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裏表紙

高等学校には、国語、数学などの共通教科・科目を中心に学ぶ「普通科」と、
工業、商業などに関する専門教科・科目を中心に学ぶ「専門学科」、そして、将
来の進路を考え、共通教科・科目と専門教科・科目にわたる幅広い選択科目の中
から自分で科目を選択し学ぶ「総合学科」があります。
国語・数学などの共通教科・科目中心

普通科

工業、商業などに関する専門教科・科目中心

専門学科

幅広い選択科目から自分で選択

総合学科
各自の個性を生かした主体的な学習・自己の進
路志望を深める学習を重視
第三の選択肢

①

将来を見つめ、自分の時間割をつくります。

総合学科にはさまざまな個性をもつ生徒が入学してきます。卒業後の進路希望もさ
まざまです。総合学科では、生徒が自分の個性を伸ばしたり、進路希望を実現したり
することができるように、国語や数学といった共通教科・科目をはじめ、情報や福祉
などの専門教科・科目がバラエティー豊かに用意されています。そのような多種多様
な教科・科目の中から生徒一人一人が学習内容を選択し、自分の時間割をつくります。
その選択が自分の将来の夢や希望を大きくふくらませたり、自分の得意な分野を伸ば
したりすることにつながります。

②

キャリアガイダンスが充実しています。

将来、何をやりたいのかを考え、一人一人が自分の時間割をつくる総合学科では、
自己の個性を発見したり、将来の生き方や進路を考えたりする学習や指導を大切に
しています。そのため、夢の実現に向けて進むべき進路やそのために必要な科目選
択について担任の先生と相談するキャリアガイダンスが充実しています。
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③

キャリア教育を重視しています。

キャリア教育は「子ども・若者が、社会の一員としての役割を果たすとともに、
それぞれの個性、持ち味を最大限発揮しながら、自立して生きていくために必要な
能力や態度を育てる教育」を表します。
総合学科では、全ての生徒が原則として入学年次に履修する「産業社会と人間」
が、キャリア教育の実践の中心的な役割を担って
います。この学習を通じて、地域や産業界等との
積極的な連携を図り、多様な他者との関わりの中
で自分の将来の生き方や進路について考察し、興
味・関心によって職業との関連を深めることがで
きます。
○○高校「産社」
また、実際に企業等で職業体験を行うインター
ンシップも多くの学校で取り入れています。

④

自ら課題を見つけ、自ら解決を図ります。

学び方を学び、生涯にわたって学び続ける意欲をもつことができるように、自ら
課題を見つけ、自分で調べたり、研究したりして、自分で答えを出す学習を重視し
ており、「総合的な探究の時間」において課題研
究に積極的に取り組んでいます。
また、研究成果を発表する機会を設けていて、
自分の考えを自分の言葉でわかりやすく他の人に
伝えるという活動を通して表現力やコミュニケー
ション能力を育成することも重視しています。

○○高校「総合」

⑤

地域と連携したさまざまな取組をしています。

将来、社会において求められる人材となるため
には、地域に目を向け、地域から学ぶとともに、
自分が地域に対して何ができるかを考えながら自
ら主体的に活動することが重要です。
総合学科では地域の人々から教わったり、地域
に貢献したりするような様々な活動が積極的に行
われています。
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カリキュラムの比較
普通科・専門学科

総合学科

＜共通必履修科目＞
高校生であれば必ず学ぶ科目
●現代の国語、数学Ⅰ 、英語コミュニケーションⅠなど

＜学校必履修科目＞
各学校の判断で必ず学ぶこととし
ている科目

＜選択科目＞
生徒の判断で選択して学ぶ科目

総合学科は選択科
目が い～っぱい！

＜原則履修科目＞
総合学科の全ての生徒が原則と
して学ぶ科目
●産業社会と人間
「産業社会と人間」は、生徒一人一
人が自分の将来就きたい職業や生き
方について深く考えるとともに、そ
の実現に向けた学習計画の立案を指
導・援助するための科目です。

〈総合選択科目〉

総合学科で開設される多種多様な選択科目
(共通教科・科目、専門教科・科目)の中で、
生徒の科目選択の参考になるよう、体系性
や専門性において関連する科目を科目群
(系列)としてまとめて開設するもの。
● 絵画、マーケティング、
子どもの発達と保育 など

〈自由選択科目〉
総合選択科目以外の選択科目

系列とは･･･
興味・関心や能力・適性、卒業後の進路希望に合わせて科目を選択する目
安になるように、相互に関連の深い、いくつかの科目をまとめたグループ
(科目群)を「系列」と呼んでいます。
【例】「人文科学系列」「国際ビジネス系列」「福祉ｻｰﾋﾞｽ系列」
「情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ系列」「健康科学系列」など
裏表紙参照
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①

個人の夢を応援します。

総合学科は、さまざまな夢や目標を持っ
た生徒の集まりです。したがって、進路状
況も多種多様です。言い換えるなら、「進
学にも就職にも強い」のが特徴です。
右の図は、愛知県の総合学科に学ぶ生徒
の進路状況です。この割合は、学校によっ
て差があります。詳しくは、各学校のホー
ムページなどを参考にしてください。

②

令和３年３月卒業生
愛知県総合学科卒業者の進路先割合
（％）
その他
3.8%
就職
20.8%
大学・短大
43.2%

専門学校
32.2%

令和３年度学校基本調査

少人数教育と得意科目を伸ばす教育で夢をかなえます。

総合学科では、多くの選択科目を履修します。たくさんの科目が開設されている分、
おのずと授業の受講人数は少なくなります。したがって、きめの細かい、手厚い指導
を受けることができます。さらに、得意科目を伸ばす科目選択をすることにより、大
学入試や資格取得などにも優位に学習を進めることができます。

例）ある学校の卒業生の進路(合格)状況

順不同

＜国公立四･短大＞
●筑波大学 人文文化学群
●名古屋市立大学 人文社会学部
●愛知県立大学 教育福祉学部
●愛知教育大学 教育学部
●滋賀大学 経済学部
●岐阜大学 地域科学部
●静岡文化芸術大学 デザイン学部
●静岡大学 地域創造学環
●北海道教育大学 教育学部
●新潟大学 法学部
●島根大学 生物資源学部
●島根県立大学 看護栄養学部
●大分大学 経済学部
●長崎大学 現代経済学部
●岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科
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＜私立四･短大＞
●愛知大学
●名古屋経済大学
●愛知学院大学
●名古屋芸術大学
●愛知淑徳大学
●名古屋商科大学
●一宮研伸大学
●名古屋女子大学
●桜花学園大学
●名古屋造形大学
●岐阜経済大学
●日本福祉大学
●岐阜聖徳学園大学●名城大学
●岐阜保健大学
●静岡理工科大学
●金城学院大学
●武蔵野工業大学
●至学館大学
●修文大学
●愛知大学短大
●椙山女学園大学 ●愛知医療学院短大
●大同大学
●愛知文教女子短大
●中京大学
●大垣女子短大
●中部大学
●修文短大
●東海学院大学
●名古屋女子大短大
●東海学園大学
●名古屋短大
●同朋大学
●名古屋文理大短大
●名古屋学院大学 ●名古屋柳城短大
●名古屋学芸大学 ●平成医療短大

＜看護専門学校＞
●愛知県立総合看護専門学校
●名古屋市立中央看護専門学校
●桑名医師会看護専門学校 ●更生看護専門学校
●中部看護専門学校
●尾北看護専門学校
●西尾市医師会准看護学校 ●大垣医師会准看護学校
＜就職＞
●トヨタ自動車 ●豊田合成 ●東海旅客鉄道
●いちい信用金庫 ●日本郵政 ●日本軽金属
●三菱自動車工業 ●タカラ食品 ●ジーフット
●日本メナード化粧品 ●山田ドビー
●クラシエホームプロダクツ ●アイコクアルファ
●サカエ理研工業 ●ＴＧロジスティックス
●マックスバリュー中部 ●コメットカトウ
●昭和コンピュータシステム ●日鉄住金電磁
●ブンセン ●キングコーポレーション ●興和冷蔵
●ミシマックス ●ＭＤロジス中部サービス
●トップライジング ●アサヒヤ食品
●日邦産業株式会社 ●名糖運輸株式会社
●コムネックスみづほ ●アルメゾンみづほ
●グランアークみづほ ●第二大和の里
●西春日井福祉会 ●すずの郷 ●元気寿会

総合学科を卒業した先輩たちの声
総合学科の魅力は、卒業後の進路が決まっていなくても１年生の間ゆっくり
考えることができるところです。私は数学が得意で四年制大学の工学部か情報
学部に進学したかったため、理科系の系列を選びました。系列の授業では「総
合的な探究の時間」に実験や観察など探究的に学ことができ、大学進学の意欲
が高まりました。先生方も親身になって受験勉強を支えてくださり、念願の国
立大学に進学できました。
総合学科は、大学・短大・専門学校への進学、就職など、様々な進路を選択
できます。自分の学びたいことを是非見つけてください！

入学したときには就職か進学か定まっていませんでしたが、一年次に受けた
「産業社会と人間」の授業で卒業生の先輩の話を聞き、社会で活躍している姿
に魅力を感じ就職を希望するようになりました。先生方の手厚い指導のもと、
資格取得にも力を入れ、部活動も頑張りました。その結果、第一希望の企業か
ら内定をいただき、夢を実現することができました。

私は将来保育士になりたいと思っていたので、保育の授業を受けられる系列
を選択しました。座学だけでなく、実技も多く授業に取り入れられているので、
自分の力を大きく伸ばすことができました。仲間とともに絵本や紙芝居をつく
り、保育園で園児たちと交流したことも貴重な経験になりました。総合学科の
学びで将来の夢を確かなものにし、当初描いていた第一志望の短期大学に合格
できました。

私は将来、情報技術を生かした仕事に就きたいので、パソコンを使った授業
や演習が中心の系列へ進みました。授業では、ペンタブレットを使ったり専門
的なソフトを使ったりしてて学ぶことができ、それが専門学校に進んでからも
大変役に立っています。総合学科のよいところは、自分の目指す将来に合う学
びを見つけることができる点です。人によって学ぶことが全然違うので、自分
と違う進路を目指している友達と交流するのもとても楽しいですよ。

総合学科では、自分の夢へ一歩でも近づくことができるように自分に合った
授業を選択し、より深く学ぶことができます。私は看護師になる夢を実現した
くて、その役に立つと思われる授業を選択しました。看護について詳しく知る
中で、看護師になりたいという思いが強くなりました。また、先生方も生徒一
人一人に対して熱心に指導してくださり、私の思いを後押ししてくださいまし
た。充実した高校生活を送ることができ、公立の四年制看護大学に合格するこ
とができました。
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愛知県立城北つばさ高等学校(昼間部)
〒462-0052 名古屋市北区福徳町広瀬島350-4
TEL. 052-911-4421 FAX. 052-915-1272

「今」を見つめ 「未来」を想う
＜校訓＞
自主自立
相互尊重
未来創造
＜スクール・ポリシー＞
• 高校で学ぼうとする意欲
と一生懸命取り組もうと
いう気持ちを持っている
こと
• 周囲への思いやりを持ち、
協力しながら、ともに成
長しようとする気持ちを
持っていること
• 今までの自分を振り返り、
将来の自分に対し努力す
る前向きな気持ちを持っ
ていること

学問探究系列

国語・地歴・公民・数学・理科・英語を重点的に学び、社
会の幅広い分野で活躍する力を身に付けます。

健康福祉系列

保育・スポーツに関する基本的な知識・技術を学び、人に
寄り添い人を支える力を身に付けます。
情報システムに関する基本的な知識・技術を学び、デジタ
ル社会の発展に貢献する力を身に付けます。

家庭生活系列

服飾・調理・栄養に関する基本的な知識・技術を学び、豊
かな暮らしを創造する力を身に付けます。

芸術創造系列

イラスト・デザイン・造形に関する基本的な知識・技術を学
び、自分らしさを表現する創造力を身に付けます。

愛知県立緑丘高等学校
〒463-8511 名古屋市守山区緑ヶ丘1008
TEL. 052-791-8226
FAX. 052-791-7885

＜校訓＞
勤勉・進取・健全
＜スクール・ポリシー＞
・基本的生活習慣の確立
に努め、夢や将来の進
路実現に向けたチャレ
ンジ精神に富む人
・部活動や学校行事など
に積極的に取り組み、
周囲と協力し合って学
校生活を送ることがで
きる人
・地域や社会のために役
立ちたいと考える人

進路目標や興味・関心に沿った７つの系列から選択！

就職もできる！進学もできる！あなたの夢が叶う緑丘高校！
スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。
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〒455-0861 名古屋市港区大西二丁目99番地
TEL. 052-301-1973
FAX. 052-302-6624

選べる制服であなたの
スタイルを確立

７
系
夢
を

列
が

ホームページ

ＴｉｋＴｏｋ

インスタグラム

＜スクール・ポリシー＞（要約）

夢を叶える人

叶
福祉ネット
ワーク系列

人文国際系列

地域連携→
フードコーディ
ネート系列

ト

人数授業→

ライフクリエー
ション系列

自然科学系列

践力

総合探究系列

―

え
る
あ
な
た
を
サ
ポ

礎学力

まじめに頑張れる人

情報
ビジネス系列

くわしくは
ホームページで

〒489-0906 瀬戸市本郷町２６０
TEL. 0561-48-1500
FAX. 0561-48-5426
https://setokita-h.aichi-c.ed.jp/index.html

あなたの未来を共に創っていきましょう

特色ある
７つの系列

＜校訓＞
より高く
より美しく
たくましく

人文探究系列
国語・社会・英語などの文系
科目に重点をおいて学びます。
文系の大学・短大・専門学校
への進学などを目指す人に向い
ている系列です。

＜スクール・ポリシー＞

入学を期待する生徒
・困難に負けず、向上
心を持ち、自己の夢に
向けて努力する人
その他はホームページ
をご覧ください。

健康科学系列
スポーツの理論と実技に重点
をおいて学びます。
体育・スポーツ系や健康系の
大学・短大・専門学校への進学
や就職を目指す人に向いている
系列です。

メディア芸術系列
パソコンを活用し、コン
ピュータグラフィックスの基礎
などを学びます。
美術系や情報系の大学 ・短
大・専門学校への進学や就職を
目指す人に向いている系列です。

自然探究系列
数学・理科などの自然科学の
分野に重点をおいて学びます。
理系の大学・短大・専門学校
への進学などを目指す人に向い
ている系列です。

生活科学系列

瀬戸北ボランティアチーム笑顔届け隊
多くの生徒がボランティア活動に参加をしていま
す。系列の学びを生かしたボランティアでたくさ
んの笑顔に出会うことが生徒の喜び、自信につな
がっています。

学び隊

遊び隊

高校生が小学生の先生に
なり共に学びます。

高校生と小学生が一緒
に遊んで楽しみます。

役立ち隊

ふれあい隊

食物・被服・保育に関する内
容を重点的に学びます。
食物・栄養、服飾、保育系の
大学・短大・専門学校への進学
や就職などを目指す人に向いて
いる系列です。

福祉理解系列
実習を通して介護や福祉の専
門的な知識や技術を学びます。
福祉系や看護系の大学・短
大・専門学校への進学や就職な
どを目指す人に向いている系列
です。

ビジネス系列
各種検定の取得を目指しなが
ら、ビジネスに関する知識や技
術を学びます。
商業系の大学や短大、専門学
校への進学や就職などを目指す
人に向いている系列です。

清掃活動などたくさんの 地域や様々な施設の人々
人々のために活動します。とふれあいます。

スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。
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新しい
学校です！

愛知県立犬山総合高等学校
〒484-0835 犬山市蓮池2番地21
TEL（0568）67-5211 FAX（0568）67-9388

制服もリニューアル！

キミは「何者」にもなれる！－ 自分を変える。世界が変わる。

1

2

犬山総合

にようこそ！
（犬山南高校は生まれ変わり
ます！）

「何者」かになるカリキュラム

ビジネスとデジタルに特化したカリキュラムと豊富な選択
科目で「なりたい自分」になろう。

3

「何者」にもなれるキミ
「キャリア教育」を週３
時間。これは、愛知県で
唯一。徹底的に「自分の
強みは何か」を問う。

リベラルアーツ
系 列

従来の普通科に近い学びで、大学受験
（一般入試）に対応した力をつける

（地域交流の様子）

ライフデザイン
系 列

人の一生を幅広く見つめ、様々な課題を
解決して、幸せで豊かな生活を提案する

市役所、企業、大学と連携して、たくさん
の大人があなたと一緒に考えます！

＜校訓＞
向上と内省

コミュニティ
ビジネス系列

誰もが暮らしやすいまちを考え「まちづ
くり」の主役になる

4 「何者」にもニガテをフォロー

＜スクール・
ポリシー＞

Ｉ

プログラミング的思考やIoTを学び、情
報社会を生き抜く力をつける

少人数授業や大学生によ
る学習支援でキミの苦手
を全力サポート！

成長する意欲のあ
る人
～失敗を恐れず、
何事にも果敢にチャ
レンジしようとする
意欲のある人～

Ｔ

系列

メディア
デザイン系列

デザインについて見識を深め、自分の価
値を磨き、社会で活躍できる人になる

5 「何者」かになって、未来へ！

この写真はイメージです。

（起業家育成プログラム）

（大学生と一緒に学ぶ生徒たち）

（企業連携によるIoT講座）

（留学生と国際交流）

進学も就職も「強み」を
求められる時代。キミだ
けの「魅力」を犬山総合
で身につけよう！

大学・
短大
就職・

専門

起業

学校

愛知県立岩倉総合高等学校
〒482ｰ8555 岩倉市北島町川田１番地
TEL. 0587-37-4141
FAX. 0587-37-4599
＜校訓＞
明るく
正しく
逞しく
＜スクール・ポリシー＞
入学者の受け入れに関する方針
ー入学を期待する生徒像ー
１ 自らの進路希望と興味関心に
基づいて主体的に科目を選択し、
積極的に学びに取り組みたい人。
２ 自分の将来について深く探究
し、可能性を広げようとする意
欲を持っている人。
３ 日々の学習とともに、部活
動・生徒会活動・学校行事や地
域貢献活動などに積極的に取り
組み、充実した学校生活をおく
りたい人。
４ 他者の意見を尊重しつつ、個
性豊かに自ら学ぶ姿勢をもてる
人。

８

夢をかなえる７系列
人間文化系列

アート・デザイン系列

国公立や私立の文系大学への進学

アート・デザインを学んで進学や就職

自然科学系列

語学コミュニケーション系列

国公立や私立の理系大学への進学

語学を学んで文系大学への進学

国際ビジネス系列
国際人としての知識を学んで進学や就職

情報系列
コンピュータの技術を学んで進学や就職

流通管理系列
簿記などの資格を取得して進学や就職

スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。

〒495-8505 稲沢市祖父江町二俣宮西１番１
TEL. 0587-97-1311
FAX. 0587-97-7335

＜校訓＞

ドローン

マスコットキャラク
ター「杏ちゃん」

夢・切り拓く未来
＜スクール・ポリシー＞
・総合学科の特徴を理解し、
進路目標に沿ってねばり
強く学習に取り組むこと
ができる人
・特別活動や諸活動に積極
的に参加し、何事にも真
面目な姿勢で臨むことが
できる人
・ルールやマナーを守り、
他者との関りを大切に
できる人

車イス実習
人間探究系列

「

」大学進学希望者に！

自然探究系列

「

」大学進学希望者に！

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系列

「

福祉・医療ｻｰﾋﾞｽ系列 「
ﾗｲﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ系列

「

ビジネス系列

「

情報活用系列

「

浴衣着付け

」学習希望者に！
」進路希望者に！
」進路希望者に！
」学習希望者に！
」学習希望者に！

生徒の
やりたい！を
叶える場所

愛知県立知多翔洋高等学校
〒478-0001 知多市八幡字堂ヶ島５０－１
TEL. 0562-33-2100 FAX. 0562-33-7528

＜校訓＞

最善を尽くす

◆ 選択できる時間割！少人数の授業！
資格取得のチャンス！
➢ ライフカルチャー系列
➢ 人間科学系列
➢ スポーツ科学系列
➢ 異文化理解系列
➢ 情報テクノロジー系列
➢ 数理科学系列
➢ 国際ビジネス系列
➢ 環境科学系列

◇ 夢を語る１年生

様々な体験・講話・実践活動を通して
＜スクール・ポリシー＞
夢を語ります。
入学者の受け入れに関する
◇ 夢を深める2年生
方針（入学を期待する中学生像）
進路にあわせて選んだ科目を通して
（１）具体的な将来の目標
夢を深く追求します。
◇ 夢に翔びたつ3年生
を持っている生徒
自分の得意を生かして夢を実現する
（２）夢を探し、新しいこ
人生へ翔びたちます。
とをやってみようと
する生徒
（３）自ら行動でき、前向
きに取り組む生徒
じっとしていても夢は見つからない。
（４）他者と協働しながら、 ◆ 部活動・学校行事・地域連携が成長を支える！
思いだけで夢は実現しない。
多様な学びを目指す
実践を通して自分を知り、
《部活動》
《地域連携》
生徒
陸上競技・水泳・バレーボール・
まちの先生講座（総合的な探究の時間）・
世界を知り、思いをつのらせ、
バスケットボール・ハンドボール・
尾張万歳・グラウンドゴルフ交流・
サッカー・バドミントン・卓球・
親子ひろば・こどもまつり・
テニス・柔道・剣道・弓道・野球・
清掃奉仕活動・地域連携活動etc.
吹奏楽・ギター・茶道・華道・美術・
書道・演劇・コンピュータ・生活・ダンス

表現力を磨き、仲間と切磋琢磨し、
行動し続ける。
それが知多翔洋！！

スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。
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〒471-0811 豊田市御立町11-1
TEL. 0565-80-1177
FAX. 0565-80-5066
スローガン「夢の実現」を目指して、東高
で充実した３年間を過ごしてみませんか！
７つの系列：人文科学、自然科学、国際コミュニケーション、
生活科学、福祉、情報･ビジネス、芸術文化

＜校訓＞ 敬 愛
＜スクール・ポリシー＞
ー入学を期待する生徒像ー
・自らの生き方を追求し、

目標をもって学習に取り
組む意欲のある人
・異なる考えの人を受け入
れ、共に生き、協働して
物事に取り組める人
・実践・振り返り・挑戦を
繰り返しながら、自らの
可能性を広げようとする
ことができる人
・部活動や生徒会活動、地
域でのボランティア活動
などに積極的に取り組み
たい人

進路目標に合った11のモデルプランで皆さん
「一人一人の時間割」をサポート

ユネスコスクールに加盟

持続可能な社会実現の担い手
文、理、外国語、看護、調理･栄養、服飾、 として３つの領域で実践を重
ねます
保育、福祉･健康、ビジネス、美術、音楽

国際理解教育

SDGｓ

台湾修学旅行／豪州姉妹校交流

への取組

地域連携教育
産学連携（どんぐりの里いなぶとの
新商品開発）

環境教育
矢作川流域研究

豪州姉妹校とのオンライン交流

〒444-3524 岡崎市竜泉寺町字後山27番地
TEL. 0564-52-8911 FAX. 0564-55-9410
「普通科進学校の長所」と「総合学科の魅力」を あわせもつ
「進学型総合学科」です

正門からの銀杏並木

緑豊かな学び舎

＜ｽｸｰﾙ･ﾎﾟﾘｼｰ＞
◆育成を 目指す 資質・能力
①「教育は自分の人生を変える」「探求
は希望の扉を開く」との共通理解のもと、
高い志をもち、社会に貢献できる人
②「総合学科」としての特 色 を生かし、
自己の在り方・生き方について積極的に
考え、生涯にわたって学び続ける意欲や
態度を身に付けた、知性溢れる人
③制服・ルール・マナーを大切にし、高
い品性・品格を備えた、心豊かな人
④多様な集団・組織の中で豊かな人間関
係を築きながら、自律的・主体的に行動
できる活力ある人
オ 多様性を認め、他者を 思いやること
のできる人
◆入学者受入方針
① 当たり前のことを一生懸命取り組み、
自己の目標達成に向けて最後まで努力で
きる人
② 他者との関わりを大切にし、互いの個
性を尊重し合いながら、協力して物事に
取り組むことができ る人
③学習だけでなく、部活動や生徒会活動、
地域貢献活動などに積極的に取り組みた
いと考えている人
④規範意識の高い人
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自然科学系列

人文科学系列

環境系列

(国公立理系）

(国公立文系）

(私立理系）

理系科目を中心に
総合的な学力を身
につけます

文系科目を中心に
総合的な学力を身
につけます

国際理解系列

ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ系列

（私立文系）

ｽﾎﾟｰﾂ・健康系列
(ｽﾎﾟｰﾂ健康系)

スポーツ指導者、
管理栄養士等を目
指します

(看護･福祉･保育系）
将来、看護･保育･
福祉に役立つ科目
を学習します

英語の時間を十分
学習できます

理系科目を中心に
環境系の実験・実
習を学びます

資格取得のための
学習もできます

●１年次は「産業社会と人間」で進路に関する学習をします。
●2年次からは進路希望に応じて「７つの系列」に分かれ、多くの選択科
目の中から自分の進路希望にあわせて作成した「自分の時間割」によ
り学習します。
●岡崎東高校の卒業生は、9割以上の生徒が四年制大学、短期大学、専門
学校等へ進学をします。

スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。

愛知県立鶴城丘高等学校
〒445-0847 西尾市亀沢町３００番地
TEL. 0563-57-5165

FAX. 0563-54-6962

未来を見つめ 進路を拓く

＜校訓＞

国際ビジネス系列

人文科学系列

至誠勤労 克己礼譲
質実剛健 尊信和合
自治協同
＜ｽｸｰﾙ･ﾎﾟﾘｼｰ＞
• 自ら学び、将来の進路
選択に向けて意欲的に
学ぶ生徒
• お互いに尊重しながら
協働して物事に取り組
む生徒
• 部活、学校行事、地域
貢献など様々な活動に
積極的に取り組む生徒

文系大学進学を目指し、国
語･英語･歴史の科目に重点
を置いた学習をします。

商業における会計や情報
活用能力・マーケティン
グ能力、経営能力につい
て学習します。簿記や情
報処理検定にもチャレン
ジします。

自然科学系列
理工系大学進学を目指し、
数学や理科の科目に重点を
置いた学習をします。

環境デザイン系列

アグリサイエンス系列
植物栽培や動物飼育の技
術を身につけ、生きるこ
との大切さや命を守る環
境の大切さを学習します。

測量、ガーデニングを含
む庭園の設計･施工、樹
木の管理技術を身につけ、
生活環境の保全と改善に
ついて学習します。

情報システム系列

メカトロニクス系列

ワープロ･表計算などの
ソフトウェアやプログラ
ム言語学習、シーケンス
制御等の装置を利用した
学習をします。

機械･電気、制御（プロ
グラミング）に関する技
術を中心に学習します。

〒472-8585
知立市弘法2-5-8
TEL. (0566)81-0319
FAX. (0566)81-5297
１年生では、自分にマッチした学びをデザインします。
２年生では、自ら選んだカリキュラムによりスキルアップします。
３年生では、身に付けた総合力でキャリアを切り開きます。

＜校訓＞
達志

入学後に興味・関心や自分の進路に合わせて選べる７つの系列

＜スクール・ポリシー＞
入学を期待する生徒像
(入学者の受入れに関する方針)

・自他をともに大切にし、個
性を認め合いながら協力でき
る人

人

間

文

化

・懇切丁寧な

（国公私立文系大学への進学）

国

際

理

解

・何事にも興味・関心を持ち、（国公私立理系大学への進学）

健 康 ラ イ フ

・学習や部活動に、向上心を （保育・看護・栄養・調理・体育
系の大学、専門学校への進学）
持って取り組むことができる
人

（資格を生かした大学進学、短大
・専門学校への進学、就職）

・地域の企業に
支えられた
就職実績

会計マネジメント

（私立文系大学への進学）

サ イ エ ン ス

主体的に学ぶことができる人

進学指導

総 合 ビ ジ ネ ス

・興味関心を
高める
選択科目

（資格を生かした経済・経営系大
学への進学、短大・専門学校へ
の進学、就職）

情報テクノロジー

・資格を生かした
進学指導
・実践的、体験的、

（資格を生かした大学進学、短大
・専門学校への進学、就職）

専門的な学習

系列を超えた科目選択が可能
少人数制によるきめ細かな指導が特徴
スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。
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愛知県立豊橋西高等学校
〒441-8087 豊橋市牟呂町西明治新右前４
TEL（0532）31-8800 FAX（0532）31-9035

つかもう自分の夢
ホームページ

発見しよう新たな自分

Instagram

＜校訓＞
為せば成る

＜スクール・ポリシー＞
〇旺盛な好奇心をもち、
苦難を乗り越え、何
事も吸収しようとし、
たゆみなく努力する
意欲のある人
〇他者との関わりを大
切にし、多様性を認
め、協力して物事に
取り組むことができ
る人
〇学習、部活動、生徒
会活動、地域貢献活
動などに積極的に取
り組みたいと考えて
いる人
〇身近なコミュニティ
から世界にわたる広
い視野をもち、未来
を創造する希望を
もった人

理数

人文社会

系列

系列

国公立や私立の
理系大学への進学

国公立や私立の
文系大学への進学

健康スポーツ

国際文化

６つの系列で
多様な進路を
サポート

系列
スポーツ・看護医療
関係の進路をめざす

公共と生活

系列
外国語・国際関係の
進路をめざす

情報メディア

系列

系列

保育・福祉関係の
進路や公務員を
めざす

情報関係の
進路をめざす

愛知県立蒲郡高等学校
〒443-0058 蒲郡市上本町8番9号
TEL. ０５３３-６８-２０７４ FAX. ０５３３-６８-２０５５

様々な進路希望に対応する7つの系列

＜校訓＞

人間文化系列
国公立私立文系四大、短大、芸術系、保育系

「自律 礼節 勤勉」
＜スクール・ポリシー＞

自然科学系列
国公立私立理系四大、短大、看護医療系

入学を期待する生徒像
国際文化系列
〇 何事にも興味・関心をもち、
国公立私立外国語四大、短大
積極的に挑戦していこうとする
意欲のある人
健康スポーツ系列
〇 自ら考え行動しようとする姿
体育系進学
勢があり、周囲の意見に耳を傾け、
他者と協力することができる人
〇 学習や部活動、資格取得等に
意欲的に取り組み、進路の実現
に向け努力できる人
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会計ビジネス系列
経済・商業系進学・就職

情報ビジネス系列
情報・商業系進学・就職
ビジネスクリエイション系列
経営・商学系進学、就職

スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。

愛知県立新城有教館高等学校
〒441-1328

新城市桜渕・中野合併地
TEL. (0536)22-1176

＜校訓＞
『自考自律』

FAX. (0536)23-3877

「進学を目指す文理系」・「スペシャリスト養成の専門系」
二つの系を持つ 新しいタイプ の 総合学科

自ら考え、自ら律し、自ら
行い、己の途を拓く

科学技術等の分野で活躍できる人材を育成するため、数学、理科などの理系科
目に重点を置いて、国公立大学・私立大学への進学を目指します！

＜ｽｸｰﾙ･ﾎﾟﾘｼｰ＞

(1)他者と様々な価値観
に触れ、違いを認め合い
ながら共に成長していく
ことができる人
(2)高校生活の中で一生
懸命になれるものを見つ
け、自己実現を目指して
いこうという意欲のある
人
(3)地域に根差した学校
において、豊かな自然や
伝統の中で学んでいきた
いとい考えている人

２ ・ ３年

１年

法・経済、文化・教育等、社会の幅広い分野で活躍できる人材を育成するため、国
語、地歴公民、外国語などの文系科目に の国公立大学、私立大学を目指します！
国際舞台や芸術・スポーツ分野で活躍できる人材を育成するため、広く重
点を置いて学びます。
文理系と専門系の生徒募集・入学者選抜はそれぞれ別枠で実施します。
農作物を育てる知識・技術に加え、６次産業化に対応し、特産物
の加工、販売、流通までを学びます。
草花の生産や草花装飾、ガーデニング、環境保全に関する知
識・技術を学びます。
ビジネスに関する知識、技術に加え、地域活性化のための
観光や商品開発、コミュニケーションなどについて学びます。
食物や被服に関する知識と技術に加え、地域における食
育や生活文化の伝承と創造について学びます。

〒451-0066 名古屋市西区児玉二丁目２０－６５
TEL. 052ｰ521ｰ5551
FAX. 052ｰ522ｰ2371

３つのSで夢を叶えるための
充実した学校生活
＜校訓＞

3S精神
Study（勉学）
Sport（運動）
Solidarity（連帯）

＜スクール・ポリシー＞
〇生徒募集方針
・自分の将来の夢や進路を実現す
るため、自己の特性を考え、積
極的に学習に取り組み生徒を募
集する。
・部活動や生徒会活動、ボラン
ティア活動など、様々なことに
挑戦したい生徒を募集する。
・コミュニケーションを楽しみ、
他者の考えや気持ちを、積極的
に理解しようとする生徒を募集
する。

多様な進路に対応したアカデミー・
健康スポーツ・ふくし・経営ビジネ
ス・国際ビジネス・情報ビジネスと、
令和４年度から設置の「こども」の７
系列で「新たな学び」を実現します
全国大会優勝経験のあるラグビー部
をはじめ運動部１４部、文化部１２部
が上位の大会やそれぞれの目標に向
かって活動しています

学校祭・体育祭・球技大会・沖縄へ
の修学旅行（２年生）など多彩な行事
を通じて親睦を深めます

スクール・ポリシーの詳細については、各校のホームページをご覧ください。
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名古屋市立

県立

緑緑丘
丘

犬山総合

（名古屋市守山区
名古屋市守山区）
）
（

（犬山市）

岩倉総合

瀬戸北総合

（岩倉市）

（瀬戸市
瀬戸市）
）
（

杏 和

城北つばさ

（稲沢市）

（名古屋市北区）
（名古屋市北区）

西 陵

豊田東

（名古屋市西区）

（豊田市）
（豊田市）

南 陽

知知立
立

（名古屋市港区）

（知立市）
（知立市）

知多翔洋

岡崎東

（知多市）

（岡崎市）
（岡崎市）

鶴城丘

新城有教館

（西尾市）

蒲

（新城市）
（新城市）

郡

豊橋西

（蒲郡市）
入試
グループ

（豊橋市）
（豊橋市）
学校名・ＨＰアドレス

募集
定員

系

列

名

設立
年度

愛知県立城北つばさ高等学校
https://johokutsubasa-h.aichii-c.ed.jp/

160

学問探究、健康福祉、情報活用、家庭生活、芸術創造

Ａ

愛知県立緑丘高等学校
https://midorigaoka-ch.aichi-c.ed.jp/

240

自然科学、社会人文、総合生産、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ、
ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ、ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

H30

Ｂ

愛知県立南陽高等学校
https://nanyo-h.aichi-c.ed.jp/

240

総合探究、自然科学、人文国際、情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ、
福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、ﾗｲﾌｸﾘｴｰｼｮﾝ

H19

A

愛知県立瀬戸北総合高等学校
https://setokita-h.aichi-c.ed.jp/

240

人文探究、自然探究、福祉理解、生活科学、
ﾒﾃﾞｨｱ芸術、健康科学、ﾋﾞｼﾞﾈｽ

H21

Ｂ

愛知県立犬山総合高等学校
https://inuyama-minami.jp/

200

ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ､ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ、ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ、ＩＴ、
ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ

R5

Ｂ

愛知県立岩倉総合高等学校
https://iwakura-h.aichi-c.ed.jp/

240

人間文化、自然科学、国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ、情報、
流通管理、ｱｰﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ、語学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

H11

Ｂ

愛知県立杏和高等学校
https://kyowa-h.aichi-c.ed.jp/

240

人間探究、自然探究、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ﾗｲﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、
福祉・医療ｻｰﾋﾞｽ、ﾋﾞｼﾞﾈｽ、情報活用

H17

Ｂ

愛知県立知多翔洋高等学校
https://chitashoyo-h.jp/

280

人間科学、数理科学、異文化理解、環境科学、
ｽﾎﾟｰﾂ科学、情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、ﾗｲﾌｶﾙﾁｬｰ、国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ

H17

A

愛知県立豊田東高等学校
https://toyotahigashi-h.aichi-c.ed.jp/

240

人文科学、自然科学、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、生活科学、
福祉、情報・ﾋﾞｼﾞﾈｽ、芸術文化

H19

Ｂ

愛知県立岡崎東高等学校
https://okazakihigashi-h.aichi-c.ed.jp/cms/

240

人文科学、自然科学、環境、国際理解、
ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ、情報、ｽﾎﾟｰﾂ・健康

H20

Ｂ

愛知県立鶴城丘高等学校
https://kakujogaoka-h.aichi-c.ed.jp/

240

人文科学、自然科学、国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ、情報ｼｽﾃﾑ、
ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ、ｱｸﾞﾘｻｲｴﾝｽ、環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ

H16

A

愛知県立知立高等学校
https://chiryu-h.aichi-c.ed.jp/

240

人間文化、国際理解、ｻｲｴﾝｽ、健康ﾗｲﾌ
総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ、会計ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

H31

Ｂ

愛知県立豊橋西高等学校
https://toyohashinishi-h.aichi-c.ed.jp/

200

人文社会、理数、健康ｽﾎﾟｰﾂ
国際文化、公共と生活、情報ﾒﾃﾞｨｱ

R２

A

愛知県立蒲郡高等学校
https://gamagori-h.aichi-c.ed.jp/

240

人間文化、自然科学、国際文化、健康ｽﾎﾟｰﾂ、
会計ﾋﾞｼﾞﾈｽ、情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ、ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲｼｮﾝ

H15

Ｂ

愛知県立新城有教館高等学校
https:// shinshiroyukyokan-h.aichi-c.ed.jp/

120
120

理数、文科、国際・教養
食農ｻｲｴﾝｽ、園芸ﾃﾞｻﾞｲﾝ、ﾋﾞｼﾞﾈｽ創造、生活創造

H31

A

名古屋市立西陵高等学校
http://www.seiryo.ed.jp/

200

ｱｶﾃﾞﾐｰ、健康ｽﾎﾟｰﾂ、ふくし、経営ﾋﾞｼﾞﾈｽ、
国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ、情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ、こども

H17

R5

※募集定員は令和４年度愛知県公立高等学校入学者選抜のものである。ただし、城北つばさ高校・犬山総合高校は令和5年度に総合学科
となるが、入試グループと募集定員については令和４年度のものである。

