




本校の特色

Ⅰ 多様な科目の設置

Ⅱ 情報教育と国際教育の推進

Ⅲ キャリア支援の充実

Ⅳ 少人数授業の実施

Ⅴ 施設・設備の充実

Ⅵ 部活動の充実 よーちゃん そーちゃん はーちゃん

横総マスコットキャラクター



本校の特色Ⅰ：多様な科目の設置①

①国際人文系列…文化・言語・歴史などを学習

②自然科学系列…理科・数学に関する学習

③生活・福祉系列…生活や福祉に関する学習

④体育・健康系列…健康とスポーツに関する学習

⑤芸術系列…音楽・美術・書道に関する学習

⑥情報系列…ＰＣや通信システムに関する学習

⑦ビジネス系列…商業の各分野に関する学習

⑧工学系列…「ものつくり」に関する学習

県内最大の８系列・100科目以上を開設



①受験に向けた本校独自の学校設定科目を設置
「○○発展」 「○○応用」など

②様々な進学に対応できる科目を設置
音楽大学／美術大学／福祉系の大学 他

③資格取得や職業技能習得のための科目を設置

④興味・関心に沿った生涯学習的な科目を設置

本校の選択科目の特色

本校の特色Ⅰ：多様な科目の設置②



選択科目一覧① 系列の枠を超えて自由に選択することが可能

系 列 科 目

国 際 人 文

論理国語(2) 文学国語(2) 古典探究(4) 古典基礎(2) 現代文発展(2)

古典発展(2) 表現(２)

世界史探究(4) 日本史探究(4) 地理探究(4) 世界史研究(2) 日本史研究(2)

政治・経済(2) 倫理(2)

論理・表現Ⅱ(2) 論理・表現Ⅲ(2) 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ(4) 英語発展(2)

L&Rベーシック(2) 国際理解(2) フランス語初級(２) 韓国語会話(２)

自 然 科 学

数学Ⅱ(4) 数学Ⅲ(4) 数学Ｂ(2) 数学C(2) 数学基礎(1) 数学発展(1)

物理基礎(2) 物理(4) 物理研究(2) 化学(4) 化学研究(2)

生物基礎(2) 生物(4) 生物研究(2) 地学基礎(2) 科学と人間生活(2)

生活・福祉

保育基礎(2) フードデザイン(2) ファッション造形基礎(2)

社会福祉基礎(2) 生活支援技術(2) 福祉家政学(2)

コミュニケーション技術(2) こころとからだの理解(2) 介護総合演習(2)

体育・健康 スポーツⅡＡ(2) スポーツⅡＢ(2) スポーツ健康科学(2)

本校の特色Ⅰ：多様な科目の設置③



系 列 科 目

芸 術

音楽Ⅱ(2) 音楽Ⅲ(2) 器楽(2) 声楽(2) ソルフェージュ(2) 鑑賞研究(2)

邦楽(2)

書道Ⅰ(2) 書道Ⅱ(2) 書道Ⅲ(2) 創作書道(2) 実用の書(2)

デッサン特講(4) デッサン(2) 平面構成(2) 立体構成(2)

絵画デザイン(4) 彫刻工芸(4)

情 報
ネットワークシステム(2) マルチメディア表現Ａ(2)
マルチメディア表現Ｂ(2) Ｃ言語プログラミング(2) 情報の表現と管理(2)
Webクリエイト実習(2) コンピュータ技術(2)

ビ ジ ネ ス
ビジネス基礎(2) ビジネススキル(2) マーケティング(2) 簿記(4)
財務会計Ⅰ(2) 原価計算(2) 情報処理(2) 文書デザイン(2) 秘書実務(２)
オフィス実務(2) マルチビジネス(2) 観光ビジネス(2) ビジネス法規(2)

工 学
ものつくり入門(2) 製図(2) CAD(2) 機械工作(2) 自動車工学(２)
電子機械(２) 建築計画 (2) デザイン実践(2) 木工デザイン(2)
デザイン史(2) 建築構造(2)

本校の特色Ⅰ：多様な科目の設置④

選択科目一覧② 系列の枠を超えて自由に選択することが可能



資格取得について①

本校の特色Ⅰ：多様な科目の設置⑤

ビジネスに関する資格取得を目指す科目

◇簿記…日商簿記３級／全商簿記２級・３級

◇財務会計Ⅰ…日商簿記２級／全商会計１級

◇原価計算…日商簿記２級／全商原価計算１級

◇秘書実務…秘書検定

◇ビジネススキル…ビジネス計算実務検定／ホームページ作成検定

全商英語検定／ビジネス文書実務検定

文章入力スピード認定英語・日本語

◇情報処理…情報処理検定／日検情報処理技能検定（表計算）

◇文書デザイン…文書デザイン検定／プレゼンテーション検定

※生徒の意欲・関心が高く、全国平均より高い合格率！



資格取得について②

本校の特色Ⅰ：多様な科目の設置⑥

工学関係の科目を履修することで受けられる講習・検定

◇クレーン特別教育講習

◇小型車両系建設機械特別教育講習

◇高所作業者特別教育講習

◇玉掛け技能講習

◇危険物取扱者試験 乙四類 対策講習

◇情報技術検定（文科省後援）



「情報教育」の推進
◇タブレット型ＰＣを入学時にリース契約し１人１台保有

◇授業や生徒会活動等で日常的にＰＣを活用

◇情報収集やプレゼンテーション能力の向上

「国際教育」の推進
◇多様な文化に触れ、外国の人とのコミュニケーションを図る

機会を多く設ける

◇シンガポール（昨年度中止）への修学旅行

◇姉妹校（豪：エラノラ高校）との交換留学（短期）

◇積極的に諸外国からの留学生などの受け入れ

本校の特色Ⅱ：情報教育と国際教育の推進



本校のキャリア支援について

ＫＥＹ ＷＯＲＤ :「生きる力」

本校では、３年次になってあわてて進路を考えることのないよ

う、１年次で「産業社会と人間」、２・３年次で「羅針」（総合的

な探究の時間）を履修し、一人ひとりの生徒が進路を考えて

いく機会を設けている

本校の特色Ⅲ：キャリア支援の充実①

見通しのつかない社会の変化に対応し、自分で課題を見つ

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく

問題を解決する資質や能力を身につけようとする



「産業社会と人間」について

１年次に履修 ２単位科目

自己・他者・職業・進学先等について知り、自己の進路を見
つめ、将来の職業生活に必要なコミュニケーション能力や知
識などを身につける

＜主な授業内容＞

本校の特色Ⅲ：キャリア支援の充実②

①コミュニケーションキャンプ（令和２・３年度は実施なし）

②産業・職業調べ ③社会人講話

④夏季休業中の職場体験学習(看護・福祉・保育)

⑤２・３年次の履修計画

⑥オープンキャンパス・学校説明会への参加

⑦探究活動（パワーポイント利用）



「羅針」（総合的な探究の時間）について

２年次に２単位、３年次に１単位（前期集中型授業）で履修

「産業社会と人間」で学んだことを踏まえ、進路研究を進める

自ら課題を見つけ、その課題について研究し発表する（探究活動）

＜２年次の主な授業内容＞

＜３年次の主な授業内容＞

本校の特色Ⅲ：キャリア支援の充実③

①進路説明会 ②外部講師による進路講演会

③３年次の履修科目研究

④探究活動（課題研究）およびプレゼンテーション

①個人設定テーマによる課題研究 ②研究報告書の作成

③プレゼンテーション



① 人間関係形成・社会形成能力

コミュニケーション能力、他者と協力して活動に取り組む力

② 自己理解・自己管理能力

自己を見つめる力、目標実現のために自己をコントロールする力

③ 課題対応能力

課題を発見し、情報を収集・分析して、課題を解決する力

④ キャリアプランニング能力

自己の進路を真剣に考え、『夢』の実現に向けて計画を立て、努力する力

本校の特色Ⅲ：キャリア支援の充実④

本校で生徒が身につける４つのキャリア力

「自分の進路は自分自身で考え、決定する」 を支援する

＝本校の進路支援



本校の特色Ⅲ：キャリア支援の充実⑤

生徒・保護者対象の進路説明会・講習会等を多数実施

４月 ３年次就職公務員説明会

看護・医療系説明会

３年次総合型選抜説明会

５月 夏季看護体験説明会

３年次推薦入試説明会

共通テスト説明会①

就職公務員履歴書記入説明会

６月 就職求人票説明会

就職７月日程説明会

７月 公務員説明会

面接講習会

８月 公務員受験説明会

９月 共通テスト説明会②

就職試験事前指導

公務員面接講習会



１年次必履修科目で少人数授業を実施

◇情報科・英語科・数学科・国語科にて実施

◇１クラス20～27名 基礎基本の定着を図る

一部の選択科目で上限の人数設定

◇設備の有効利用

◇進学希望者への対応の充実

本校の特色Ⅳ：少人数授業の実施



バレーコート

４面

バドミントンコート

12面

50ｍ走も可能

公式試合会場にも使用

本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実①

SKYアリーナ（体育館）



本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実②

陸上競技場 ・ グラウンド

◇300ｍトラック
◇120ｍオールウェザー
◇投擲ピット

◇野球・サッカー・ラグビー
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙができる広さ



本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実③

アーチェリー場 ・ テニスコート ・ プール

◇50m
◇６面

◇25m



本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実④

SEAホール カルチャーコート

◇音響・照明設備完備
◇最大360名収容

◇屋外ステージ
◇文化祭などで使用



本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実⑤

福祉室 製図室

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 和室



本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実⑥

ルパ（食堂） コンビニ

図書室



本校の特色Ⅴ：施設・設備の充実⑦

スクールストリート

太陽の光が差し込み明るく開放的な空間



本校の部活動

本校の特色Ⅵ：部活動の充実①

◇アーチェリー

◇剣道

◇陸上競技

◇野球

◇卓球

◇バスケ 男子

◇バスケ 女子

◇バレー 男子

◇バレー 女子

◇バドミントン

◇テニス

◇ソフトテニス

◇サッカー

◇ソフトボール

◇ラグビー

◇水泳

◇テコンドー

◇ダンス

◆ＥＳＳ

◆演劇

◆Play & Produce

◆ものつくり研究

◆茶道

◆吹奏楽

◆コンピュータ

◆漫画・イラスト

◆ワープロ&検定

◆書道

◆美術

◆筝曲

◆室内楽

◆写真

◇運動部 ◆文化部



主な部活動成績本校の特色Ⅵ：部活動の充実②
美術部 １７年連続〔全国大会〕出展/全日本デザイン・イラスト展

吹奏楽部 Ｒ３年度〔東関東吹奏楽コンクール〕出場 銀賞

ワープロ＆検定部 Ｒ３年度〔全国大会〕出場

陸上競技部 Ｒ３年度関東新人大会出場決定〔関東大会〕

室内楽部 Ｒ３年度〔全国高文連〕合同オーケストラ 選出

アーチェリー部 Ｒ３年度〔全国選抜大会〕出場

ソフトボール部 Ｒ２年度県秋季新人大会〔準優勝〕

バスケットボール部男子 Ｒ３年度〔県大会〕出場

バスケットボール部女子 Ｒ３年度〔県大会〕出場

バレーボール部男子 ２８年度〔地区大会〕第３位

バレーボール部女子 Ｒ元年度〔県大会〕出場

野球部 Ｒ元年度〔夏の甲子園予選〕県ベスト１６

バドミントン部 Ｒ２年度〔県大会〕出場

ラグビー部 Ｒ元年度〔県大会ベスト16〕出場

サッカー部 Ｒ元年度 〔県大会ベスト８〕

ソフトテニス部 Ｒ２年度〔県大会〕出場／２８年度〔関東大会〕出場

卓球部 Ｒ３年度〔県大会〕１５年連続出場

部活動以外にも・・・ Ｒ３年度〔全国大会〕全商英語スピーチコンテスト出場 など


