ���学 ����学 ���学 �����学

�業���学 実践���学 上��学 �南���学 �南�科�学 成��学

�����学 ���学 ���学 �����学 ���学 ���学 ���学

��平成�学 ���学 ���学 ����学��学 ���学 ��横浜�学

���学 �����学 ����学��学 ���科�学 �����学

��理科�学 ���業�学 ���学 日��学 日�体育�学 �教�学 ���学

����学 ���学    ��学��学 横浜���学 横浜���学 横浜�科�学

立��学 ���学 和��学 �

����学:上��学���学部 ����科�学���学部 �����学���学部  

     �����学 ��こども���学 ���学���学部 �

���学校:県立�生����学校 県立よこはま����学校 ���教育����学校

横浜�����������学校 横浜���������学校�

��職����県� 自�� �

部活動・委員会活動
�校では部活動を推進するため、1年生は全員部活動に�入します。

＜令和３年度実�＞
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����
� 22�横浜����������・��
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  浜南陵高校は、平成 15年度に県立高校改革の推進計画に基づき開校した全日制普通科の高校です。

  教育目標に「社会で活躍できる実践力を有する生徒」の育成を掲げ、その実現に向け、確かな教養と

健康な身体を育成し、主体的な行動力・思考力・判断力・表現力・共感力を身に付けるため、部活動・学習・

地域連携・学校行事を４つの柱に据え、教育活動に取り組んでいます。令和４年度より「ＩＣＴ利活用授業

研究推進校」の指定を受け、これまで以上にＩＣＴを積極的に活用

した授業を推進していきます。学校全体で主体的・対話的で深い学

びの実践と、個に応じた指導の充実を図り、生徒の進路希望の実現

をめざします。学習内容の定着を図り、きめ細かく支援できる学習

環境を整備しています。

◆２学年「数学Ⅱ」「物理基礎」に習熟度別学習を導入。

◆学習動画視聴など自学自習ができる「Classi」を導入。

◆自習・質問場所として職員室前の廊下に長机と白板を配置。

◆放課後も自習できる教室を完備。

所在地：横浜市港南区日野中央２丁目26番１号 〒234-0053

電 話：045(842)3764

ＦＡＸ：045(846)6856

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

創 立：平成14年11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 280 231 235 746 

学 級 数 ７ ６ ６ 19

 (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京浜東北線（根岸線）「洋光台駅」から
・徒歩約20分
・横浜市営バス111系統「上大岡駅」・112系統「上永谷駅」・76系統
「港南車庫前」行き「洋光台北口バス」（所要４分）下車徒歩約５分

●横浜市営地下鉄・京浜急行「上大岡駅」から
・横浜市営バス２系統「港南車庫前」・64系統「港南台駅」行き
・神奈中バス「港南台駅」・「本郷台駅」・「大船駅」行き
・江ノ電バス「大船駅」・「鎌倉駅」行き
「日野中央公園入口」（所要９分）下車徒歩約10分
「日野小学校前」（所要10分）下車徒歩約８分
・横浜市営バス111系統「港南台駅」行き「洋光台北口」
（所要13分）下車徒歩約５分

（※横浜市営地下鉄「港南中央駅」からのバス利用についても同様）
●横浜市営地下鉄「上永谷駅」から
・横浜市営バス112系統「洋光台駅」行き「洋光台北口」
（所要16分）下車徒歩約５分

横

福祉マインドの育成
学校目標に「������の�成」を�置付け、

「自�の���とともに�の�の���を�める

ことができる生徒」を目指しています。

また、��的な��の��では、「����」と

して、�年生全員が校�を�話で���話���を

学ん�り、��する日���高���支援学校との

��も行います。また、部活動、�員�、���に

�いて地��の交��������活�なども活

�に行�れています。

仲間づくりのための学校行事
�校では自主�・���の育成を目的に数�くの

行事を�けて、生徒が主体的に��を行�ています。

��大行�…体育�・����南陵�
なんり���い

�・

�������

��学�行�２学年�

���部�表� など

進学を目指します
�校では、生徒���とりの個�に応じた進路�計が��となるよ�に、��な学びの����を�用

しています。�体的には、�学��・理��の進学に対応できるよ�２学年で��・理�に、�学年か��

�・理�・�理�と��な��科目によ�て��な進学に対応できるよ�進学��の�制をと�ています。

令和�年度�業生進路実�

���年�の南陵生の進路����実�
��学:��通��学 ���学 �����学 ����学 ����学 ����科�学

�����学 ��学��学 ���学 ����学 ���学 �����学

�業���学 実践���学 上��学 �南���学 �南�科�学 成��学

�����学 ���学 ���学 �����学 ���学 ���学 ���学

��平成�学 ���学 ���学 ����学��学 ���学 ��横浜�学

���学 �����学 ����学��学 ���科�学 �����学

��理科�学 ���業�学 ���学 日��学 日�体育�学 �教�学 ���学

����学 ���学    ��学��学 横浜���学 横浜���学 横浜�科�学

立��学 ���学 和��学 �

����学:上��学���学部 ����科�学���学部 �����学���学部

     �����学 ��こども���学 ���学���学部 �

���学校:県立�生����学校 県立よこはま����学校 ���教育����学校

横浜�����������学校 横浜���������学校�

��職����県� 自�� �

部活動・委員会活動
�校では部活動を推進するため、1年生は全員部活動に�入します。

＜令和３年度実�＞
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関東大会 �ス�８
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�谷高校は��37年目を�えました。�大な��

�を��、��な丘の上の���に��しています。

また、��内には�教育�員会指定文化�の��屋

����という�生��の��
か ん � う

��の��があります。

★��活動���★

学������や平�永�������

������������、���学�で

�学習������、��

���に��学����を

行����す。

����ダンスや���、�����

�、����������������に

��、�学、��、��

学����学や��を�

������す。

所在地：横浜市港南区下永谷１丁目28番地１号 〒233-0016

電 話：045(824)2126

ＦＡＸ：045(825)3605

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nagaya-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 98 105 117 320

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)

＜学校案内図＞

利用交通機関

●市営地下鉄ブルーライン下永谷駅より徒歩約20分

●京浜急行線・市営地下鉄ブルーライン上大岡駅より

・神奈中バス30,71,202系統｢中永谷（25分）｣下車徒

歩約８分

●ＪＲ横須賀線東戸塚駅より

・バス203系統｢芹が谷団地前（15分）｣下車徒歩約10

分

・バス202,12系統乗車｢中永谷（15分）｣下車徒歩約８

分

永���では、�������で�学���

�を�習す��学����を行����す。

��や��を������に��、��で�

学�に����す。

�年度��は学習���ス

�ス�������を���

学習������を����

���す。

����������

�����������

����������1

� �

28���

����������

�������3

��������2

放送

谷高校で行われる

文化祭です。毎年

多くの来場者でにぎわって

います。各団体が食品を販

売したり、作品を展示したり、ダンス演技を披露したり

するなど、活気のある行事となっています。（昨年は

校内公開のみ行いました）

球技大会    

２学期末に行われま
す。種目は男子がサッカ
ーとバレーボール、女子
はバレーボールとドッヂ
ボール、そしてクラス対
抗大縄飛びなどです。熱
い試合が繰り広げられま
す。

修学旅行

令和４年度は北海道に行

き、平和学習や自然学習を

行う予定です。

★部活動★
  

・同好会活動は、運動部・文化部ともそれぞれ

の目標に向かって、日々の練習や作品作りに、

一生懸命取り組んでいます。感染症対策の影響で思

うような活動ができませんでしたが、各部・同好会とも

に充実した活動を行いました。

                

ダンス部  華道部作品

�
�
�

野球  サッカー  テニス  陸上競技  水泳  

ダンス バスケットボール バレーボール 剣道  

バドミントン ハンドボール 柔道 レスリング

（同好会） 洋弓

�
�
�

吹奏楽  茶道  華道  美術  JRC 軽音楽

ＣＩＡ（コミック・イラスト・アート）

（同好会） 演劇  料理  文芸  合唱  書道

カルタ 進路研究 写真 映像研究

�

★キャリア支援と進路状況★

年に応じてさまざまなキャリア支援を行っていま

す。１年次は分野別進路ガイダンス、２年次から

は進路希望調査を行い、３年次の科目選択に備えま

す。

また、各学年とも外部

講師を招いて、大学・短大・

専門学校・就職など、興

味や関心のある分野につ

いて講演会を開催してい

ます。さらに、インターン

シップ体験や模擬面接指導など、年間を通してきめ

細かな指導を行いキャリア形成を図っています。

▼令和３年度卒業生の進路状況
◆四年制大学

麻布大学 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 杏林大学

湘南工科大学 専修大学 鶴見大学 帝京大学

東海大学 東京工芸大学東洋英和女学院大学

日本大学 日本経済大学 文教大学 和光大学

横浜商科大学  など

◆専門学校等

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

国際フード製菓専門学校 トヨタ東京自動車大学校

専門学校日産横浜自動車大学校 日本工学院

聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜栄養専門学校

横浜ｆカレッジ 横浜市医師会聖灯看護専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校 早稲田美容専門学校

など

◆就職

トヨタモビリティーパーツ株式会社神奈川支社

株式会社サン・フレッシュ 株式会社ロピア

有限会社マーロウ 株式会社オンデーズ

オーケー株式会社 歯科さめじま くら寿司株式会社

第一屋製パン株式会社 アルフレッサ株式会社

株式会社イディアK＆Iパートナーズ横浜

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

セコムジャスティック株式会社

陸上自衛隊 横浜市技能職員

★学校行事★

部

学校説明会にお越しください

本校の概要について詳しく説明します。また、

体験授業や部活動見

学、校内見学なども行

います。日程をお確か

めの上、お越しくださ

い。（令和４年度は３回

実施予定です。）
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�谷高校は��37年目を�えました。�大な��

�を��、��な丘の上の���に��しています。

また、��内には�教育�員会指定文化�の��屋

����という�生��の��
か ん � う

��の��があります。

★��活動���★

学������や平�永�������

������������、���学�で

�学習������、��

���に��学����を

行����す。

����ダンスや���、�����

�、����������������に

��、�学、��、��

学����学や��を�

������す。

������������、���学�で

所在地：横浜市港南区下永谷１丁目28番地１号 〒233-0016

電 話：045(824)2126

ＦＡＸ：045(825)3605

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nagaya-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 98 105 117 320

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)

＜学校案内図＞

利用交通機関

●市営地下鉄ブルーライン下永谷駅より徒歩約20分

●京浜急行線・市営地下鉄ブルーライン上大岡駅より

・神奈中バス30,71,202系統｢中永谷（25分）｣下車徒

歩約８分

●ＪＲ横須賀線東戸塚駅より

・バス203系統｢芹が谷団地前（15分）｣下車徒歩約10

分

・バス202,12系統乗車｢中永谷（15分）｣下車徒歩約８

分

永���では、�������で�学���

�を�習す��学����を行����す。
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�年度��は学習���ス

�ス�������を���

学習������を����

���す。

����������

�����������

����������1

� �

28���

����������

�������3

を���

学習������を����

��������2

放送

谷高校で行われる

文化祭です。毎年

多くの来場者でにぎわって

います。各団体が食品を販

売したり、作品を展示したり、ダンス演技を披露したり

するなど、活気のある行事となっています。（昨年は

校内公開のみ行いました）

球技大会    

２学期末に行われま
す。種目は男子がサッカ
ーとバレーボール、女子
はバレーボールとドッヂ
ボール、そしてクラス対
抗大縄飛びなどです。熱
い試合が繰り広げられま
す。

修学旅行

令和４年度は北海道に行

き、平和学習や自然学習を

行う予定です。

★部活動★

・同好会活動は、運動部・文化部ともそれぞれ

の目標に向かって、日々の練習や作品作りに、

一生懸命取り組んでいます。感染症対策の影響で思

うような活動ができませんでしたが、各部・同好会とも

に充実した活動を行いました。
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野球  サッカー  テニス  陸上競技 水泳  

ダンス バスケットボール バレーボール 剣道

バドミントン ハンドボール 柔道 レスリング

（同好会） 洋弓
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吹奏楽  茶道  華道  美術  JRC 軽音楽

ＣＩＡ（コミック・イラスト・アート）

（同好会） 演劇 料理 文芸 合唱  書道

カルタ 進路研究 写真 映像研究
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★キャリア支援と進路状況★

年に応じてさまざまなキャリア支援を行っていま

す。１年次は分野別進路ガイダンス、２年次から

は進路希望調査を行い、３年次の科目選択に備えま

す。

また、各学年とも外部

講師を招いて、大学・短大・

専門学校・就職など、興

味や関心のある分野につ

いて講演会を開催してい

ます。さらに、インターン

シップ体験や模擬面接指導など、年間を通してきめ

細かな指導を行いキャリア形成を図っています。

▼令和３年度卒業生の進路状況
◆四年制大学

麻布大学 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 杏林大学

湘南工科大学 専修大学 鶴見大学 帝京大学

東海大学 東京工芸大学東洋英和女学院大学

日本大学 日本経済大学 文教大学 和光大学

横浜商科大学 など

◆専門学校等

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

国際フード製菓専門学校 トヨタ東京自動車大学校

専門学校日産横浜自動車大学校 日本工学院

聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜栄養専門学校

横浜ｆカレッジ 横浜市医師会聖灯看護専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校 早稲田美容専門学校

など

◆就職

トヨタモビリティーパーツ株式会社神奈川支社

株式会社サン・フレッシュ 株式会社ロピア

有限会社マーロウ 株式会社オンデーズ

オーケー株式会社 歯科さめじま くら寿司株式会社

第一屋製パン株式会社 アルフレッサ株式会社

株式会社イディアK＆Iパートナーズ横浜

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

セコムジャスティック株式会社

陸上自衛隊 横浜市技能職員

★学校行事★

部

学校説明会にお越しください

本校の概要について詳しく説明します。また、

体験授業や部活動見

学、校内見学なども行

います。日程をお確か

めの上、お越しくださ

い。（令和４年度は３回

実施予定です。）
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ＦＡＸ：045(825)3605

ＵＲＬ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/nagaya-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 98 105 117 320

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)

＜学校案内図＞

利用交通機関

●市営地下鉄ブルーライン下永谷駅より徒歩約20分

●京浜急行線・市営地下鉄ブルーライン上大岡駅より

・神奈中バス30,71,202系統｢中永谷（25分）｣下車徒

歩約８分

●ＪＲ横須賀線東戸塚駅より

・バス203系統｢芹が谷団地前（15分）｣下車徒歩約10

分

・バス202,12系統乗車｢中永谷（15分）｣下車徒歩約８

分
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谷高校で行われる

文化祭です。毎年

多くの来場者でにぎわって

います。各団体が食品を販

売したり、作品を展示したり、ダンス演技を披露したり

するなど、活気のある行事となっています。（昨年は

校内公開のみ行いました）

球技大会    

２学期末に行われま
す。種目は男子がサッカ
ーとバレーボール、女子
はバレーボールとドッヂ
ボール、そしてクラス対
抗大縄飛びなどです。熱
い試合が繰り広げられま
す。

修学旅行

令和４年度は北海道に行

き、平和学習や自然学習を

行う予定です。

★部活動★
  

・同好会活動は、運動部・文化部ともそれぞれ

の目標に向かって、日々の練習や作品作りに、

一生懸命取り組んでいます。感染症対策の影響で思

うような活動ができませんでしたが、各部・同好会とも

に充実した活動を行いました。

                

ダンス部  華道部作品
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野球  サッカー  テニス  陸上競技  水泳  

ダンス バスケットボール バレーボール 剣道  

バドミントン ハンドボール 柔道 レスリング

（同好会） 洋弓
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吹奏楽  茶道  華道  美術  JRC 軽音楽

ＣＩＡ（コミック・イラスト・アート）

（同好会） 演劇  料理  文芸  合唱  書道

カルタ 進路研究 写真 映像研究
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★キャリア支援と進路状況★

年に応じてさまざまなキャリア支援を行っていま

す。１年次は分野別進路ガイダンス、２年次から

は進路希望調査を行い、３年次の科目選択に備えま

す。

また、各学年とも外部

講師を招いて、大学・短大・

専門学校・就職など、興

味や関心のある分野につ

いて講演会を開催してい

ます。さらに、インターン

シップ体験や模擬面接指導など、年間を通してきめ

細かな指導を行いキャリア形成を図っています。

▼令和３年度卒業生の進路状況
◆四年制大学

麻布大学 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 杏林大学

湘南工科大学 専修大学 鶴見大学 帝京大学

東海大学 東京工芸大学東洋英和女学院大学

日本大学 日本経済大学 文教大学 和光大学

横浜商科大学  など

◆専門学校等

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

国際フード製菓専門学校 トヨタ東京自動車大学校

専門学校日産横浜自動車大学校 日本工学院

聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜栄養専門学校

横浜ｆカレッジ 横浜市医師会聖灯看護専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校 早稲田美容専門学校

など

◆就職

トヨタモビリティーパーツ株式会社神奈川支社

株式会社サン・フレッシュ 株式会社ロピア

有限会社マーロウ 株式会社オンデーズ

オーケー株式会社 歯科さめじま くら寿司株式会社

第一屋製パン株式会社 アルフレッサ株式会社

株式会社イディアK＆Iパートナーズ横浜

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

セコムジャスティック株式会社

陸上自衛隊 横浜市技能職員

★学校行事★

部

学校説明会にお越しください

本校の概要について詳しく説明します。また、

体験授業や部活動見

学、校内見学なども行
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(生徒、学級数については令和４年４月現在)
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利用交通機関

●市営地下鉄ブルーライン下永谷駅より徒歩約20分

●京浜急行線・市営地下鉄ブルーライン上大岡駅より

・神奈中バス30,71,202系統｢中永谷（25分）｣下車徒

歩約８分

●ＪＲ横須賀線東戸塚駅より

・バス203系統｢芹が谷団地前（15分）｣下車徒歩約10

分

・バス202,12系統乗車｢中永谷（15分）｣下車徒歩約８

分
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谷高校で行われる

文化祭です。毎年

多くの来場者でにぎわって

います。各団体が食品を販

売したり、作品を展示したり、ダンス演技を披露したり

するなど、活気のある行事となっています。（昨年は

校内公開のみ行いました）

球技大会    

２学期末に行われま
す。種目は男子がサッカ
ーとバレーボール、女子
はバレーボールとドッヂ
ボール、そしてクラス対
抗大縄飛びなどです。熱
い試合が繰り広げられま
す。

修学旅行

令和４年度は北海道に行

き、平和学習や自然学習を

行う予定です。

★部活動★

・同好会活動は、運動部・文化部ともそれぞれ

の目標に向かって、日々の練習や作品作りに、

一生懸命取り組んでいます。感染症対策の影響で思

うような活動ができませんでしたが、各部・同好会とも

に充実した活動を行いました。
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ダンス バスケットボール バレーボール 剣道

バドミントン ハンドボール 柔道 レスリング

（同好会） 洋弓

�
�
�

吹奏楽  茶道  華道  美術  JRC 軽音楽

ＣＩＡ（コミック・イラスト・アート）

（同好会） 演劇 料理 文芸 合唱  書道

カルタ 進路研究 写真 映像研究

�

★キャリア支援と進路状況★

年に応じてさまざまなキャリア支援を行っていま

す。１年次は分野別進路ガイダンス、２年次から

は進路希望調査を行い、３年次の科目選択に備えま

す。

また、各学年とも外部

講師を招いて、大学・短大・

専門学校・就職など、興

味や関心のある分野につ

いて講演会を開催してい

ます。さらに、インターン

シップ体験や模擬面接指導など、年間を通してきめ

細かな指導を行いキャリア形成を図っています。

▼令和３年度卒業生の進路状況
◆四年制大学

麻布大学 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 杏林大学

湘南工科大学 専修大学 鶴見大学 帝京大学

東海大学 東京工芸大学東洋英和女学院大学

日本大学 日本経済大学 文教大学 和光大学

横浜商科大学 など

◆専門学校等

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

国際フード製菓専門学校 トヨタ東京自動車大学校

専門学校日産横浜自動車大学校 日本工学院

聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜栄養専門学校

横浜ｆカレッジ 横浜市医師会聖灯看護専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校 早稲田美容専門学校

など

◆就職

トヨタモビリティーパーツ株式会社神奈川支社

株式会社サン・フレッシュ 株式会社ロピア

有限会社マーロウ 株式会社オンデーズ

オーケー株式会社 歯科さめじま くら寿司株式会社

第一屋製パン株式会社 アルフレッサ株式会社

株式会社イディアK＆Iパートナーズ横浜

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

セコムジャスティック株式会社

陸上自衛隊 横浜市技能職員

★学校行事★

部

学校説明会にお越しください

本校の概要について詳しく説明します。また、

体験授業や部活動見

学、校内見学なども行

います。日程をお確か

めの上、お越しくださ

い。（令和４年度は３回

実施予定です。）

学
永

永
えい

陵
りょう

祭
さい

106

●
県
立
永
谷
高
等
学
校



育てたい生徒像

次代を担う人材の育成 ～次代を創る・リードする～

本校は育みたい生徒像として，「将来の国際社会で活躍

する人材の育成を目指し、高い学力、コミュニケーション

能力、リーダーシップを身に付けさせるとともに、豊かな

人間性・社会性を育む」を掲げています。

学力向上進学重点校としての取組み（５本柱）

○高い学力と豊かな知恵や経験、進路希望の実現

○生徒学力調査の高い結果

○高い英語力

○探究活動や全国規模の大会等での成果

○いわゆる難関大学への現役生の高い進学実績

平成 30 年４月、本校は県教育委員会から「学力向上進

学重点校」に指定されました。教科・科目の学習や総合的

な探究の時間を通して、主体的・総合的・探究的に学び、

将来のリーダーとして、自ら問題を発見し、自ら解決する

ことのできるよう、教科等を超えて様々な課題を関連付け

て考えることのできる思考力・判断力・表現力等の育成に

取り組み、希望する進路の実現を図ります。そのため、「授

業の柏陽」を掲げ、職員一丸となって取り組んでいます。

１．教育活動の特徴
� 進路������������<授業の柏陽>
（教育課程）

高いレベルでの知識習得を基盤とし、思考力・判断力・表

現力等を育成し、「主体的・対話的で深い学び」の実現を

図る授業を展開します。

【１年生】芸術科目(音楽･美術･書道)以外は共通科目授

業を展開します。学習習慣及び基礎学力の定着

を図ります。

【２年生】「世界史探究」又は「日本史探究」又は「化学・

物理」若しくは「化学・生物」選択します。そ

の他は共通科目授業を展開します。

【３年生】国公立大学受験に向けた科目履修により、１、

２年次で身に付けた資質・能力をさらに伸ば

し、生徒の進路希望の実現に向けた教育活動を

展開します。

（講習等）

土曜講習、夏季・冬季講習、キャリアアップ講座などを実

施し、３年間を通じて組織的に展開します。将来の進路を

考えるために、東大 in 柏陽などの進路行事や各種ガイダ

ンスによる個に応じた進路指導も併せて行われます。休日

も自習室・キャリアルームを利用可能です。

� ������の�����������

（総合的な探究の時間）「科学と文化」

１年生・２年生の２年間で体系的な探究活動を行います。

所在地：横浜市栄区柏陽１番地１号 〒247-0004

電 話：045(892)2105

ＦＡＸ：045(895)0856

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

創 立：昭和42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 320 313 314 947

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線本郷台駅より徒歩５分

【１年生】「科学と文化�」１��

２年生で行う実�的な探究活動に��となる

基礎的・基本的な知識や�能を身に付けます。

【２年生】「科学と文化�」２��

自身の��関�を�まえな�ら、実�的な探究

活動を進めます。

（��い教�と探究）「キャリアアップ講座」

大学・�究�関との連�、外�コン�ス�等への��、「科

学と文化」を深化させた課題�究の実施など。

③ グローバルリーダーの育成

（全校生徒対�）

・Fun Fun Debate Competition (��ス対�英語��ベー�大会) 

・���重高����問（修学�行）

・�国��リアル高校受け�れ 他

（希望�対�）

・�ン��ー�ン�プ���ム（本校にて�日間）

・�����修（�国にて�日間）

・県立高校生合��修、���公立進学校合��修 他
              

④ 個性に応じた進路指導  

（個�指導）

生徒・���との��や��などを重�

１・２年生での将来を見�えた選択科目の決定、３年

生での大学の学�や受験校の決定などに対し、きめ�

かな指導（�月・��休業�間の��・３年��指導

��会など）

（進路��会）

��の高い進路資�を��

（キャリアルーム）

�実した進路資�や大学��問題�の��

（実力�験）

【１・２年生】全国規模の実力�験

【３年生】  全国規模の大学��模��験

学習�成�の��や全国�力校との��などを行い、

生徒の学力向上と進路希望の実現に�めています。

２.  学校��

体育�     ��公開� �月��

��大会    ��公開� �月��・３月��

柏陽�(文化�) �公開�  �月��

合��     ��公開� ３月��

Fun Fun Debate Competition ��公開� ３月��

学校行事に生徒会活動として各��スの実行委員�主

体となって��・��し、一丸となって取り組みます。

�合���

３．�活動

�動系 16、文化系 15 の合� 31 の�活動��り、�活

動���は全校生徒の���に及びます。どの�活動も�

�な活動をして�り、�課�でも学校��活�に�
��

れて

います。��３年�は、英語�と��将���全国大会�

�。��かるた�は関東大会に��しました。

�英語� 2021年�全国大会３����

４．進���

��全員の生徒��年�大学への進学希望で、現役進

学�は�年 75�～80�です。��４年３月の�業生(307

�)のう�、国公立大学には 125 �(41�)�合�し、東�

大学・東��業大学・一�大学・��道大学・東�大学・

���大学・大�大学・��大学・��国立大学・東��

立大学・���立大学などに進学しました。�立大学では

���大学・����大学に�わせて 112 �の現役生�合

�しました。総合�選�等で進学する生徒も�え、国公立

大学の������する�、学校全体でさらに対応を進め

ていきます。

＜生徒����の�����＞
�さんは柏陽高校でどのようなこと�したいですか�

��を��りたい、行事で活躍したい、�活を��りた

い、��と楽しく��したい�などなど、たくさんやりた

いことで�れているかと思います。

柏陽高校の生徒は、�性�もやりたいことも様々で、そ

れ�れのやりたいことを�実させるために��っている

人ばかりです。�イプの�う人��いからこその��や発

見��ると思います。この�の�来を見通すことはま�難

しいかもしれません。それでも、柏陽高校に�学する�さ

ん�、高校生活を自�の成�へと�げ、�会った�間と共

に、自�らしく楽しい高校生活を�れることを�っていま

す。

�Fun Fun English (��ス対�英語��ベー�大会)�
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育てたい生徒像

次代を担う人材の育成 ～次代を創る・リードする～

本校は育みたい生徒像として，「将来の国際社会で活躍

する人材の育成を目指し、高い学力、コミュニケーション

能力、リーダーシップを身に付けさせるとともに、豊かな

人間性・社会性を育む」を掲げています。

学力向上進学重点校としての取組み（５本柱）

○高い学力と豊かな知恵や経験、進路希望の実現

○生徒学力調査の高い結果

○高い英語力

○探究活動や全国規模の大会等での成果

○いわゆる難関大学への現役生の高い進学実績

平成 30 年４月、本校は県教育委員会から「学力向上進

学重点校」に指定されました。教科・科目の学習や総合的

な探究の時間を通して、主体的・総合的・探究的に学び、

将来のリーダーとして、自ら問題を発見し、自ら解決する

ことのできるよう、教科等を超えて様々な課題を関連付け

て考えることのできる思考力・判断力・表現力等の育成に

取り組み、希望する進路の実現を図ります。そのため、「授

業の柏陽」を掲げ、職員一丸となって取り組んでいます。

１．教育活動の特徴
� 進路������������<授業の柏陽>
（教育課程）

高いレベルでの知識習得を基盤とし、思考力・判断力・表

現力等を育成し、「主体的・対話的で深い学び」の実現を

図る授業を展開します。

【１年生】芸術科目(音楽･美術･書道)以外は共通科目授

業を展開します。学習習慣及び基礎学力の定着

を図ります。

【２年生】「世界史探究」又は「日本史探究」又は「化学・

物理」若しくは「化学・生物」選択します。そ

の他は共通科目授業を展開します。

【３年生】国公立大学受験に向けた科目履修により、１、

２年次で身に付けた資質・能力をさらに伸ば

し、生徒の進路希望の実現に向けた教育活動を

展開します。

（講習等）  

土曜講習、夏季・冬季講習、キャリアアップ講座などを実

施し、３年間を通じて組織的に展開します。将来の進路を

考えるために、東大 in 柏陽などの進路行事や各種ガイダ

ンスによる個に応じた進路指導も併せて行われます。休日

も自習室・キャリアルームを利用可能です。

� ������の�����������

（総合的な探究の時間）「科学と文化」

１年生・２年生の２年間で体系的な探究活動を行います。

所在地：横浜市栄区柏陽１番地１号 〒247-0004

電 話：045(892)2105

ＦＡＸ：045(895)0856

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

創 立：昭和42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 320 313 314 947 

学 級 数 ８ ８ ８ 24

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線本郷台駅より徒歩５分

【１年生】「科学と文化�」１��

２年生で行う実�的な探究活動に��となる

基礎的・基本的な知識や�能を身に付けます。

【２年生】「科学と文化�」２��

自身の��関�を�まえな�ら、実�的な探究

活動を進めます。

（��い教�と探究）「キャリアアップ講座」

大学・�究�関との連�、外�コン�ス�等への��、「科

学と文化」を深化させた課題�究の実施など。

③ グローバルリーダーの育成

（全校生徒対�）

・Fun Fun Debate Competition (��ス対�英語��ベー�大会)

・���重高����問（修学�行）

・�国��リアル高校受け�れ 他

（希望�対�）

・�ン��ー�ン�プ���ム（本校にて�日間）

・�����修（�国にて�日間）

・県立高校生合��修、���公立進学校合��修 他
              

④ 個性に応じた進路指導

（個�指導）

生徒・���との��や��などを重�

１・２年生での将来を見�えた選択科目の決定、３年

生での大学の学�や受験校の決定などに対し、きめ�

かな指導（�月・��休業�間の��・３年��指導

��会など）

（進路��会）

��の高い進路資�を��

（キャリアルーム）

�実した進路資�や大学��問題�の��

（実力�験）

【１・２年生】全国規模の実力�験

【３年生】 全国規模の大学��模��験

学習�成�の��や全国�力校との��などを行い、

生徒の学力向上と進路希望の実現に�めています。

２.  学校��

体育�     ��公開� �月��

��大会    ��公開� �月��・３月��

柏陽�(文化�) �公開� �月��

合��     ��公開� ３月��

Fun Fun Debate Competition ��公開� ３月��

学校行事に生徒会活動として各��スの実行委員�主

体となって��・��し、一丸となって取り組みます。

�合���

３．�活動

�動系 16、文化系 15 の合� 31 の�活動��り、�活

動���は全校生徒の���に及びます。どの�活動も�

�な活動をして�り、�課�でも学校��活�に�
��

れて

います。��３年�は、英語�と��将���全国大会�

�。��かるた�は関東大会に��しました。

�英語� 2021年�全国大会３����

４．進���

��全員の生徒��年�大学への進学希望で、現役進

学�は�年 75�～80�です。��４年３月の�業生(307

�)のう�、国公立大学には 125 �(41�)�合�し、東�

大学・東��業大学・一�大学・��道大学・東�大学・

���大学・大�大学・��大学・��国立大学・東��

立大学・���立大学などに進学しました。�立大学では

���大学・����大学に�わせて 112 �の現役生�合

�しました。総合�選�等で進学する生徒も�え、国公立

大学の������する�、学校全体でさらに対応を進め

ていきます。

＜生徒����の�����＞
�さんは柏陽高校でどのようなこと�したいですか�

��を��りたい、行事で活躍したい、�活を��りた

い、��と楽しく��したい�などなど、たくさんやりた

いことで�れているかと思います。

柏陽高校の生徒は、�性�もやりたいことも様々で、そ

れ�れのやりたいことを�実させるために��っている

人ばかりです。�イプの�う人��いからこその��や発

見��ると思います。この�の�来を見通すことはま�難

しいかもしれません。それでも、柏陽高校に�学する�さ

ん�、高校生活を自�の成�へと�げ、�会った�間と共

に、自�らしく楽しい高校生活を�れることを�っていま

す。

�Fun Fun English (��ス対�英語��ベー�大会)�
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育てたい生徒像

次代を担う人材の育成 ～次代を創る・リードする～

本校は育みたい生徒像として，「将来の国際社会で活躍

する人材の育成を目指し、高い学力、コミュニケーション

能力、リーダーシップを身に付けさせるとともに、豊かな

人間性・社会性を育む」を掲げています。

学力向上進学重点校としての取組み（５本柱）

○高い学力と豊かな知恵や経験、進路希望の実現

○生徒学力調査の高い結果

○高い英語力

○探究活動や全国規模の大会等での成果

○いわゆる難関大学への現役生の高い進学実績

平成 30 年４月、本校は県教育委員会から「学力向上進

学重点校」に指定されました。教科・科目の学習や総合的

な探究の時間を通して、主体的・総合的・探究的に学び、

将来のリーダーとして、自ら問題を発見し、自ら解決する

ことのできるよう、教科等を超えて様々な課題を関連付け

て考えることのできる思考力・判断力・表現力等の育成に

取り組み、希望する進路の実現を図ります。そのため、「授

業の柏陽」を掲げ、職員一丸となって取り組んでいます。

１．教育活動の特徴
� 進路������������<授業の柏陽>
（教育課程）

高いレベルでの知識習得を基盤とし、思考力・判断力・表

現力等を育成し、「主体的・対話的で深い学び」の実現を

図る授業を展開します。

【１年生】芸術科目(音楽･美術･書道)以外は共通科目授

業を展開します。学習習慣及び基礎学力の定着

を図ります。

【２年生】「世界史探究」又は「日本史探究」又は「化学・

物理」若しくは「化学・生物」選択します。そ

の他は共通科目授業を展開します。

【３年生】国公立大学受験に向けた科目履修により、１、

２年次で身に付けた資質・能力をさらに伸ば

し、生徒の進路希望の実現に向けた教育活動を

展開します。

（講習等）

土曜講習、夏季・冬季講習、キャリアアップ講座などを実

施し、３年間を通じて組織的に展開します。将来の進路を

考えるために、東大 in 柏陽などの進路行事や各種ガイダ

ンスによる個に応じた進路指導も併せて行われます。休日

も自習室・キャリアルームを利用可能です。

� ������の�����������

（総合的な探究の時間）「科学と文化」

１年生・２年生の２年間で体系的な探究活動を行います。

所在地：横浜市栄区柏陽１番地１号 〒247-0004

電 話：045(892)2105

ＦＡＸ：045(895)0856

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

創 立：昭和42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 320 313 314 947

学 級 数 ８ ８ ８ 24

(生徒、学級数については令和４年４月現在)

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線本郷台駅より徒歩５分

【１年生】「科学と文化�」１��

２年生で行う実�的な探究活動に��となる

基礎的・基本的な知識や�能を身に付けます。

【２年生】「科学と文化�」２��

自身の��関�を�まえな�ら、実�的な探究

活動を進めます。

（��い教�と探究）「キャリアアップ講座」

大学・�究�関との連�、外�コン�ス�等への��、「科

学と文化」を深化させた課題�究の実施など。

③ グローバルリーダーの育成

（全校生徒対�）

・Fun Fun Debate Competition (��ス対�英語��ベー�大会) 

・���重高����問（修学�行）

・�国��リアル高校受け�れ 他

（希望�対�）

・�ン��ー�ン�プ���ム（本校にて�日間）

・�����修（�国にて�日間）

・県立高校生合��修、���公立進学校合��修 他
              

④ 個性に応じた進路指導  

（個�指導）

生徒・���との��や��などを重�

１・２年生での将来を見�えた選択科目の決定、３年

生での大学の学�や受験校の決定などに対し、きめ�

かな指導（�月・��休業�間の��・３年��指導

��会など）

（進路��会）

��の高い進路資�を��

（キャリアルーム）

�実した進路資�や大学��問題�の��

（実力�験）

【１・２年生】全国規模の実力�験

【３年生】  全国規模の大学��模��験

学習�成�の��や全国�力校との��などを行い、

生徒の学力向上と進路希望の実現に�めています。

２.  学校��

体育�     ��公開� �月��

��大会    ��公開� �月��・３月��

柏陽�(文化�) �公開�  �月��

合��     ��公開� ３月��

Fun Fun Debate Competition ��公開� ３月��

学校行事に生徒会活動として各��スの実行委員�主

体となって��・��し、一丸となって取り組みます。

�合���

３．�活動

�動系 16、文化系 15 の合� 31 の�活動��り、�活

動���は全校生徒の���に及びます。どの�活動も�

�な活動をして�り、�課�でも学校��活�に�
��

れて

います。��３年�は、英語�と��将���全国大会�

�。��かるた�は関東大会に��しました。

�英語� 2021年�全国大会３����

４．進���

��全員の生徒��年�大学への進学希望で、現役進

学�は�年 75�～80�です。��４年３月の�業生(307

�)のう�、国公立大学には 125 �(41�)�合�し、東�

大学・東��業大学・一�大学・��道大学・東�大学・

���大学・大�大学・��大学・��国立大学・東��

立大学・���立大学などに進学しました。�立大学では

���大学・����大学に�わせて 112 �の現役生�合

�しました。総合�選�等で進学する生徒も�え、国公立

大学の������する�、学校全体でさらに対応を進め

ていきます。

＜生徒����の�����＞
�さんは柏陽高校でどのようなこと�したいですか�

��を��りたい、行事で活躍したい、�活を��りた

い、��と楽しく��したい�などなど、たくさんやりた

いことで�れているかと思います。

柏陽高校の生徒は、�性�もやりたいことも様々で、そ

れ�れのやりたいことを�実させるために��っている

人ばかりです。�イプの�う人��いからこその��や発

見��ると思います。この�の�来を見通すことはま�難

しいかもしれません。それでも、柏陽高校に�学する�さ

ん�、高校生活を自�の成�へと�げ、�会った�間と共

に、自�らしく楽しい高校生活を�れることを�っていま

す。
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育てたい生徒像

次代を担う人材の育成 ～次代を創る・リードする～

本校は育みたい生徒像として，「将来の国際社会で活躍

する人材の育成を目指し、高い学力、コミュニケーション

能力、リーダーシップを身に付けさせるとともに、豊かな

人間性・社会性を育む」を掲げています。

学力向上進学重点校としての取組み（５本柱）

○高い学力と豊かな知恵や経験、進路希望の実現

○生徒学力調査の高い結果

○高い英語力

○探究活動や全国規模の大会等での成果

○いわゆる難関大学への現役生の高い進学実績

平成 30 年４月、本校は県教育委員会から「学力向上進

学重点校」に指定されました。教科・科目の学習や総合的

な探究の時間を通して、主体的・総合的・探究的に学び、

将来のリーダーとして、自ら問題を発見し、自ら解決する

ことのできるよう、教科等を超えて様々な課題を関連付け

て考えることのできる思考力・判断力・表現力等の育成に

取り組み、希望する進路の実現を図ります。そのため、「授

業の柏陽」を掲げ、職員一丸となって取り組んでいます。

１．教育活動の特徴
� 進路������������<授業の柏陽>
（教育課程）

高いレベルでの知識習得を基盤とし、思考力・判断力・表

現力等を育成し、「主体的・対話的で深い学び」の実現を

図る授業を展開します。

【１年生】芸術科目(音楽･美術･書道)以外は共通科目授

業を展開します。学習習慣及び基礎学力の定着

を図ります。

【２年生】「世界史探究」又は「日本史探究」又は「化学・

物理」若しくは「化学・生物」選択します。そ

の他は共通科目授業を展開します。

【３年生】国公立大学受験に向けた科目履修により、１、

２年次で身に付けた資質・能力をさらに伸ば

し、生徒の進路希望の実現に向けた教育活動を

展開します。

（講習等）  

土曜講習、夏季・冬季講習、キャリアアップ講座などを実

施し、３年間を通じて組織的に展開します。将来の進路を

考えるために、東大 in 柏陽などの進路行事や各種ガイダ

ンスによる個に応じた進路指導も併せて行われます。休日

も自習室・キャリアルームを利用可能です。

� ������の�����������

（総合的な探究の時間）「科学と文化」

１年生・２年生の２年間で体系的な探究活動を行います。

所在地：横浜市栄区柏陽１番地１号 〒247-0004

電 話：045(892)2105

ＦＡＸ：045(895)0856

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

創 立：昭和42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 320 313 314 947 

学 級 数 ８ ８ ８ 24

 (生徒、学級数については令和４年４月現在) 

＜学校案内図＞
利用交通機関
●ＪＲ根岸線本郷台駅より徒歩５分

【１年生】「科学と文化�」１��

２年生で行う実�的な探究活動に��となる

基礎的・基本的な知識や�能を身に付けます。

【２年生】「科学と文化�」２��

自身の��関�を�まえな�ら、実�的な探究

活動を進めます。

（��い教�と探究）「キャリアアップ講座」

大学・�究�関との連�、外�コン�ス�等への��、「科

学と文化」を深化させた課題�究の実施など。

③ グローバルリーダーの育成

（全校生徒対�）

・Fun Fun Debate Competition (��ス対�英語��ベー�大会)

・���重高����問（修学�行）

・�国��リアル高校受け�れ 他

（希望�対�）

・�ン��ー�ン�プ���ム（本校にて�日間）

・�����修（�国にて�日間）

・県立高校生合��修、���公立進学校合��修 他
              

④ 個性に応じた進路指導

（個�指導）

生徒・���との��や��などを重�

１・２年生での将来を見�えた選択科目の決定、３年

生での大学の学�や受験校の決定などに対し、きめ�

かな指導（�月・��休業�間の��・３年��指導

��会など）

（進路��会）

��の高い進路資�を��

（キャリアルーム）

�実した進路資�や大学��問題�の��

（実力�験）

【１・２年生】全国規模の実力�験

【３年生】 全国規模の大学��模��験

学習�成�の��や全国�力校との��などを行い、

生徒の学力向上と進路希望の実現に�めています。

２.  学校��

体育�     ��公開� �月��

��大会    ��公開� �月��・３月��

柏陽�(文化�) �公開� �月��

合��     ��公開� ３月��

Fun Fun Debate Competition ��公開� ３月��

学校行事に生徒会活動として各��スの実行委員�主

体となって��・��し、一丸となって取り組みます。

�合���

３．�活動

�動系 16、文化系 15 の合� 31 の�活動��り、�活

動���は全校生徒の���に及びます。どの�活動も�

�な活動をして�り、�課�でも学校��活�に�
��

れて

います。��３年�は、英語�と��将���全国大会�

�。��かるた�は関東大会に��しました。

�英語� 2021年�全国大会３����

４．進���

��全員の生徒��年�大学への進学希望で、現役進

学�は�年 75�～80�です。��４年３月の�業生(307

�)のう�、国公立大学には 125 �(41�)�合�し、東�

大学・東��業大学・一�大学・��道大学・東�大学・

���大学・大�大学・��大学・��国立大学・東��

立大学・���立大学などに進学しました。�立大学では

���大学・����大学に�わせて 112 �の現役生�合

�しました。総合�選�等で進学する生徒も�え、国公立

大学の������する�、学校全体でさらに対応を進め

ていきます。

＜生徒����の�����＞
�さんは柏陽高校でどのようなこと�したいですか�

��を��りたい、行事で活躍したい、�活を��りた

い、��と楽しく��したい�などなど、たくさんやりた

いことで�れているかと思います。

柏陽高校の生徒は、�性�もやりたいことも様々で、そ

れ�れのやりたいことを�実させるために��っている

人ばかりです。�イプの�う人��いからこその��や発

見��ると思います。この�の�来を見通すことはま�難

しいかもしれません。それでも、柏陽高校に�学する�さ

ん�、高校生活を自�の成�へと�げ、�会った�間と共

に、自�らしく楽しい高校生活を�れることを�っていま

す。
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