
普 通 （定時制） 

 

静岡県立三島長陵高等学校 

 

〒411-0033 
静岡県三島市文教町 1-3-93 

TEL 055-986-2000 
FAX 055-986-0570 

http://www.edu.pref.shizuoka.jp/mishimachoryo-h/home.nsf/IndexFormView  

学校紹介  

三島長陵高校は、平成 20 年度に開校しました。Ⅰ部（午前）、Ⅱ部（午後）、Ⅲ部（夜間）の 3 部制の定時制であり、あなたのライフスタ
イルに合わせて所属する部を選ぶことができます。授業は少人数制であり、あなたの興味・関心や進路希望によって卒業までの学習計画を

立て、それに基づき自分の時間割を作成します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

・少人数授業、習熟度別授業、TT等による授業実施 
・スクールカウンセラーを活用した個に応じた細やかなカウンセリ
ングの実施 

・学校設定科目(商業科、家庭科の専門科目や大学進学対応の演習科
目等) 
 

令和４年度全国高等学校定時制・通信制大会 
バドミントン部 女子団体出場 
剣道部 男子個人・男子団体出場 

柔道部 男子個人・男子団体出場 
令和３年度全国高等学校定時制・通信制大会 
バドミントン部 女子シングルス出場 

剣道部出場 
令和元年度全国高等学校定時制・通信制大会 
バレーボール部ベスト 16  

剣道部出場 
平成 30年度全国高等学校定時制・通信制大会 
バドミントン部 男子シングルス、ダブルス出場 

卓球部 女子個人出場 
剣道部 男子個人出場 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 定時制・通信制 

普 通 
（定時制） 

 

静岡県立下田高等学校 

 

〒415-8527 
静岡県下田市蓮台寺 152 

TEL 0558-22-9499 
FAX 0558-23-0453 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimoda-h2/home.nsf 

学校紹介  

賀茂地区唯一の定時制高校です。全校 20名と小規模で、学習指導では、生徒一人一人の基礎基本の定着を目指した授業や個別指導、テス
トを行っております。また、通常は 4 年間で卒業ですが、通信制との併修により 3 年間での卒業を目指すコースもあります。生徒会活動

も盛んで、多くの学校行事が生徒主体で行われています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域の方を講師に招いての工芸教室 

定時制の規模ならではのボウリング大会 
生徒皆が主役になれる各種行事の実施 
各分野のエキスパートを招いての各種講座 

年５回の基礎力定着テストの実施 

平成 30年度全国定通制（剣道男子１人）出場 

令和元年度全国定通制（陸上競技男子２人、女子２人）出場 
令和３年度全国定通制（陸上競技男子２人）出場 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

校章は公募し、

現在審査を行っ

ています。 

静岡県立伊豆伊東高等学校 

 

〒414-0055 
静岡県伊東市岡入の道 1229-3 
TEL 0557-37-8811(代表) 

 0557-36-2143(定時制) 
FAX 0557-38-1229 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/ito-h2/home.nsf 

学校紹介  

本校には、様々な学習歴の生徒が在籍しており、個性を大切にし、個人に対応した学習指導を行っています。夕方から始業のため、昼間
はアルバイトをしながら通学することができます。多くの生徒が、仕事と学校を両立しながら 1日 1日がんばって生活しています。 

伊東高校定時制の課程の歴史を引継ぎ、令和５年度から伊豆伊東高校定時制の課程として新たな一歩を踏み出します。 
 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
伊東高校定時制の課程と同様の活動を引き続き行っていく予定で

す。 
伊豆いとう地魚王国と連携した魚のおろし方教室 
伊東市の探究（観光地、名産品、防災、産業） 

生徒会主催行事（令和３年度はバスケットボール大会）や球技大会
を実施 
進路ガイダンスやハローワーク訪問を実施 

伊東高校定時制の課程での実績です。 

令和４年度全国高等学校定時制・通信制体育大会 
（バドミントン男子シングルス） 

全国定通制教育振興会会長賞（修学優良者） 

 
令和３年度全国高等学校定時制・通信制体育大会 

（バドミントン男子ダブルス） 

令和元年度全国高等学校定時制・通信制体育大会 
（バドミントン女子シングルス） 
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普 通 （定時制） 

 

静岡県立富士高等学校 

 

〒416-0903 
静 岡 県 富 士 市 松 本 1 7 

TEL 0545-61-0100 
FAX 0545-64-7349 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fuji-h2/home.nsf 

学校紹介  

「社会に適応できる人材の育成の場として、また、地域における幅広い学びの場としての本校の役割を踏まえ、一人一人の生徒に対応し
た、きめ細かな学習指導・分かりやすい授業により、『学ぶことを通じて心身の成長を図り、社会に適応できる人材を育てる』こと」を目
指す学校像としています。ぜひ、学校見学に来てください。申込方法は学校 HPをご覧ください。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
総合的な探究の時間「ライフプラン」において、教科を横断する形
で、探究活動に力を入れています。授業評価アンケートにおいても
授業満足度 90%以上と、高い評価です。また、生徒会を中心に、生

徒が学校行事の運営に積極的に携わっています。部活動は、１日の
活動時間が 40分程度と短いですが、明るい雰囲気の中、意欲的に
活動し、全国大会等出場の実績を残しています。 

令和４年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 陸上競技 出場
２人（女子走高跳,女子砲丸投）                                             
同 柔道 出場３人（男子個人 90kg級,90kg超級,女子個人 63kg超

級） 
令和３年度 全国定通生徒生活体験発表大会 厚生労働省人材開発
統括官賞 受賞１名 

令和３年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 陸上競技 出場 
３人（男子 1500m,男子砲丸投げ,女子高跳び）                                             
同 柔道 出場２人（男子個人 90kg級,90kg超級）                                                                                    

 

 

 

 

工業技術  （定時制） 

 

静岡県立沼津工業高等学校 

 

〒410-0822 
静岡県沼津市下香貫八重 129-1 

TEL 055-928-7101 
FAX 055-934-3016 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazu-th2/home.nsf 

学校紹介  

本校は、静岡県東部地区で唯一の定時制工業高校です。不撓の精神を基とし、和・徳・体の調和的発展を目指すと共に敬愛の心を育成し、
社会性豊かな人間の育成に努めることを目標としています。 
新体力テストに 

 ・男子総合の部７年連続優秀校 
 ・令和３年度は最優秀校（過去５回） 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
進路ガイダンス（年 2回） 
二輪車グッドマナー教室 
修学旅行、ボウリング、映画観賞等（今年度：歌舞伎鑑賞） 

校内生活体験発表会 
課題研究発表会 
 

令和４年度第 53回全国高等学校定時制通信制柔道大会 
 女子個人戦 52kg級出場 
令和元年度第 52回全国高等学校定時制通信制ソフトテニス大会 

 静岡選抜チームのメンバーとして出場 
平成 30年度第 49回全国高等学校定時制通信制柔道大会 
 静岡選抜チームのメンバーとして出場 

平成 29年度第 48回全国高等学校定時制通信制柔道大会 
 静岡選抜チームのメンバーとして出場 
 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 
 

静岡県立小山高等学校 

 

〒410-1313 
静岡県駿東郡小山町竹之下 369 

TEL 0550-76-1188 
0550-78-7793(定時制直通) 
FAX 0550-76-5513 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/oyama-h2/home.nsf 

学校紹介  

「面倒見の良い定時制高校」として、自立できる生徒を育て、地域に貢献できる人材を育成することを目標にしています。中学校で本来
の力を発揮することができなかった生徒や、基本的な勉強からもう一度しっかりとやり直したいという生徒を応援し、生徒の個性に合わ
せて、きめ細かな指導を行っています。これにより多くの卒業生が四年制大学や専門学校への進学、優良企業への就職など、自身の目指

す進路実現を達成しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
全校生徒による共同制作（モザイクアート、爪楊枝アート等） 
校内生活体験発表会 

全日制と合同の文化祭、全校生徒による模擬店 
資格・検定の取得推奨 
生徒会運営の行事（体育大会、歓迎会、茶道教室など） 

令和４年度全国定通制出場（ソフトテニス男子{２人}） 
令和３年度全国定通制出場（陸上競技男 400mH） 

令和３年度全国定通制出場（ソフトテニス静岡県団体戦代表{２人}） 
令和元年度全国定通制ベスト 16（柔道男子団体） 
令和元年度全国定通制出場（陸上競技男 800m） 

令和元年度全国定通制出場（ソフトテニス女子団体） 
平成 30年度全国定通制出場（柔道男子個人） 
平成 30年度全国定通制出場（陸上競技男子 3000mSC、1500m） 
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普 通 （定時制） 
 

静岡県立富士宮東高等学校 

 

〒418-0022 
静岡県富士宮市小泉 1234 

TEL 0544-21-3177 
FAX 0544-26-0007 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujinomiyahigashi-h2/home.nsf  

学校紹介  

本校は明治 39(1906)年に開校し、昭和 23（1948）年に定時制課程普通科を設置しました。卒業生総数は 2,941人を誇ります。 

校訓「健やかなからだ 豊かな心 たゆまぬ努力」のもと、時代や地域が求める人材の育成を進めています。 
勤労と学業の両立を目指し、年 6 回のスキルアップテストの実施や様々な分野からの外部講師等の招聘を行い、基礎学力の定着、勤労意
識の育成、低学年からの進路意識の醸成を図っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
基礎学力の定着のためのスキルアップ講座 

社会人としてのソーシャル・スキル・トレーニング 
地域清掃等の地域貢献活動 
地域人材等と連携したキャリア教育の推進 

栄養バランスの取れた温かい給食の提供 
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携した
積極的な支援の取り組み 

生徒一人ひとりに寄り添う丁寧な進路指導 

平成 29年度インターハイ出場（陸上競技男子円盤投げ） 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立清水東高等学校 

 

〒424-8550 
静岡県静岡市清水区秋吉町 5-10 

TEL 054-366-7031 
FAX 054-366-7685 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimizuhigashi-h2/home.nsf 

学校紹介  

本課程は、生徒の生活実態に応じた教育課程を編成しており、３年間で卒業を可能とする自校３修制と通常の
４修制の選択ができる。また授業においては、教材や授業方法を工夫することをはじめ、様々な事業を活用し、

生徒の学びをサポートしている。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・外国人生徒みらいサポート事業…主として外国籍生徒へ日本語

能力試験の受験指導を行う。 
・１年数学の授業で Team Teaching を実施…基礎基本を身につけ
るため、２人の教師が学び直しをサポートする。 

・少人数授業の実施…２～４年生は、２クラス編成を基本とし、ま
た学年を超えた選択科目を設定している。 
・本校定時制振興会の支援により、週１回２～３時間スクールカウ

ンセラーを配置している。 

 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立静岡高等学校 

 

〒420-8608 
静岡県静岡市葵区長谷町 66 
TEL 054-245-0800 
FAX 054-248-1499 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shizuoka-h2/home.nsf  

学校紹介  

本校定時制は、昭和 23年（1948年）より設置された伝統ある学校である。 
勉学に励み、社会性や協調性、望ましい職業観や勤労観を育成することを教育目標としています。生徒一人一人を大切にし、実態に即し

た支援ときめ細やかであたたかみのある教育活動を推進しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
学校設定科目「卬高基礎」による小中学校の学び直し 

総合的な探究の時間（ゼミ形式による世界を知ろうプロジェクト） 
生徒会活動（生徒会による学校行事の自主運営） 
巡回通級教室、始業前の個別学習支援、就労に向けた職場体験実習 

第 54 回全国高等学校定時制通信制体育大会陸上競技大会男子砲丸投

げ 優勝（陸上部） 
第 53 回全国高等学校定時制通信制体育大会陸上競技大会男子砲丸投
げ 第５位（陸上部） 

第 52 回全国高等学校定時制通信制体育大会陸上競技大会男子砲丸投
げ 出場（陸上部） 
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工業技術 （定時制） 

 

静岡県立科学技術高等学校 

 

〒420-0813 
静岡県静岡市葵区長沼 500-1 

TEL 054-267-1144（直通） 
054-267-1100（代表） 

FAX 054-267-1123 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kagakugijutsu-h2/home.nsf  

学校紹介  

17時 30分から 21時までの通常 4時限を基本に、4年間で共通教科 45単位、専門教科（工業）29単位、合計 74単位を修得します。工業

科の科目では、実際の工場で使われている、ものづくりをする為の機械や道具の扱い方や、電気工事の基本など実習を中心として、機械・
電気の基礎的な内容を学びます。３年間で卒業を目指す３修制も実施しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・少人数制で、きめ細かな指導体制。 
・充実した設備での実習。 
・授業前に温かい食事が食べられる完全給食。 

・全日制と連携して行っている就職支援。 
・県立工科短期大学校等との連携。 
・３修制の実施。 

令和３年度全国高等学校定時制通信制陸上競技大会走高跳準優勝 
令和元年度全国高等学校定時制通信制陸上競技大会走高跳出場 
平成 30年度全国高等学校定時制通信制陸上競技大会男子 1500m、男子

5000m出場 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立静岡中央高等学校 

 

〒420-8502 
静岡県静岡市葵区城北 2-29-1 
TEL 054-209-1814 
FAX 054-209-2278 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shizuokachuo-h2/home.nsf  

学校紹介  

静岡中央高等学校は学年のない単位制の学校です。ａコース（午前）・ｂコース（午後）・コース（夜間）の
３つのコースがあり、自分の興味・関心にもとづいて時間割を作り学習していきます。  

自分の生活スタイルやペースに合わせて学習を進め、自分の進路希望を実現するために努力する生徒を支え
る学校です。  
 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

・ゼミ活動  
各教員がテーマを設けた少人数（18人前後）のゼミを生徒が選

択し、総合的な探究の時間・特別活動・進路指導などを行いま
す。また学校行事・生徒会活動にも参加します。 

・全国高等学校定時制通信制体育大会 全国大会出場 
サッカー・陸上・男子バレー 女子バレー 

卓球・バトミントン、女子バスケット 
・全国高等学校総合文化祭 囲碁部門出場  
・全国定時制通信制高等学校生徒生活体験発表大会出場 

 

 

 

 

普 通 （通信制） 

 

静岡県立静岡中央高等学校 

 

〒420-8502 
静岡県静岡市葵区城北 2-29-1 

TEL 054-209-2431 
FAX 054-209-2278 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shizuokachuo-

h/home.nsf/ 

学校紹介  

静岡県で唯一の公立通信制高校です。県下全域から通える３キャンパス制を採用しています。レポート作成、スクーリング出席、テスト
受験、特別活動への参加を行い、卒業を目指します。毎日登校する必要はありません。本校で、自分なりの「学びのスタイル」をみつけ

てみませんか？ 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
「自校通級」を実施（※支援学級ではありません） 
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普 通 （定時制） 

 

静岡県立藤枝東高等学校 

 

〒426-8577 
静岡県藤枝市天王町 1-7-1 

TEL 054-644-3591 
FAX 054-644-0923 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujiedahigashi-h2/home.nsf 

学校紹介  

生徒一人ひとりの状況に応じて、丁寧に指導しています。 
  

令和６年度より募集を停止し、令和８年度に閉課程します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
全学年の生徒が一体となった生徒会活動  

 

 

 

 

商 業 （定時制） 

 

静岡県立島田商業高等学校 

 

〒427-0058 
静岡県島田市祇園町 8707 

TEL 0547-37-4169 
FAX 0547-35-2341 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimada-ch/home.nsf 

学校紹介  

商業科目を中心に、各種検定にも挑戦し、社会に出ても即戦力となれるよう日々知識とスキルを磨いています。少人数のため、和気あい
あいと学校生活を送っています。令和 6 年度からは、志太榛原地区新構想高校に統合されるため募集を停止しますが、令和 5年度までの

入学生は本校で卒業まで勉強します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
県内唯一の商業科の定時制で、学年制の高等学校 

各種検定試験（簿記やワープロ、情報処理など）への挑戦 
少人数ならではの生徒に寄り添った指導・支援 
多様な背景を持った生徒に応じた指導・支援 

生徒会企画による定期親睦会の実施 

R１全国定通制（陸上競技男子走幅跳,卓球男子個人,剣道男子個人・団

体、ソフトテニス女子団体） 
H30全国定通制（陸上競技男子走幅跳,剣道男子団体・個人） 
H29全国定通制(ソフトテニス女子個人,卓球男子個人,剣道男子団体・

個人) 

 

 

 

 

普 通（定時制） 

 

静岡県立榛原高等学校 

 

〒421-0422 
静岡県牧之原市静波 850 

TEL 0548-22-0382 
FAX 0548-22-6557 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/haibara-h/home.nsf 

学校紹介  

本校は、昭和 23年に創設された伝統のある定時制高校である。各クラスとも生徒数が少ないため、アットホームな雰囲気で学習できる。
また、部活動に熱心な生徒も多く、文武両道で頑張っている。大学等の上級学校への進学を目指す生徒もおり、何事にもチャレンジする

生徒を職員も全力でサポートしている。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
遠足（全学年同行） 
校内レクリエーション大会 

校内球技大会 
進路講演会（地元企業との連携） 
本校全日制グローカル部との交流 

H30全国定通制大会 陸上競技２種目(２人) 走高跳第６位 
R1 全国定通制大会 陸上競技１種目(１人) 走高跳３位  

R3 全国定通制大会 剣道 個人・団体(１人） 
 陸上競技１種目(１人) 円盤投げ 

R4 全国定通制大会 剣道 個人・団体(１人） 

                  陸上競技 ２種目(５人)円盤投げ・砲丸投げ 
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普 通 （定時制） 

 

静岡県立磐田南高等学校 

 

〒438-0086 
静 岡 県 磐 田 市 見 付 3084 

TEL 0538-24-7171 
FAX 0538-37-8375 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/iwataminami-h2/home.nsf  

学校紹介  

本校定時制は、昭和 37（1962）年に設置され、令和 4年に 60周年を迎えます。 
外国籍の生徒や中学校時代に不登校を経験した生徒など多様な生徒がお互いを尊重しながら学校生活を送っています。「面倒見の良い」定
時制高校として、中学校の学び直しを授業に取り入れています。本人の努力で 3年で卒業することが可能です（3修制）。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
全校生徒で取り組む特別活動や学校行事 令和４年度全国定通制（バドミントン男子(２人),柔道女子(1人)） 

令和元年度全国定通制（陸上競技女子 4種目(２人)出場。100mH６位,
４×100mR(選抜１名)５位、走高跳３位） 

平成 30 年度全国定通制（陸上競技男子１種目(１人),女子４種目(４
人)100mH７位,走高跳５位２名） 
 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立浜松北高等学校 

 

〒432-8013 
静岡県浜松市中区広沢 1-30-1 
TEL 053-454-5567 
FAX 053-456-3316 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsukita-h2/home.nsf  

学校紹介  

本校では、体験学習や講話、人との関わりを重視した活動等、数多くの学校行事を設けており、「地域社会に貢献・活躍できる人材の育

成」、「人間関係形成力や他者と協働する力の育成」を目指しています。また、少人数クラス編成によるきめ細かな指導を行い、「基礎学力
の確実な定着」を図っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域社会に貢献できる人材育成のための探究活動 
人間関係づくりのためのコミュニケーションスキルトレーニング
等の活動 

大学や企業等との連携によるキャリア教育の実施 
クラスや学年の枠を超えて取り組む多くの特別活動や学校行事 
習熟度編成（１、２年生の国英）等、少人数による授業 

第 19回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会出場（H29） 
全国高等学校定時制通信制ソフトテニス大会出場（H29） 
全国高等学校定時制通信制ソフトテニス大会出場（H30） 

第 21回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会出場（R元） 
第 23回全国高等学校定時制通信制バドミントン大会出場(R3) 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立浜松大平台高等学校 

 

〒432-8686 
静岡県浜松市西区大平台 4-25-1 
TEL 053-482-1011 
FAX 053-485-8111 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsuohiradai-h2/home.nsf  

学校紹介  

平成 18年に静岡県立農業経営高等学校と静岡県立浜松城南高等学校が合併し、開校。定時制課程は県西部地区唯一の単位制による定時制
の過程となっており、朝昼夜の三部制をとっている。定員は春秋合わせて 200 人、西は湖西市から東は菊川市まで広範囲の生徒が在籍し

ている。外国にルーツを持つ生徒も多く 20％程度を占める。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
外国人生徒みらいサポート事業 

浜松国際交流協会（HICE)との連携 
「ポルトガル語」（母語対象者）、「日本語」の授業 
スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー等との連携

による生徒支援 

令和４年度全国定通制体育大会（出場：サッカー、剣道、陸上、 

ソフトテニス、女子バレーボール、卓球） 
令和３年度全国定通制体育大会(優勝:サッカー、出場:女子バスケッ
トボール、剣道、陸上、ソフトテニス、卓球) 

令和元年度全国定通制体育大会(準優勝：サッカー、出場:女子バスケ
ットボール、剣道、陸上、ソフトテニス、バドミントン) 
平成 30 年度全国定通制体育大会(優勝:陸上男子４×400mR、出場:サ

ッカー、女子バレーボール、剣道、ソフトテニス、バドミントン) 
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工業技術  （定時制） 

 

静岡県立浜松工業高等学校 

 

〒433-8567 
静岡県浜松市北区初生町 1150 
TEL 053-401-0221 
FAX 053-437-9988 https://www.hamako-ths.ed.jp//teiji/index.html 

学校紹介  

浜松工業高等学校は、大正４年に創立して以来 100余年、校訓「質実勤勉」のもと、多くの工業技術者が育ちました。そして、昭和 23年

に働きながら学べる夜間の定時制の課程が設置されました。定時制では、整った施設・設備、恵まれた環境の中で、「ものづくり」を通し
て工業の技術が学べます。令和２年度には、定時制工業高校で唯一、全県の全日制工業高校の研究発表会（県高等学校工業教育研究会主
催、令和３年１月 13日クリエイト浜松）への出場も果たしました。この発表会では『静岡県高等学校工業教育研究会特別賞』と『静岡県

高等学校工業教育研究優秀賞』を受賞しました。 
全校生徒の人数は令和４年度８月現在 70人です。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・希望者には、３年で卒業が可能な特色ある教育課程を編成してい
ます（三修制）。このため、「資格取得」、「関連する仕事に従事す
る」、「自校外での学修」について単位として認めています。 

・教科書購入代金や給食費は、県への申請により、一部補助を受け
ることができます（年間 90日以上働いている生徒が対象です）。 

・専門業者に委託した給食を、専用の食堂で、定時制全生徒一斉に

とる完全給食を実施しています。 
・自転車、原動機付自転車、四輪自動車等が、許可により通学に利
用可能です。 

平成 30年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 
【柔 道  男子】団体戦県代表選手２人出場 第５位 

           個人 90㎏級第５位 

令和元年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 
【柔 道  男子】団体戦県代表選手１人出場 

         個人 65㎏級第３位 個人 90㎏級出場 

令和３年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 
【陸上競技男子】 男子三段跳全国第２位 男子走幅跳出場 
【バドミントン男女】 ダブルス・シングルス出場 

【柔 道 男子】 団体戦県代表選手１人出場 個人 75㎏級出場 

【剣 道 男子】 団体戦県代表選手１人出場 個人戦出場 

 【自転車競技男子】出場（個人参加） 

令和４年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 
 【バドミントン女子】 出場予定 
 【柔 道 男子】 団体戦県代表選手２人、個人 75㎏級出場予定 

 【剣 道 男子】 団体戦県代表選手２人、個人戦２人出場予定 
【自転車競技男子】出場予定（個人参加） 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立浜名高等学校 

 

〒434-0033 
静岡県浜松市浜北区西美薗 2939-1  

TEL 053-586-3042(定時制) 
FAX 053-586-0740 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamana-h2/home.nsf 

学校紹介  

・本校定時制は、昭和 23年９月に設置された伝統ある学び舎であり、これまでに多くの卒業生を輩出しています。 
・日中はアルバイト等で働いている生徒が大勢おり、生徒たちはそれぞれの目標に向かい日々努力しています。 
・遠州鉄道小林駅から徒歩３分と通いやすい場所にあり、夜間でも安心して通学することができます。 

・働きながら勉強しようとする人、もう一度基礎的な学力を身につけたい人、あきらめずに自分の可能性を信じてみたい人、やる気次第で
は様々な資質を大きく伸ばすことができます。 

・４年間でなく３年間で卒業できる「３修制」を選択することもできます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・様々な人材による教育活動の支援体制（定時制生徒支援員、外国人
生徒支援員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等） 

・きめ細やかなキャリア教育と、個に応じた進路指導（就職・進学） 
・簿記検定、ワープロ検定、日本語検定等、様々な資格の取得が可能

(延べ約 100人の取得実績） 

・放課後の部活動（男子バスケットボール、男女バレー等） 
・補食給食（始業前のエネルギーチャージ） 
・地域との連携（地域企業からの講師招聘や、地域清掃活動等） 

H30 全国定通制体育大会 
（男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上競技男子円盤投,女子走高跳） 

R1 全国定通制体育大会 
（男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上競技男子円盤投,女子円盤投） 

R2 県定通制体育大会 ※R2はコロナ禍により全国大会中止 

（男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上競技男子走幅跳・男子走高跳） 
R3 全国定通制体育大会（男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 
R4 全国定通制体育大会（男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上競技男子走高跳） 

 

 

 

 

普 通 （定時制） 

 

静岡県立新居高等学校 

 

〒431-0304 
静岡県湖西市新居町内山 2036 

TEL 053-401-0175 
FAX 053-594-6180 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/arai-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は夜間定時制です。始業は 17 時 35 分、終業は 21 時 20 分で、50 分×４コマの授業を行います（令和４年度）。昼間にアルバイトを
してから登校し、夜間の授業を受けている生徒も多くいます。 

通常は卒業まで４年かかりますが、同じ校舎内に併設されている静岡中央高等学校通信制の科目を併修することで、３年間で卒業できる
制度もあります。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・進路相談・面接練習等の進路指導に係るキャリア支援員の配置 
・湖西市スポーツ推進委員の協力のもと開催するグラウンドゴル

フ大会 
 

・令和元年度全国定通制体育大会（陸上競技女子、柔道女子） 
・平成 30年度全国定通制体育大会（陸上競技女子、柔道女子） 

・平成 29年度全国定通制体育大会（陸上競技女子、柔道女子） 

 

 

 

-80-



 

発 行 ／ 静 岡 県 教 育 委 員 会 高 校 教 育 課 

〒 4 2 0 - 8 6 0 1  静岡市葵区追手町９－６ 

電話番号 054-221-3114 

 


