
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 学 校 紹 介 

 
 

令和５年度入学者選抜を実施する公立高校を紹介します。各高
校のホームページもあわせて御覧いただき、志望校を考える際の
参考にしてください。 
 

【表の見方】 
 

普 通  
理 数  

 

静岡県立○○高等学校 

 

〒○○○-○○○ 
静岡県○○市○○ 

TEL ○○○○ 
FAX ○○○○ 

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

学校紹介  
 

○○高校は、令和○年度に創立○○年を迎え、歴史と伝統を受け継ぎ、・・・幅広い進路指導を行っております。また、文化部、運

動部ともに部活動が盛んに行われています。・・・・・。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
○○スクール（H30～R2） 
○○実践校（H30～R2） 
○○○○教育充実事業（R2文部科学省） 

○○実習の充実 
 

令和○年度全国総体（○○個人) 
令和○年高等学校○○大会（県代表○位） 
令和○○年度英語○○コンテスト 全国出場(○○の部) 

 

 

設置してい

る学科 

校章、学校名 学校の住所等 

学校紹介 

特色ある活動 全国的な実績（過去５年間） 

学校ホームページ 

二次元コード 
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 １ 全日制 

普 通  

 

静岡県立松崎高等学校 

 

〒410-3693 
静岡県賀茂郡松崎町桜田 188 
TEL 0558-42-0131 
FAX 0558-42-0587 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/matsuzaki-h/home.nsf  

学校紹介  
松崎高校は地域と強いつながりをもった教育活動を展開しています。そのうちの中心的な取組として、西伊豆地域の中学校と連携型中高
一貫教育を行っており、中高合同で行う行事や部活動交流などをしています。伊豆の国特別支援学校伊豆松崎分校とも共生共育をしてお

り、多くの生徒との交流の場がもてる学校です。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
H20～連携型中高一貫教育(松崎町立松崎中学校、西伊豆町立西
伊豆中学校) 

R2コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）導入 
R2薬物講座啓発発信校 
R2～2030松崎プロジェクト（松崎町主催）参加 

R4高校生自転車マナーアップモデル校 指定 
静岡大学地域創造学環のフィールドワークへの協力と地域貢献
活動 

伊豆の国特別支援学校伊豆松崎分校との共生共育 

R2全国高校陸上競技大会 2020（男子やり投げ） 

 

園 芸 

 

静岡県立下田高等学校南伊豆分校 

 

〒415-0306 
静岡県賀茂郡南伊豆町石井 58 

TEL 0558-62-0103 
FAX 0558-62-2799 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/minamiizu-b/home.nsf  

学校紹介  
本校は、昭和 23年に開校し、昭和 38年には園芸科に改編し、地域に貢献する人材の育成を図ってきました。平成 20年４月より下田高等
学校南伊豆分校に改称し、平成 30年には創立 70周年を迎えました。 

伊豆賀茂地区唯一の専門高校（農業）として、校訓「大地豊穣」のもと「地域と共に自然と共に生徒一人ひとりが主役になれる」学校と
して、農業を通して自分の「夢」に挑戦する生徒を育成します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
県のオンリーワン・ハイスクール（フューチャー・ハイスクール R3

～R5）の指定を受けて、町と連携して地域課題の解決に取り組む学
びや、先進的な植物工場での実験・実習を実践しています。 
学校祭（農芸祭）では、地域農家・関係機関と連携し、農産物品評

会を実施、１・２年生はホームプロジェクトで栽培した野菜を出品
します。 
隣接する認定こども園や地元小中学校と年間を通じた交流活動を

実施し、園芸保育や食育活動が盛んです。 
南伊豆町と連携した実践的なキャリア教育で地域人材を育成して
います。 

平成 29 年度 第 68 回日本学校農業クラブ全国大会(岡山大会)プロジ

ェクト発表会 分野Ⅰ類出場 
令和３年度 第 72 回日本学校農業クラブ全国大会(兵庫大会)農業鑑
定競技（園芸）優秀賞 

カーネーション栽培しずおか県認証（県内版ＧＡＰ）を花卉で県内初
取得 
地域と連携した SDGs活動は「読売 SDGs新聞（特別号 R３）」で全国に

紹介されました。 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立下田高等学校 

 

〒415-8527 
静岡県下田市蓮台寺 152 
TEL 0558-22-3164 
FAX 0558-23-0453 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimoda-h/home.nsf 

学校紹介  
下田高校は、平成 20 年４月に下田北高校と下田南高校の両校の歴史と伝統を受け継ぎ、統合して今年度 15 年目を迎えました。下田市唯
一の高校で日本のトップレベルへの大学進学などにも対応した幅広い進路指導を行っております。また、文化部、運動部ともに部活動が
盛んに行われています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
サイエンススクール（県事業） 
グローバルハイスクール（県事業） 

ボランティア活動が盛んに行われている 
海外研修（隔年実施、希望者対象）ニューヨークの姉妹都市を訪問 
 

平成 30年度全国総合文化祭 美術・工芸(絵画)部門出品、放送アナウ
ンス部門出場 

平成 30 年度・令和元年度英語スピーチコンテスト 全国大会レシテ
ーションの部出場 
令和２年度全国総合文化祭 美術・工芸(彫刻)部門出品 

令和３年度第 22 回高校生国際美術展 高校生国際美術展実行委員会
名誉会長賞 
日本地球惑星科学連合 2021年大会 努力賞 

日本地球惑星科学連合 2022年大会 奨励賞 
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普 通  

 

静岡県立稲取高等学校 

 

〒413-0411 
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 3012-2  

TEL 0557-95-0175 
FAX 0557-95-5172 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/inatori-h/home.nsf 

学校紹介  
校舎から相模灘に浮かぶ伊豆大島を眼下に見下ろすことができる本校は、令和元年に創立 100 周年を迎えた伝統校です。基礎基本を重視
した授業や少人数授業を行い、一人ひとりを大事にした教育を展開しています。授業や学校行事では地域の方に講師をお願いするなど、
地域と共に歩んでいる学校です。卒業生の進路は進学が約６割、就職が約４割で、地元だけでなく全国各地で活躍しています。令和 2 年

度入学生から進学クラスを設置し、今まで以上に大学進学にも力を注いでいます。部活動も盛んで、特に新体操、レスリング、陸上競技、
男子バレーボールは全国大会出場の実績があります。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
静岡県教委 人権教育推進校（H31～R2） 
静岡県高等学校 PTA連合会 善行表彰 被服食物部（あったかふぇ・
R2） 

地域との連携(体操教室、演奏会、壁画制作、つるし雛、地域小学
生への学習指導、保育園ボランティアなど) 
オンリーワンハイスクール（フューチャーハイスクール）指定校

（R3～R5） 
静岡大学（東伊豆フィールドワーク）・静岡県立大学との交流、静
岡大学・静岡県立大学訪問 

令和元年度全国総体出場(陸上競技女子２種目 1人) 
平成 30 年度全国総体出場(陸上競技女子砲丸投げ,レスリング女子個
人 68kg級) 

平成 30年度全国総体出場(新体操男子団体,個人総合) 
平成 30年度全国選抜大会出場(新体操男子団体) 

 

 

 

 

普 通 
商 業 

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 

 

（連絡先）伊東高等学校 
〒414-0055 
静岡県伊東市岡入の道 1229-3 

TEL 0557-37-8811 
FAX 0557-38-1229 https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-020/gakkourinnku/sinkousou/ito.html  

学校紹介  
令和５年４月に開校する伊豆伊東高校は、全日制課程２学科（普通科４類型・ビジネスマネジメント科３類型）、定時制課程１学科（普通
科）を備え、特別支援学校高等部を校内に併置する新しい高校です。複数の課程・学科に加え、特別支援学校の生徒たちが日常的に交流

することで、多様性を認めあう豊かな人間性を育みます。また、従来のカリキュラムを大幅にリニューアルすることで、探究的な学びの
スタイルや新しい大学入試制度に対応し、予測困難な時代を生きるための創造的な学びを展開します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
５階建ての新校舎、県立高校最大級の体育館、プールを新たに建設

し、普通科には特別進学類型・進学類型・スポーツ健康類型、アー
ト類型を設置。商業科には会計類型・情報類型・マーケティング類
型を設置。就職・進学など、多様な進路希望に対応します。 

東部特別支援学校伊豆高原分校が、伊豆伊東高校内に移転します。
特別支援学校と高等学校の生徒が日常的な交流や合同行事などを
通して、多様性を認め、互いに支え合う共生社会の実現を目指す教

育活動を展開します。 
【設置予定部活動】野球、陸上競技、水泳、卓球、剣道、サッカー、
バドミントン、ソフトテニス、男子バレーボール、女子バレーボ

ール、男子バスケットボール、女子バスケットボール、吹奏楽、
美術、商業、報道、演劇、総合探究、外部活動（地域クラブ活動） 

【伊東高校】 

令和３､４年度 インターハイ出場（バドミントン女子ダブルス）（連
続出場） 
令和３年度 インターハイ出場（水泳男子、13年連続出場）、明るい選

挙啓発ポスター 文部科学大臣・総務大臣賞 
【城ヶ崎分校】 
令和３年度 第 22回はんが甲子園２位(８大会連続入賞)、第 22回高

校生国際美術展 チャールズ皇太子賞 
令和２､３年度 第３､４回世界まんが選抜 最優秀賞（連続受賞） 
【伊東商業高校】 

令和３､４年度 インターハイ出場（ボクシング）（連続出場） 
令和３年度 第８回商業高校フードグランプリ 最優秀賞 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立熱海高等学校 

 

〒413-0102 
静岡県熱海市下多賀 1484-22 

TEL 0557-68-3291 
FAX 0557-68-1854 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/atami-h/home.nsf 

学校紹介  
本校は昭和 17年（1942年）に開校した熱海市唯一の高校です。「剛毅・優雅」の校訓のもと２年次から進学（文・理）コース、福祉コー
ス、観光ビジネスコースに分かれ、進路希望に応じた多彩な教育活動に取り組んでいます。地域との協働活動を通して、地域に愛される

人材の育成を目指します。また、教室や廊下の窓から海が見渡せ、ドラマの撮影場所としてたびたび利用される景観のよい校舎で生徒は
のびのびと学んでいます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域との協働による高等学校教育改革推進事業（R1～R3 文部科学

省）  
探究活動[熱高ラボ（1年） 熱海ラボ（２年）] 
コアスクール（学力進展 H30～R２） 

オンリーワンハイスクール（グローカル R3～R5） 
小、中学校段階からの学び直し授業「キャリアアップ」 
地元ホテルの協力による「熱海高校生ホテル」（H28～30,R3） 

「熱海高校生エージェント」（R1～R3）の実施  
普通科の中に観光ビジネスコース、福祉コースを設置  
ヨット部やエイサー部などの特色ある部活動 

令和４年度全国総体（ヨット男子 420級) 

令和４年度東海選手権（陸上女子ハンマー投） 
令和４年度全国商業高等学校英語スピーチコンテスト（レシテーショ
ンの部） 

令和２年度東海新人（陸上女子ハンマー投） 
令和元年度全国総体(ヨット男子 420級 15位) 
令和元年度国体（セーリング少年男子 420級 11位,少年女子 420級） 

平成 30年度国体（セーリング少年男子 420級,少年女子 420級） 
平成 30年度全国総文祭（新聞） 
平成 29年度国体（セーリング少年男子 420級) 
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工 業  
総 合  

 

静岡県立伊豆総合高等学校 

 

〒410-2401 
静岡県伊豆市牧之郷 892 

TEL 0558-72-3322 
FAX 0558-72-1955 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/izusogo-h/home.nsf 

学校紹介  
全日制の総合学科と工業科の併置校は、県内で唯一、伊豆総合高校のみです。 
総合学科では、地域と連携しながら探究活動を行い、確実な基礎学力の定着とキャリア教育や体験的な学習の充実を図り、多様な進路実

現を可能にします。 
工業科は「機械工学」「電気電子」「建築デザイン」の３つの類型を開設しています。技術・技能教育を充実させ、社会の動向に即応した
高い専門性と実践的スキルを育成します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域と自分の未来(地域企業研究、SDGs 学習、ジオパーク学習)、
伊豆地域の産業、地域活性化計画 

工業で学んだ技術を生かし、ものづくりで地域貢献 
中山間地域における ICT 技術や地域資源を活用した多様な学習機
会の提供の研究（土肥分校との連携） 

月１回の「修善寺大掃除」活動 
インターアクトクラブ活動による地域貢献 

R2・3 ジュニアクイーンズカップ ３位（レスリング部）、ジュニアオ
リンピックカップ出場（レスリング部）R1 国民体育大会 優勝（レス

リング部 宮内勇馬）R１全国総体出場(レスリング部) R4 全国高校生
グレコローマン選手権出場 
R2全国選抜 ４位（自転車競技部）R1・3・4全国総体出場(自転車競技

部) 
R3全国総体出場(陸上競技部) 
H30全国総文 優良賞（郷土芸能部）R2WEB全国総文出場 

R3・4全国総文出場（郷土芸能部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普 通  
 

静岡県立伊豆総合高等学校土肥分校 

 

〒410-3302 
静岡県伊豆市土肥 870-1 

TEL 0558-98-0211 
FAX 0558-98-1588 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/toi-b/home.nsf 

学校紹介  

少人数制で一人ひとりに対する手厚い指導を行い、生徒全員が輝くことのできる学校である。また、下宿生としての土肥留学や長期欠席

生徒選抜など生徒の新たなチャレンジの場があり、成長できる環境が整っている。e スポーツ部も発足し、充実した高校生活が送れる学
校である。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
少人数制による手厚い指導 

地域ならではの特徴を生かしたマリン学習等充実した教育活動 
遠隔授業等 ICT活用の推進 
eスポーツ部での仲間づくり 

長期欠席生徒選抜実施校 
全国からの生徒募集（土肥留学） 
近隣こども園、小中学校との交流 

敷地内のえのき苑で野菜を育て収穫（１年次） 

H28 高校生ビジネスプランコンテスト出場 

R1 高校生ビジネスプランコンテスト出場 
R2 高校生川柳コンクール優良賞 
R1 高等学校書作展会長賞 

R2 高等学校書作展会長賞 

 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立韮山高等学校 

 

〒410-2143 
静岡県伊豆の国市韮山韮山 229 
TEL 055-949-1009 
FAX 055-949-1074 

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

学校紹介  

令和５年(2023)に創立 150周年を迎える伝統のある学校です。本校は、「忍」の精神と自由闊達、文武両道の校風のもと、将来日本や地域

のリーダーとして活躍できる生徒の育成を目指しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

静岡県唯一の文系探究コースを設置（普通科２年生から） 
サイエンススクール（県事業） 
各分野で活躍する講師を招いての講演会（志龍塾 年３回） 

医学部医学科を目指す生徒対象の医療系セミナー 
海外語学研修（イギリス、希望者 40人程度、10日間程度） 
静岡県立大と提携した放課後英会話教室 

修学旅行 普通科：長崎・萩  
     普通科文系探究コース：シンガポール・マレーシア 

    理数科：アメリカ西海岸（NASA訪問） 

生徒の手により全て一から作り上げる龍城祭（芸能祭・文化祭・
体育祭・後夜祭） 
週休日・祝日も講堂自習室を開放。みんなでがんばるチーム韮

山。 

令和４年度全国高等学校陸上競技大会男子 5000m競歩出場（陸上部） 
令和２年度全国高等学校陸上競技大会女子 800ｍ２人出場（陸上部） 
平成 30年度全国高等学校駅伝競走大会男子出場（陸上部） 

令和３年度全国総合文化祭新聞部門最優秀賞（写真報道探究部） 
令和元・２・４年度全国総合文化祭新聞部門優秀賞（写真報道探究部） 
令和３・４年度全国高等学校郷土研究発表大会出場（文芸郷土研究部） 

令和３年度日本地球惑星科学連合 2021 年大会高校生セッション最優秀
賞（全国１位）(理数科課題研究班） 
令和３年度全国高校生地方鉄道交流会企画部門最優秀賞（全国１位）(普

通科文系探究コース課題研究班） 
令和元年度「地域の伝承文化に学ぶ」コンテスト地域民話研究部門 佳作
（全国３位）（普通科文系探究コース課題研究班） 
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普 通  

 

静岡県立三島南高等学校 

 

〒411-0803 
静 岡 県 三 島 市 大 場 6 0 8 

TEL 055-977-8333 
FAX 055-977-8381 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/mishimaminami-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は、単位制普通科の特徴を生かし、他校にはない多彩な授業科目を設定しています。生徒は、自らの興味・関心や進路希望に応じて

授業を選択し、学習に励んでいます。また、校訓『自覚』のもと、知（課題発見）、仁（他者との関係）、勇（課題解決に向けた行動）の
力を身につけ、自らの人生を切り開くとともに、地域への貢献を目指しています。部活動は、とても活気があり、全国・東海大会出場を
目指すだけではなく、地域交流にも意欲的に取り組んでいます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域資源をテーマにした探究学習 
地元企業・商店等と連携し、地域を題材に課題解決型学習を実施 
静岡大学と連携し、保育園児に「防災×あそび」を通した防災教 

育を実施 
学校設定教科「舞台芸術」：「身体表現」「舞台技術」などの科目 
創立 100周年（2019年）事業として、麗水学院高級中学校（中国・

浙江省）を訪問、交流を開始（2021～2023はオンラインにて交流） 

野球部 第 93回選抜高校野球大会「21世紀枠」出場 
家庭科 第 22回シーフード料理コンクール 日本放送協会会長賞 
女子バレーボール部 第 69回東海高等学校総合体育大会バレーボール

競技出場、令和４年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会
東海ラウンド出場 
女子ソフトテニス部 第 69回東海高等学校総合体育大会 個人戦出場 

男子ソフトテニス部 第 68回東海高等学校総合体育大会 個人戦出場 
陸上部 第 62回東海陸上競技選手権大会 女子 400m出場 

 

 

生産科学   園芸ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

動物科学  食品科学 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ  
 

静岡県立田方農業高等学校 

 

〒419-0124 
静岡県田方郡函南町塚本
961 

TEL 055-978-2265 
FAX 055-978-2267 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/tagata-ah/home.nsf 

学校紹介  

本 校は、 令和３ 年度に 創立 120 周 年を迎 えた伝 統ある農 業高校 です。 生産科学科、園芸デザイン科、動物科学科、食品

科学科、ライフデザイン科の５つの科があり、さらに、生産技術コース・生産流通コース、フラワーデザインコース・ガーデンデザイ

ンコース、生産動物コース・動物活用コース、食品加工コース・食品栄養コース、フードコース・セラピーコースの 10コースが用意さ

れています。実学を中心に幅広い教養と専門的知識・技術を身に付け、持続可能な社会づくりと地域産業・文化の発展に貢献する人材

を育成します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

部活動は、運動部、文化部に加え、農業の学習内容を活か

した農業部もあり、それぞれ活発な活動を行っています。

また、「共生・共育」における活動も盛んです。 

第 72回日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会「生活科学」最優秀賞 

技能五輪全国大会フラワー装飾部門５年連続出場 

令和４年度東海高校総体フェンシング競技出場 

令和４年度全国高校総体弓道競技出場 

普 通  

 

静岡県立伊豆中央高等学校 

 

〒410-2122 
静岡県伊豆の国市寺家 970-1 

TEL 055-949-4771 
FAX 055-949-6331 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/izuchuo-h/home.nsf 

学校紹介  
勉強も部活も目いっぱい頑張りたい。そういう人のための学び舎です。開放感あふれる校舎で、のびのびと成長できます。自分の可能性
を最大限に伸ばせるよう職員も先輩も全力で応援しています。学校周辺は平安時代からの町で、歴史的なロマンが息づいています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
勉強と部活動の両方を強力にサポート 

川沿いに立ち天然芝グラウンドのある学校は抜群のロケーション 
きらめきフォーラム（未来をリードする人材づくり） 
外部教育機関と連携した最新の教育内容 

学校全体に流れる落ち着いた雰囲気 

令和４年度全国高校総体陸上競技大会出場 

    （女子走幅跳、女子三段跳、女子七種競技） 
令和４年度第 38回 U20日本陸上競技選手権大会 女子走幅跳優勝 
令和３年度 U18日本室内陸上競技選手権大会 女子走幅跳優勝 

令和３年度全国高校総体陸上競技大会出場 
(男子 3000m障害、女子走幅跳、女子走高跳（第３位）) 

令和３年第 37回 U20日本陸上競技選手権大会出場（男子 3000m障害） 

令和３年第 10回ご当地!絶品うまいもん甲子園全国大会出場（家庭部） 
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創造工学   
創造ﾋﾞｼﾞﾈｽ  
生活創造ﾃﾞｻﾞｲﾝ  

 

静岡県立御殿場高等学校 

 

〒412-0028 
静岡県御殿場市御殿場 192-1 

TEL 0550-82-0111 
FAX 0550-83-3154 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/gotemba-h/home.nsf 

学校紹介  
令和３年度に創立 120周年を迎えた地域の伝統校。工業、商業、家庭に関する３学科があり、地域の未来を創り支える人材の育成を目指し

ている。専門教科では、資格取得とともに、商品開発や宣伝、奉仕活動等で地域と連携した多くの活動も行っている。 
インターンシップや学校設定科目「キャリアプランニング」等による進路指導によって、高い就職実績を上げるとともに、専門性を生かし
た進学実績もある。 

校訓「質実剛健にして美しく」 
特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

自治体や地域の企業と共同しての商品開発や宣伝の取り組み（創

ビ・生創デ） 
高校生による中学校での出張授業（創工・生創デ） 
地域・保育園との交流、デザインコンクール出品（生創デ） 

特別支援学校との交流（３科）・車いす修理（創工） 

令和３年度男子ハンドボール部 静岡県新人戦優勝 

令和３年度男子ハンドボール部 全国大会出場 
令和３年度ＷＲＯ2021静岡大会 エキスパート競技部門優勝 
令和３年度ＷＲＯ2021全国大会 エキスパート競技部門出場 

令和３年度ビジネス部ワープロ班 東海実務競技大会出場 
令和元年度男子ハンドボール部 静岡県新人戦優勝 
令和元年度ビジネス部・情報処理部 東海地区商業実務総合競技大会出

場 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立御殿場南高等学校 

 

〒412-0043 
静岡県御殿場市新橋 1450 

TEL 0550-82-1272 
FAX 0550-84-0264 

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

学校紹介  

御殿場南高校は、昭和 38年に「地域に貢献する優れた人材を集め、育成する」ことを意味する「鍾駿（しょうしゅん）」の理念のもと、

この北駿の地に開校しました。本校の特色ある学びとしては、『Cプロジェクト』と呼ばれるキャリア教育が挙げられます。また、部活動
も活発で、多くの部活動が県大会以上の出場を果たすなど、「文武両道」を体現しています。 
「志を高く持ち、教科学習に打ち込む人」、「主体的・協力的に各種活動に取り組む人」、「改善に向けて工夫し、企画・行動できる人」

の入学を待っています。 
 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

実用英語技能検定取得の推進 
SDGs17の目標をテーマにグループで課題探究活動を実施（１・
２年生） 

御殿場 SDGsクラブ（会長：御殿場市長）に加入 
NIE実践指定校（令和３年度～） 
はごろも教育研究複数年度助成受賞（令和４年度～６年度） 

特別支援学校との交流や老人ホームでの演奏など１部活動 1 ボ
ランティアを推進 
近隣の小学校や中学校で、進路決定者による学習支援ボランテ

ィアを実施 

H29全国総体（陸上女子 5000mW12位) 
H30 全国総体(陸上競技女子 5000mW 出場)、『Ikenobo 花の甲子園 2018』
全国大会出場（華道部） 

R1全国総体（陸上競技 3000mSC、男子 5000mW出場）、『Ikenobo花の甲子
園 2019』全国大会出場（華道部） 
R22020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会男子 5000mW全国 21位 

R3国民体育大会（三重大会）バレーボール少年の部県代表２名 

 

 
 
 

普 通  
 

静岡県立三島北高等学校 

 

〒411-0033 
静岡県三島市文教町 1-3-18 

TEL 055-986-0107 
FAX 055-986-2480 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/mishimakita-h/home.nsf  

学校紹介  
令和３年に創立 120年を迎えた伝統ある高校です。シンガポール修学旅行、希望者によるベトナム研修、ミネソタ STEM研修があります。  
また、課題探究活動では、英語によるプレゼンテーションを２年生全員のゴールの一つにすると同時に、聴取する生徒が「英語でやり取
りする力」を実践する場として位置付けています。 

部活動や学校行事も盛んで、５月末に実施される紫苑祭は、生徒会が中心となって主体的に取り組み、生徒の力でつくりあげています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
オンリーワン・ハイスクール（アカデミック・ハイスクール R3～

R5 県指定） 
コアスクール（英語教育 H30～R2 県指定） 
WWLコンソーシアム構築支援事業（R1～R3文部科学省） 

自由選択科目「海外研修」「STEM for SDGs」(R２年度入学生～) 
令和３年度高校生国際会議開催 
文理選択を３年次に(H31年度入学生～) 

令和４年度 2022WWL長崎フォーラム 優秀賞（R３海外研修履修者） 

令和４年度 総文祭（日本音楽(筝曲)）（筝曲部） 
令和４年度 全国高等学校社会科学・郷土研究発表大会（郷土研究部） 
令和３年度 全国高校生英語ディベート大会（英語ディベート部） 

令和３年度 高校生が考える EnergyPitch！最優秀賞 
令和３年度 2021WWL長崎フォーラム 優秀賞（R2海外研修履修者） 
令和３年度 WWL・SGH×探究甲子園 2022 出場 

令和３年度 総文祭（日本音楽(筝曲)）（筝曲部） 
令和２年度 WEB総文（日本音楽(筝曲)）（筝曲部） 
平成 30年度 全国総体(陸上競技男子 400mH)  

平成 30年度 国民体育大会(陸上競技男子 400mH)  
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普 通  

 

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 
FAX 0550-76-5513 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/oyama-h/home.nsf 

学校紹介  
 校訓「自尊」 
 教育目標「いかなる時代にもたくましく生き抜ける人間の育成」 
小山高校では、学校行事や生徒会活動などの特別活動がバラエティに富み、学校生活を豊かなものにします。教員の平均年齢が若く、教

員と生徒との距離が近いため、学校生活や部活動に活気があります。また、一人ひとりを大切にした指導が実現できています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
「一部活動一交流」 
すべての部活動が地域貢献を行っています。特にダンス部・吹奏楽
部は地域の各種行事に参加して地域を盛り上げています。 

「インターンシップ」 
１年生全員が小山町役場でのインターンシップや職場見学を行
い、地域の現状や行政について学びます。 

「生徒会活動の充実」 
小山町高校生議会における小山町への提言や学校行事の主体的な
運営を行っています。 

令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会男子やり投げ優
勝 
令和３年度全国高校弓道選抜大会出場 

全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2019（HIPHOP 男女混成部門２
位） 
2021第 12回全国高等学校ダンスドリル冬季大会出場 

USANationals2021全国３位 

 

 

 

 

総 合  

 

静岡県立裾野高等学校 

 

〒410-1118 
静岡県裾野市佐野 900-1 

TEL 055-992-1125 
FAX 055-992-1016 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/susono-h/home.nsf  

学校紹介  
本校は明治 36年(1903）年に開校した歴史ある学校です。 
平成 17 年（2005）年、総合学科高校となり、５つの系列（人文国際・自然科学・ビジネス・福祉介護・保育）の 91 科目から選択ができ
ます。また、裾野市唯一の県立高校として、地域と連携した活動に力を入れています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

  
裾野市と連携協定を締結し、地域との連携活動を積極的に推進 
地域人材活用（令和３年度 116件） 

地域関連事業（令和３年度 ７件） 
学校のマスコットキャラクター「ファイゴン」が地域活動に貢献 
保育実習室を設置し週 1回の「親子教室」で保育系列生徒が担当 

外国人生徒選抜実施校（外部支援員配置） 

令和３年度東海高校総合体育大会（陸上競技）出場 
国際ソロプチミストクラブ・ユース・フォーラム 2019出場 

「世界津波の日」高校生サミット 2016・2017・2018出場 

 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立沼津東高等学校 

 

〒410-0011 
静 岡 県 沼 津 市 岡 宮 8 1 2 

TEL 055-921-0341 
FAX 055-921-0345 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazuhigashi-h/home.nsf  

学校紹介  
明治 34年創立、令和３年度に学校創立 120周年を迎えた伝統校です。 
【スクール・ミッション】静岡県東部地区の伝統的拠点校として、自治の精神を重んじて、生徒の主体的な学びを支援し、高い志の実現

と社会の発展のために率先して行動する人の育成を目指します。 

【育てたい資質・能力】①自己肯定力 ②利他・共生力 ③関心・知的好奇心 ④挑戦・行動力 ⑤協働・巻き込む力 ⑥知識・技能 
 ⑦目標設定力 ⑧課題発見・分析力 ⑨思考力 ⑩表現・発信力 ⑪創造力 

文武両道を貫いてのびのびと３年間を過ごし、様々な活動を通して社会で活躍できるリーダーとしての資質を身に付け、個々の進路希望

の実現を目指しています。また、自治の精神に基づいた自治会（生徒会）活動を重視しており、文化祭等の学校行事は、生徒が主体的に
創りあげています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
①医療人材の育成 

 R３～ イノベーション・ハイスクール指定 
 チーム育成：医学部進学セミナー（校内勉強会） 
学力伸長：予備校講師による講演会、特別講義・講習など 

キャリアアップ、体験・交流：医学科講演会、医療体験、 
医師や医学生とのディスカッションなど 

②グローバル人材の育成 ＢＢ(Building Bridges)事業 

ＢＢ英会話教室の開催と、アメリカへの派遣(10人程度) 
エンパワーメントプログラム(５日間の英語漬けプログラム) 

③県トップクラスの理数教育 

電子顕微鏡実習、放射線セミナー 等最先端科学体験プログラム 
R２ 子供の読書活動優秀実践校 文部科学大臣表彰 

R４第 46回全国高等学校総合文化祭 参加 

競技カルタ部、新聞部、文藝部（文芸部門、俳句部門） 
R４ 全国高等学校総合体育大会 出場 
フェンシング部（男子エペ個人・女子エペ個人） 

R３全国高等学校総合体育大会 出場 
ホッケー部、フェンシング部(女子フルーレ個人) 
陸上競技部(男子 3000ｍSC、女子 100ｍ) 

R３第 37回 U20日本陸上競技選手権大会 女子 100m第６位  
R２全国高校陸上競技大会（男子 3000m障害、女子 200m 出場） 
R２web総文 文芸部門（文芸部誌、散文）参加 

第 24回全国高校新聞年間紙面審査賞 優良賞 
科学の甲子園全国大会（H29・30出場、R元出場権獲得 大会中止） 
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普 通  
芸 術  

 

静岡県立沼津西高等学校 

 

〒410-0867 
静岡県沼津市本字千本 1910-9 

TEL 055-962-0345 
FAX 055-963-5607 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazunishi-h/home.nsf  

学校紹介  
創立 120 年の歴史と伝統があり、普通科・芸術科を併置している特色ある学校です。中でも、芸術科は県内唯一「音楽・美術・書道」の
３専攻が揃っています。両学科ともに、主体的な学びを通して論理的思考力・コミュニケーション力・表現力等を身につける授業を展開
しています。また、特別活動や部活動等を通して、心身ともに健康で人間性・社会性が豊かな生徒を育成し、地域の特色や課題を考え解

決する活動にも挑戦しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
県教委の「オンリーワン・ハイスクール事業」のイノベーション・
ハイスクールⅡ類の指定を受け、主体的な探究活動を推進。 
沼津活性化プロジェクト（沼津市役所と連携して活性化案を提案） 

海外（台湾）とのオンラインによる語学研修 
潮音祭、合唱コンクールなど生徒主体の特色ある学校行事 
近隣小中学校との交流活動（読み聞かせボランティア、書写指導

等） 
地域企業 JAふじ伊豆との協力企画（商品パッケージ等のデザイン） 

令和４年度インターハイ出場（フェンシング） 
令和４年度全国大会出場（ビーチバレー） 
令和３年度インターハイ出場（フェンシング） 

令和元年度インターハイ出場（陸上競技男子走幅跳・フェンシング） 
国民体育大会（茨城国体）出場 （陸上競技少年男子 A走幅跳 2位） 
全国高等学校総合文化祭書道部門 19年連続出場 

全国高等学校総合文化祭美術工芸部門 15年連続出場 
平成 30年度全国高等学校総合文化祭日本音楽(筝曲)部門 文化庁長官
賞 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立沼津城北高等学校 

 

〒410-0012 
静岡県沼津市岡一色 8 7 5 

TEL 055-921-0344 
FAX 921-4890 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazujohoku-h/home.nsf  

学校紹介  
①アクティブラーニング型授業の推進 
②活力ある部活動 
  部活動と学習の両立 

③落ち着いた学習環境 
  真面目で、おだやかな雰囲気 
  徹底したコロナ対策 

④多様な進路を実現 
  大学・短大・専門学校・看護医療等 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
「オンリーワン・ハイスクール事業」のイノベーション・ハイスク

ールⅡ類の指定を受け、主体的な探究活動を推進 R３～R５ 
AL型授業による授業改善 
生徒会、整美委員会および有志の部活による学校周辺清掃活動 

沼津西高校と合併し、新構想高校へ改編の予定 

H30全国総体出場（レスリング），国体出場（弓道） 

H31/R1全国総体出場（レスリング），国体出場（弓道） 
R2 
R3東海総体優勝・全国総体出場（レスリング），東海総体ベスト８（弓

道） 
R4東海総体優勝・全国総体出場、U17世界選手権出場（レスリング） 

 

 

 

 

機 械 電 気 
電子ﾛﾎﾞｯﾄ 建 築 
都市環境工学  

 

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 055-931-0343 
FAX 055-934-3016 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazu-th/home.nsf 

学校紹介  
本校の最大の特徴は「就職に強い」ことです。さらに国公立大学への進学も可能であるなど、進学もできる県東部地区工業教育の拠点校
です。 

校訓「不撓」の精神のもと、「21世紀を生きる有徳のエンジニアの育成」を目指し、自立･共存･社会参画といった資質･能力を伸張するこ
とで、他人のために汗を流せる人へと成長していきます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
県東部地区工業教育の拠点校、一括くくり募集 

就職に強く、国公立大学へ毎年複数合格実績も出している充実し
た進路 
将来のスペシャリストを目指したものづくり教育への取組 

技能検定や高度な資格取得へのチャレンジ 
パテントコンテスト（特許庁主催）優秀賞受賞等「考える教育」を
推進 

令和４年度全国高校総体（ボート競技）シングルスカル出場 

令和４年度全国高校総体（陸上競技）5000m競歩出場 
2022WROロボット競技大会（エキスパート部門）全国大会出場 
令和３年度全国高校選抜大会（ボート競技）シングルスカル第５位 

令和２年度第 34回中部高等学校選抜競漕大会シングルスカル第４位 
令和元年度ロボットアイデア甲子園 2019全国大会奨励賞受賞 
平成 30年度第６回宇宙エレベータロボット競技会全国大会出場 
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総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ  
情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ  

 

静岡県立沼津商業高等学校 

 

〒411-0917 
静岡県駿東郡清水町徳倉 1205 

TEL 055-931-7080 
FAX 055-934-3360 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazu-ch/home.nsf 

学校紹介  

本校は創立明治 32年、120年を超える県内で最も歴史と伝統のある商業の専門高校です。 

県東部の商業教育の拠点校として、地域を担う産業人の育成に力を入れ、多くの有能な人材を輩出しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域の企業等と連携し、商品開発、販売実習、マスコットキャラク
ターのデザインなど、商業科ならではの教育を実践しています。特

にサントムーン柿田川で開催した販売実習「沼商屋（ヌマショッ
プ）」は令和４年度で 22年目を数え、地域の 15の企業とコラボし
て工夫を凝らした商品の販売をしています。 

令和４年度全国高等学校情報処理競技大会個人出場 

令和３年度全国高等学校選抜ホッケー大会ベスト 16 

令和３年度国民体育大会（弓道）個人出場 

令和３年度全国高等学校簿記競技大会個人第５位 

令和３年度全国高等学校情報処理競技大会個人出場 

シンギュラリティバトルクエスト 2020 全国大会団体２位（情報処理

部） 

令和２年度日本管楽コンテスト全国大会優秀賞 

令和２年度日本学校合奏コンクール全国大会銀賞 

令和元年度全国高等学校情報処理競技大会団体２位個人優勝 

令和元年度全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会 ＩＴ部門団体出場 

 

 

 

 

普 通  
国 際  

 

静岡県立吉原高等学校 

 

〒417-8545 
静 岡 県 富 士 市 今 泉 2160 

TEL 0545-52-1440 
FAX 0545-52-8082 

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

学校紹介  

富士市内で最も早く明治 42年(1909 年)に開校し、今年度 114年目を迎えた伝統校です。校訓「正しく、強く、明るく」を基本に、「未来
を切り拓く力を身につける」を教育目標にしています。平成元年度に国際科を設置し、グローカル人材を育成するための海外異文化体験、
語学セミナー、海外の高校との交流等のプログラムが充実しています。また、普通科に国公立大学や難関私立大学等を目指すための特進

クラスを設置しています。部活動も盛んで、毎日活気のある学校生活が送れます。卒業後の進路実現に向けて、生徒一人ひとりの進路希
望に応じたサポート体制が充実しているため、総合型選抜入試・学校推薦型選抜入試から一般入試までのあらゆる入試制度を活用し、そ
れぞれが希望する大学や専門学校に進学しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

【進路指導】小論文、面接、口頭試問の個別指導 

【国際科】国際交流、語学習得（GTEC、英検）留学生受入れ、国際
協力、地域貢献ボランティア、１年間の交換留学制度 

【ボランティア活動】単位として認定 

【指定校事業等】「オンリーワン・ハイスクール（グローカル・ハイ
スクール）」（令和３～５年度）、「プロフェッショナルへの道（未
来へのスペシャリスト育成）」（令和３・４年度）、「県立高等学校

広報支援」（令和４年度） 

令和４年度高校生パラメンタリーディベート全国大会入賞 

令和４年度グローバルユース国連大使任命 ２年連続任命者選抜 
令和３年度グローバルユース国連大使任命 
令和元年度全国総体(剣道女子個人) 

平成 30年度全国高総文祭（日本音楽(筝曲)、新聞審査入賞校） 
平成 30年度全国選抜(剣道女子団体ベスト８、なぎなた男子個人) 
平成 29年度全国選抜(なぎなた男子個人) 

 

 

 

普 通 

 

沼津市立沼津高等学校 
 

〒410-0031 

静岡県沼津市三枚橋字鐘突免 673 

電話：055-921-0805  
FAX：055-921-7313 http://www.numazu-szo.ed.jp/itinuma-h 

学校紹介  

沼 津 市 立 沼 津 高 等 学 校 は 、戦 後 の 混 乱 期 に あ っ て 「 日本 を 、 そ し て 沼 津 を 立 て 直す に は 教 育 を お い て ほ か にな

い 。」と いう当 時の沼 津市長 の理念 と市民 の熱意 のもと、開校さ れまし た。以来、困 難 に立 ち向か う勇気 と行 動

力 を持ち 、挑戦 心に豊 む個性 的な人 づくり を目指 す象徴 的な言 葉とし て、「求道」 を校訓 として います 。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

東部の公立高校では唯一の中高一貫校 

小集団クラス編成と習熟度別授業編成 

目的別進路コースの設定 

１部活動１ボランティアの推進 

１人１台端末導入、ICT機器を用いた AL型授業の実践 

沼津市姉妹都市カラマズー市へのホームステイ研修の 

実施 

令和４年度全国高等学校総合体育大会 

柔道部女子個人出場 

令和４年度全国高等学校総合文化祭  

バトン部出場、書道部門出場(書道部は 12年連続) 

令和４年度東海高校総合体育大会 

女子バスケットボール部出場 

令和３年度全国高等学校新体操選抜大会出場 

令和３年度全国高等学校総合文化祭  

美術・工芸部門、書道部門出場 

令和３年度東海高校総合体育大会  

陸上部 110ｍH、弓道部男女団体、女子バスケットボール部出場 
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機械工学  ロボット工学 
電気情報工学 理数化学  

 

静岡県立吉原工業高等学校 

 

〒417-0847 
静 岡 県 富 士 市 比 奈 2300 

TEL 0545-34-1045 
FAX 0545-38-3018 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/yoshiwara-th/home.nsf  

学校紹介  

本校は、昭和 13年（1938年）に開校した、富士・富士宮地区唯一の工業高校です。われらが信条「努力－求めて学び、耐えて鍛えよ－」
の精神のもと、「ものづくり教育をとおした人づくり教育」を掲げ、信頼される実践的なスペシャリストの育成に取り組んでいます。 
就職希望者の就職内定率は毎年 100％！求人倍率はここ数年７倍以上です。工業系大学への進学も充実しています。令和５年度に学科改

善を行い、Society5.0に対応したカリキュラムを推進します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
くくり募集により、２年次から自分に適した学科を選択 
充実した実習設備で最先端技術を体験・習得 

工業に関する技能検定・電気工事士・危険物取扱者等の国家資格の
取得に挑戦 
インターンシップ（２年次２日間）実施 

産学官連携・高大連携を主としたイベントに参加（ものづくりの啓
発活動） 

【メカトロ研究部・電子機械科】ジャパンマイコンカーラリー・全国
大会出場 

【自動車部】Hondaエコマイレッジチャレンジ・全国大会で毎年完走 
【剣道部】全日本都道府県対抗剣道優勝大会・静岡県代表で出場 
【レスリング部】全国高校総体出場、全国高校選抜レスリング大会出

場、JOC 全日本ジュニアオリンピックカップ選手権大会出場、全国
高校生グレコローマン大会出場 

 

 

 

 

 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立富士高等学校 

 

〒416-0903 
静岡県富士市松本 17 番地 

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

学校紹介  

進学校としての伝統を守り続け、令和４年度に創立百周年を迎えた学校で、普通科と理数科が設置されています。教育目標である「社会

の発展に寄与するために、主体的に学び続ける人」の育成を目指し、様々な教育活動に取り組んでいます。学習活動では、中身が濃く質
の高い授業、探究的態度を育む授業を進めています。生徒たちもお互いに切磋琢磨し進路目標に向け学業に励み、進学校しての実績を残
すことができています。また、文武両道を重視し、部活動や生徒会活動等に生徒は熱心に取り組み、優れた活動実績を残しています。生

徒の進路実現に向けた補講や個別指導などの取組も充実し、教職員が一丸となり情熱を持った指導を行っています。 
特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

・   ★SDGsを柱とした探究活動「心見考」（こみこ）を全校で推進。社
会の発展にどう関われるかを考え、将来の生き方につなげる。 

【みらい講座】各分野に精通した大学、企業、行政から講師を招く。
未来展望を学び、自身の将来を考える機会とする。 

【企業訪問】１年生全員が本校 OB、OGの在籍する企業を訪問する。 

【医学科セミナー】本校の卒業生の医師が、やりがいや苦労、求め
られる資質などを、本校生の医学部を希望者する生徒に語る。 

【東大見学会】東大を訪問し大学教授(本校 OG)の講義を受け、OB・

OGから研究室等の案内や大学生活について説明を受ける。 
★主体的で活発な生徒会活動(日本生徒会大賞 2022 で最高賞の大
賞を受賞) 

令和４年度 全国高校総体（山岳女子、陸上競技） 
      全国高校総合文化祭 

（書道、新聞、美術、囲碁、将棋、百人一首） 
      全国高校選手権大会 百人一首 ベスト 16 
令和３年度 全国高校総体 山岳男子 優勝 

全国高校総合文化祭（書道、写真、新聞、百人一首） 
令和２年度 全国高校総合文化祭（書道、写真、新聞、百人一首） 
令和元年度 全国高校総体 山岳女子 優勝、山岳男子９位 

全国高校総体（陸上競技、女子ハンドボール、男女登山） 
全国高校総合文化祭（新聞、百人一首） 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立富士東高等学校 

 

〒417-8571 
静 岡 県 富 士 市 今 泉 2921 
TEL 0545-21-4371 
FAX 0545-21-1493 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujihigashi-h/home.nsf  

学校紹介  

校訓「己ヲ磨キ他ニ尽クサン」の下、大学との連携・協働による探究学習の充実を図るカリキュラム研究を核とした、地域から信頼され

る文武両道の富士地区普通科高校として、社会的な課題に関心を持ち自律的な キャリアデザインを描きながら自ら進んで学ぶ力を育む
教育を通して、地域社会の発展を担い、リーダーとして活躍する人材の育成を目指します。 

 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・   オンリーワン・ハイスクール（アカデミック・ハイスクール R３～

R５） 
SDGsにつながる諸課題解決に向けた探究学習の充実 

探究学習における静岡県立大学との連携・協働（グループ探究への
専門指導や学生アドバイザーによる支援等） 
「自ら学ぶ」主体性を育む自習機能（「しののめ plus」「東雲学習

コーナー」）の充実 
活発な自治会活動 

令和元年度全国高等学校新聞新聞審査入賞校（総文祭）17年連続入賞 
令和２年度 WEB総文（新聞優良賞） 
令和２年度・令和３年度マーチングバンド・バトントワリング全国大

会出場 
令和４年度全国高等学校新聞年間紙面審査賞（総文祭） 
令和４年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技（男子 800ｍ・男子４

×400mリレー・女子４×400mリレー）出場 
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普 通  
福 祉  

 

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 0544-26-4177 
FAX 0544-26-0007 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujinomiyahigashi-h/home.nsf 

学校紹介  

創立から 116年を迎える本校は、「健やかなからだ、豊かな心、たゆまぬ努力」の校訓のもと、優しさと厳しさを兼ね備え、時代や地域が

求める人材を育てます。女子生徒の制服にスラックスを導入するなど、多様性に配慮した教育活動を行っています。また、25,000人以上
の卒業生を輩出している地元で愛されている学校です。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
福祉科設置。介護福祉士国家試験全員合格（令和元年度から３年連

続） 
普通科に芸術コースを設置。美術を本格的に学ぶとともに、ボラン
ティア活動にも積極的に参加。令和３年２月台湾で実施の震災復

興支援イベント「起き上がりこぼし展」に作品提供。また、令和４
年度は富士宮市制 80周年記念キッズゲルニカを制作し、世界平和
を訴えた。 

地域の安全に目を向けた取組（生活委員会） 
1部活動 1ボランティア実施 
 

全国高等学校総合文化祭 美術・工芸部門出場（令和元年度２人、令和

３年度 1人） 
全国高等学校総合文化祭 器楽・管弦楽部門オーケストラ部 他校と合
同出場（令和元年度） 

日学黒板アート甲子園 最優秀賞（平成 29 年度）、優秀賞（平成 30・
令和元年度）、日学特別賞（令和２年度）、エリア賞受賞（令和３年度） 
全国高校総合体育大会弓道競技個人戦出場 ７位入賞（令和３年度） 

野球部オンライン甲子園準優勝（令和３年度） 

普 通  
 

静岡県立富士宮西高等学校 

 

〒418-0051 
静岡県富士宮市淀師 1550 

TEL 0544-23-1124 
FAX 0544-23-8024 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujinomiyanishi-h/home.nsf 

学校紹介  

富士宮市唯一の進学に特化した学校として堅実な成果を上げてきた富士宮西高校は、創立 42周年を迎えます。 
令和になり、校訓「志尚：知を求め 他を思いやり 躍進せよ」を時代に合わせて再構築し、本校で育みたい力として「自ら課題を発見

し答えのない問いに立ち向かう力」「多様な価値観を認め協働的に取り組む態度」「自分の人生や周囲の世界が良い方向に進むように積極
的に社会に参画し、影響を与える人間性」を掲げ、将来地域を担うリーダーとなる生徒を育てる様々な取組を行っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
本校の「育みたい力」に向けた特色ある活動の一部を紹介します。 

特進クラスの編成：１年次より特進クラスを編成し、放課後や長期
休業中の補講参加を必修とするなどの手立てにより、国公立大学
への進学意識を醸成し、より高い学力を育成しています。 

個別の指導体制：生徒一人ひとりの進路や学力に合わせ、全教員が
丁寧な個別指導に取り組んでいます。 
探究活動の充実とプレゼンテーション能力の育成：静岡県のオン

リーワンハイスクール事業指定校として、地域の課題解決に向け
た主体的な探究活動を充実させている他、毎日の朝読書とビブリ
オバトルの全校実施などによりプレゼンテーション能力を伸ばし

ています。 
活発な部活動：令和４年度は３つの運動部と３つの文化部が、全国
大会に出場しています。 

令和４年度全国総体（陸上男子100m、ソフトテニス男子個人２ペア、

弓道女子個人１人出場）、令和４年度全国高校生囲碁選手権大会（男子
団体、女子団体 女子個人出場）、令和４年度全国高等学校ギター・マ
ンドリン音楽コンクール（ギター部出場）、令和４年度全国高等学校総

合文化祭（新聞部門・囲碁部門出場） 
令和３年度全国総体（弓道男子団体６位入賞、ソフトテニス男子個人
２人出場、ワンダーフォーゲル女子出場）、令和３年度全国高校生囲碁

選手権大会（男子団体、女子団体 出場）、令和３年度全国高等学校ギ
ター・マンドリン音楽コンクール（ギター部出場 優秀賞受賞） 
令和２年度WEB総文（器楽・管弦楽(ギター)） 

令和元年度全国総体(陸上競技女子100m)、令和元年度全国高校生囲碁
選手権大会（男子個人 出場）、令和元年度マイナビ第６回全国高等学
校ビブリオバトル決勝大会（出場） 

 

 

普 通  
商 業  

 

静岡県立富士宮北高等学校 

 

〒418-0053 
静岡県富士宮市宮北町 230 
TEL 0544-27-2533 
FAX 0544-23-8021 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujinomiyakita-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は昭和 12年、「岳南に人材を育てる」という理念のもと、望月軍四郎氏によって創立されました。85年の伝統を受け継ぐ在校生は「覇
気・信念・明朗」の校訓のもと、東京ドーム 2.5 個分にあたる県内随一の広大なキャンパスの中で、文武両道の精神で勉学と部活動に励

み、心身ともに健康で充実した学校生活を送っています。普通科・商業科のどちらでも、進学・就職の双方に対応でき、多様な進路の選
択が可能であることが大きな特徴です。 

 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
オンリーワン・ハイスクール事業（R３～R５年度）により、世界文

化遺産・富士山の恵みを活かし、地域と世界で活躍するグローカル
人材を育成。 
生徒会を中心とした、富士宮市役所と連携しての地域課題解決へ

の取組。 
「地元に貢献できる人材育成」という創立当時の理念を受け継ぎ、
多くの卒業生が地元で活躍。 

隣接する富士特別支援学校富士宮分校との共生共育の実施。 
「プロフェッショナルへの道」によるプログラミング教育、「商品開発」な

ど商業科の生徒による実践的な活動。 
 

令和元年度全国総体出場(陸上競技男子 110mH、ソフトテニス男子個

人) 
令和元年度全国選抜(相撲個人２階級)：大会中止 
令和２年度全国選抜(相撲個人２階級)：大会中止 

令和３年度全国総体出場（ソフトテニス男子団体・個人、相撲個人 100
キロ未満級、陸上競技男子円盤投げ） 
令和３年度全国高校ワープロ競技大会出場（個人） 

令和４年度全国総体出場（ソフトテニス男子個人、相撲個人２階級） 
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総 合  
 

静岡県立富岳館高等学校 

 

〒418-0073 
静岡県富士宮市弓沢町 732 

TEL 0544-27-3205 
FAX 0544-26-8849 h t t p : / / w w w . f u g a k u k a n - h . s a k u r a . n e . j p / 

学校紹介  

明治 33(1900)年、富士農林学校として設立され、富士農学校、大宮農学校、富士宮農学校、昭和 23 年に静岡県立富士宮農業高等学校と
改称、長く農業専門高校として地域の発展に寄与してきました。社会の変化と時代の要請に応じて、平成 14(2002)年、富岳館高等学校と

校名を改称し、静岡県内公立高校で 2番目の総合学科高校として新しいスタートを切りました。 
生徒一人ひとりの個性が輝き、確かな学力と応用力、実践力を養い、地域社会に貢献できる人材の育成に努めます。キャリア教育と探求
学習を推進し、それぞれの夢の実現を目指します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地域の方々とのふれあいを大切にする取り組み 
地域の方々をお招きし、交流をする「地域寄り合い処」(毎月１回

実施) 
生徒が大切に育てた野菜や花等の移動販売 
販売実習を兼ねて実施する「岳市楽座」(毎月１回実施) 

学校で飼育している動物と子どもたちとのふれあいの為の「ふれ
あい動物園」 

令和２年度 日本郵便(株)第 53回手紙作文コンクール文部科学大臣賞 
令和元年度 全日本高校対抗ボウリング選手権大会 優勝 

平成 30年度 高校生ボランティア・アワード全国大会 優秀賞 
楽天「IT NEXT 2018」大賞 
平成 30年度 第 69回日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会 

優秀賞 
平成 29年度 第 68回日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会 
優秀賞 

平成 29年度 国立遺伝学研究所国際シンポジウム ポスター発表 優秀
賞 
全国高校生マイプロジェクトアワード 2016 文部科学大臣賞 

 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

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 054-366-7030 
FAX 054-366-7685 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimizuhigashi-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は、文武両道をめざす生徒を応援する地域の伝統校として、2023年に創立 100周年を迎えます。知識とともに思考力を磨く高度な授

業や、高い目標を掲げて自主的に取り組む生徒会活動や部活動が特色です。３年前に教室棟が改修され、木の温もりが感じられる明るい
校舎になり、令和５年３月には新特別教室棟も完成します。充実した授業と志の高い仲間とともに切磋琢磨できる環境が整っている本校
で、充実した高校生活を送りませんか。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
文科省指定スーパーサイエンスハイスクール指定校（H16～） 
オンリーワン・ハイスクール指定校（イノベーション・ハイスクー
ル R３～R５） 

「中学生対象の理科不思議実験講座」を企画、実施しています。 
2年次に研究旅行（普通科：台湾、理数科：アメリカ 予定） 
１，２年生希望者対象のエンパワーメントプログラム（海外留学生

との交流） 
「プロフェッショナルと語る会」 学術・企業などの最前線で活躍
している卒業生の講義を聴くことができます。 

弓道部  全国高校弓道選抜大会出場（H29,H30） 
自然科学部  全国高総文祭出場（化学班 R１～R３  物理班 H29,R１） 
       日本生物オリンピック本選出場(生物班 R1) 

新聞部  全国高総文祭出場（R１～R３） 
パソコン部  パソコン甲子園出場（R１） 

 情報オリンピック本選 敢闘賞・優秀賞（R１,R２） 

数学部  日本数学オリンピック本選出場 
写真部、音楽部 全国高総文祭出場（R１） 美術部 全国高総文祭出場
（H30） 放送部 NHK杯全国放送コンテスト出場（R３） 

 

 

総合 
ビジネス探究 
スポーツ探究   

富 士 市 立 高 等 学 校 

 

〒417-0847 
静岡県富士市比奈 1654番地 
TEL 0545-34-1024 
FAX 0545-38-3223 https://fuji-ichiritsu.jp 

学校紹介  
こ れから の社会 は、グ ローバ ル化や ＡＩ社 会の到 来など「予測 不可能 な時代 」を迎 えると 言われ ていま す。そ
こ では、課題解 決力や 協働す る力、主体性 やコミ ュニケ ーショ ン力と いった「新し い学力 」が求 められ ていま
す 。本校 では、 探究学 習やキ ャリア 教育を 通して 、「新 しい時 代を生 き抜く 力」の 育成を 目指し ていま す。  
探 究学習 の先進 的な取 組や、 3 つの 専門学 科での 学び、 充実し た海外 研修な どホー ムペー ジ上で 紹介し ていま
す 。是非 御覧く ださい 。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・総合探究科（普通系専門学科） 
 －未知の世界の扉を開く－ 
総合探究科独自の専門科目のほかに、理数科や英語科の専門科

目も学習します。 
２年次からは探究科目（人文・社会探究、数理・自然）で、身に

付けた知識や技能を活用して実践的・探究的に学習します。 
 
・ビジネス探究科（商業系専門学科） 
 －社会の動きをつかむ感性を磨く－ 
簿記・情報処理・マーケティング・商品開発の商業科の専門科目

を学習します。 
専門的な知識や技能を身に付けるだけでなく、ビジネスの現場

で活躍する方から、実践的に学ぶ機会も設定されています。 
 

・スポーツ探究科（体育系専門学科） 
 －スポーツを科学する スポーツで科学する－ 
スポーツ概論、スポーツⅠなどの体育科の専門科目を学習します。 
スポーツ全般を理論と技能の両面から深く学び、スポーツ総合

演習などの科目では、学んだことを実践する機会を設けています。 

R4 陸上部（女子 100ｍ、200ｍ）水泳部(飛込):全国高校総体 
   ゴルフ部 全国高等学校選手権大会 
     チアリーダー部：ダンスドリル選手権  

   サッカー部：プリンスリーグ東海 
R3  水泳部(飛込)：全国高校総体 10位 

ゴルフ部：全国高等学校選手権大会 15位 

チアリーダー部：USA Regionals6 位、ダンスドリル選手権６
位  

サッカー部：プリンスリーグ東海、国民体育大会（個人） 

R2  ゴルフ部：全国高等学校選手権大会 11位 
チアリーダー部：USA Regionals 
サッカー部：プリンスリーグ東海 

R1  チアリーダー部：USA Regionals、ダンスドリル選手権 
   陸上部：(男子 400mH)国民体育大会 

(男子 400m、女子 800m) U20日本選手権大会 

(男子 400m、400mH、1600mR、女子 400m) 全国高校総体 
サッカー部：プリンスリーグ東海、国民体育大会（個人） 
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普 通 
商 業  

静岡市立清水桜が丘高等学校 

 

〒424-8752 
静岡県静岡市清水区桜が丘町 7-15 

TEL054-353-5388 
FAX054-354-1466 https://www.s-city.ed.jp/ 

学校紹介  

平成 25 年に静岡市立清水商業高等学校と静岡県立庵原高等学校が統合し、今年で 10 年目になる。「自己の実現に向かって挑戦し、未

来を切り拓くたくましい若者を育てる」を学校目標とし、豊かな人間性を礎に「課題解決力」の育成を目指す。 

普通科商業科併設校の利点を生かし、国公立大学への進学から地元を中心とした就職まで多様な進路に対応している。令和 4年度 1年

生から ipadを導入し、ICTを活用した生徒主体の活動を支援している。国際交流、地域連携、複数の部活動の全国大会出場など、様々

な体験により資質を磨いている。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
○普通科運用４クラス（30人学級）少人数指導、特進クラスの設

置 

○台湾修学旅行、オーストラリア語学研修（現在中止） 

○地域を学習の場とした取り組み 

・総合的探究の時間 礎「地元企業と連携した探究活動」 

 ・清水エスパルス×清水桜が丘コラボデー 

・しみず岡フェス 

（岡生涯学習交流館・清水中央ロータリー共催）など 

・インターハイ出場（男子ハンドボール・サッカー・男子バレーボ

ール・陸上競技） 

・全国選抜大会出場(男子ハンドボール部) 

・全日本バレーボール高等学校選手権大会（男子バレーボール） 

・東海大会出場（女子ハンドボール・卓球・水泳） 

・全国総合文化祭出場（報道・吹奏楽・囲碁将棋・美術） 

・全国高等学校ワープロ競技大会出場（ワープロ） 

・全国高等学校簿記コンクール出場(簿記) 

普 通  
芸 術  

 

静岡県立清水南高等学校 

 

〒424-8622 
静岡県静岡市清水区折戸 3-2-1  

TEL 054-334-0431 
FAX 054-335-9763 h t t p : / / w w w . s h i m i z u m i n a m i . e d . j p / 

学校紹介  

58 年の 歴史を 持つ清 水南高 校は 、「富 士の如 く端正に 橘の如 く香り 高く」 を校訓 とし、 平成 15 年 に中等部
が 設置さ れた公 立中高 一貫校 です。高 校に は「普通 科」と「芸術 科」があ り、すべ ての中 学校か ら生徒 を募
集 し てい ます。「普 通 科」で は 特進 クラ スの 設 置や 習熟 度 別の 授業 、Ｉ Ｃ Ｔを 積極 的 に取 り入 れた 授 業を 展

開 し、「 高い知 性」と「豊か な感性・表現力」を 身に付 け、「 国際社 会に貢 献でき る人材」の育成 を目指 して
い ま す。「 芸術 科」 で は音楽 ・ 美術 それ ぞれ の 分野 のス ペ シャ リス トを 目 指し 、専 門 的な 教育 を行 っ てい ま
す 。校 内では 、音楽 専攻生の 歌声や 演奏が 流れ 、美術専 攻生の 作品を 目にし 、芸術 を身近 に感じ ること がで

き ます。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

（普通科・芸術科共通） 
 ・海外研修旅行・朝学習・朝読書・芸術鑑賞教室 
 ・パブリック・スピーキングコンテスト・南陵美化活動 

 ・中高学習交流会・土曜補講（普通科のみ） 
（芸術科） 
・東京藝大訪問・新国立劇場研修  

 ・校内演奏会・サマーコンサート・卒業演奏会 
・芸術科美術展・実技講習会・アートセミナー など 

 

美術部   全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門出品 
（平成 30年度～令和４年度 11年連続） 

文芸部   全国高等学校総合文化祭文芸部門・部誌部門（平成 30

年度、令和４年度）  
管弦楽部  全国高等学校総合文化祭器楽・管弦楽部門出場 
      （平成 31年度、令和４年度） 

棋道部   全国高等学校将棋選手権大会 個人（平成 30年度） 
      女子団体第２位（平成 31年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普 通 

 

静岡県立清水西高等学校  

 

〒424-8637 
静岡県静岡市清水区青葉町 5-1 
TEL 054-352-2225 
FAX 054-354-5604 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimizunishi-h/home.nsf  

学校紹介  

清水西高校は、令和 3年度に創立 110(創立 111 年目)周年を迎えた伝統ある学校です。「清く けだかく 美しく」の校訓のもと文武芸三道
鼎立をめざし、生徒は明るく落ち着いており、年間を通して主体的なボランティア活動が行われています。また、1 年次から特進クラス

を設置し、2 年次からは文系・理系のほか、特色である看護医療進学コースを設置しています。国公立大学から専門学校・就職(J リーガ
ー含む)まで実に多様ですが、生徒一人ひとりの多様な幸せ(Well-being)と課題への挑戦を実現する生徒の育成を目指しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
NIE実践校（H30～R2）、薬物講座啓発発信校（R2） 
積極的なボランティア活動(教育効果と実績で単位認定) 

毎週金曜日には、ボランティアで学校の周囲を清掃しています。 
看護・医療講座(看護医療進学コース)、合唱部コンサート 
県総文祭ポスターコンクール最優秀賞（R2 記録集の表紙に採用） 

令和３年度から県教育委員会が実施する「オンリーワン・ハイスク
ール」事業のグローカル・ハイスクール(Ⅰ類)に指定され、グロー
バルな視点で地域を学び、地域貢献№1 をめざした教育活動を展開

しています。 

国際高校選抜書展（平成 30 秀作賞・平成 28～令和元年度入賞入選）  
令和元年度 総文祭（器楽・管弦楽(管弦楽合同ｵｰｹｽﾄﾗ(5校)) 

令和元年度 インラインスケート世界大会 出場 
令和２年度環境大臣杯全国高等学校 R-style DANCE CUP出場 
令和４年度 総文祭（器楽・管弦楽(管弦楽合同ｵｰｹｽﾄﾗ(5校)) 
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普 通  

 

静岡県立静岡高等学校 

 

〒420-8608 
静岡県静岡市葵区長谷町 66 番地 

TEL 054-245-0567 
FAX 054-248-1499 h t t p s : / / w w w . s h i z u o k a - h . e d . j p  

学校紹介  

校訓「卬高（高きを仰ぐ）」のもと、140年を越す歴史を持つ伝統校として、勉学に励み、豊かな感性を備え、何事にも主体的に行動する
生徒の育成、将来社会の様々な分野で活躍するリーダーの育成を目指しています。 
生徒の自治を重んずる自由な校風で、部活動や行事も活発です。中でも６月の「卬高祭」は静高最大のイベントで、自治会（生徒会）を

中心に学校全体で盛り上がります。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
オンリーワン・ハイスクール（イノベーション・ハイスクールⅡ類
指定 R３～R５） 

エンパワーメントプログラム 
年間 17回の土曜授業（うち、７回は中学生へ公開） 
昭和 23年から続く伝統行事「卬高祭」の『仮装』（クラス対抗の無

言劇） 
各分野で活躍する卒業生による教育講演会・進路講演会 

第 103回全国高等学校野球選手権大会出場（令和３年） 
全国高等学校総合体育大会登山競技出場（令和４年度） 

全国高等学校総合体育大会ヨット競技出場（令和４年度） 
全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクール出場【マンドリン】 
（令和４年度） 

第 46回全国高等学校総合文化祭将棋部門出場（令和４年） 
第 46回全国高等学校総合文化祭美術工芸部門出展（令和４年） 
第 46回全国高等学校総合文化祭器楽管弦楽部門出場 

【クラシックギター・弦楽合奏】（令和４年） 
第 69回 NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄアナウンス部門出場（令和４年） 
 

普 通  
グローバル  

 

静岡県立静岡城北高等学校 

 

〒420-0881 
静岡県静岡市葵区北安東 2-3-1 

TEL 054-245-5466 
FAX 054-245-2788 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shizuokajohoku-h/home.nsf  

学校紹介  

静岡市中心部に位置する、創立 119 年の伝統校です。生徒が「つながる力」、「見つける力」、「行動する力」、「考える力」、「英語力」を身
に付けられるよう、丁寧な指導を実践しています。「城北スマイルプロジェクト」では、地域課題の解決方法を考え、多くの人に笑顔を届
ける活動をします。グローバル科では、英語力を駆使して地域に貢献できる人材の育成を目指します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
コアスクール（学力向上 H30～R２） 
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）導入モデル校 

静岡県唯一のグローバル科の設置 
静岡市役所や NPO団体等と連携し、地域の問題解決学習を実施 
グローバルハイスクール研究指定校（R３～４） 

オンラインでの海外の高校生（モーリシャス、台湾、モンゴルなど）
との積極的な交流活動 

ギター部 全国コンクール優秀賞(R４) 全国大会に 12年連続出場中 
演劇部 関東大会出場・優良賞受賞(R３) 

ホームメイキング部 牛乳料理コンクール関東大会２位 
陸上部 U20日本選手権出場(H30)  
弓道部 新人戦東海大会（個人戦）出場(R３)  

体操部 国民体育大会優勝(H30)・東海大会出場（R３・R４） 
女子ハンドボール部 東海大会出場(H30・R４) 
全国高等学校英語スピーチコンテスト東海北陸ブロック大会出場 

普 通  

 

静岡県立静岡東高等学校  

 

〒420-0923 
静岡県静岡市葵区川合 3-24-1 

TEL 054-261-6636 
FAX 054-263-5970 h t t p : / / w w w . s h i z u o k a - e a s t . j p /  

学校紹介  

ひたむきに学び、体験し、おおらかに成長する。静岡東高校は勉学、部活やイベント、様々な活動を通して一人ひとりにとっての『楽し

い』を大切に育てていく場所。自分らしく目標を目指せる環境がここにはあります。東高で自分自身の可能性を発見し、しなやかに、た
くましく未来を切り拓こう！ 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
令和３～５年オンリーワン・ハイスクール事業指定校（アカデミッ
ク・ハイスクール） 
校外学修活動専門教養講座（静岡大学等での講義を受講し、一定の

水準に達すれば高校で単位を認定） 
静岡大学における理系高大連携授業（静岡東高等学校生徒のため
の実験講座） 

静岡県立大学と SDGsに関する連携協力の覚書を締結 
県立高等学校における土曜授業実施に係る指定校事業 

陸上競技部  全国高等学校総合体育大会女子走高跳出場（令和３年） 
棋道部  全国高等学校総合文化祭将棋部門女子団体５位（令和３年） 
百人一首部  全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門静岡

県代表チーム ベスト 16（令和３年）、準優勝（令和４年） 
百人一首部 小倉百人一首かるた全国高等学校選手権大会団体戦出
場（令和４年）  

マンドリン部 全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクール優秀
賞（令和３年）、優秀賞・特別賞（泉佐野市長賞）（令和４年） 
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生物生産 生産流通 
環境科学 食品科学 
生活科学  

 

静岡県立静岡農業高等学校 

 

〒420-0812 
静岡県静岡市葵区古庄 3-1-1  

TEL 054-261-0111 
FAX 054-264-2226 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shizuoka-ah/home.nsf  

学校紹介  

静岡農業高校では、生命との出会いを通して、生命の素晴らしさと生命の大切さを、感動と共に学びます。「自然を愛し大切にする人」「植

物・動物が好きな人」「食と栄養に関心がある人」が学ぶ学校です。時代の要請に応えた幅広い農業に関する技術や知識を身につけ、生命
科学や食文化に興味を持つ人の夢と未来を紡ぎます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
動物介在活動（ふれあい動物）の実施 
静岡科学館主催「サイエンス玉手箱」でのワークショップ活動など
の事業を実施 

農業高校の特徴を生かした地域に密着した魅力ある教育活動 
地元イベントにて食品科学部製造のパンの販売 
農業クラブプロジェクト学習としてＪＡ、地元自治体と共同で「か

つぶしいも」の研究、商品開発を実施 
「しずおか農林水産物認証」…国吉田農場（柑橘類・梅） 
             …農業と環境（小玉スイカ・スイート

コーン・エダマメ） 

全国高校生 SBPチャレンジアワード文部科学大臣賞 
日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技（農業・園芸・食品・造園）
優秀賞 

サイエンスキャッスル 2020 関東大会優秀賞 弘前大学 COI賞  
農業クラブ関東大会プロジェクト・意見発表出場 
吹奏楽部…日本管楽合奏コンテスト金賞（最優秀 令和２年） 

    …東海吹奏楽コンクール金賞（Ｂ編成 令和３年）  
女子ハンドボール部…全日本高等学校選手権大会出場 
         …全国高校総合体育大会出場（令和３,４年） 

男子ハンドボール部…東海高校総合体育大会出場 

普 通  

 

静岡県立静岡西高等学校  

 

〒421-1221 
静岡県静岡市葵区牧ケ谷 680-1 

TEL 054-278-2721 
FAX 054-278-9003 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shizuokanishi-h/home.nsf  

学校紹介  

創立 45年の本校は、男女共学の全日制普通科高校で、総合コース（特進クラス・普通クラス）とスポーツコースがあります。本校の最大

の特色は、県立高校で唯一、１年生からスポーツを専門的に学ぶことができるスポーツコースです。令和３年度からは静岡産業大学との
教育連携により、先端設備を活用するなどスポーツ科学の視点も取り入れています。進路は大学進学から就職まで多岐にわたり、個々の
希望に沿ったきめ細やかな進路指導を行っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

スポーツコースによるスポーツコミュニケーション教育の充実 
オンリーワンハイスクール事業でスポーツと健康を核としたカリ
キュラム研究 

静岡産業大学と教育連携（先端設備の活用等） 
東京大学大学院と「学び方」を共同研究 
小規模クラスによる少人数教育 

令和４年度全国インターハイ６年連続出場（少林寺拳法部） 

令和４年度全国総文祭５年連続出場（音楽部） 
2022日本陸上競技選手権大会・室内競技出場（陸上競技部） 
令和３年度全国インターハイ出場（弓道部） 

平成 30年度全国総文祭新聞部門出展（写真部） 

総 合  

 

静岡県立駿河総合高等学校 

 

〒422-8032 
静岡県静岡市駿河区有東 3-4-17 

TEL 054-260-6688 
FAX 054-288-5550 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/surugasogo-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は、平成 25年 4月に開校した静岡市内唯一の総合学科の高等学校です。コース制ではなく系列制で、生徒の多様なニーズに対応して

幅広い科目選択を可能にしています。 
平成 30 年にユネスコスクールの認証を受け、「適切な判断力を持ち、個性を確立するとともに、他者と協働し主体的に社会の持続発展に
貢献する人を育てる。」ことを教育目標とし、SDGsを推進するさまざまな教育活動を行っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
ユネスコスクールとして SDGsを推進（H30～） 
系列制により、幅広い科目選択が可能 
静岡で学ぶ・働く・暮らすの観点からの探究活動 

大学、地域、行政と協働して地域防災についての探究活動 
地域の企業と共同しての商品開発 
静岡北特別支援学校南の丘分校との交流（共生・共育） 

「第 9回ご当地！絶品うまいもん甲子園」優勝（農林水産大臣賞）（家
庭部） 
「ふじのくに芸術祭 2020（第 60回静岡県芸術祭）美術展」静岡県芸

術祭賞（個人） 
令和元年度全国高校総体(弓道男子団体 5位) 
2019､2020年度「高校生が競う Energy Pitch! 最優秀賞」 

令和 3年度全国高校総文祭出場(書道部) 
令和 4年度全国高校総体（弓道部女子個人、水泳部男子 1500m） 
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機械工学  ﾛﾎﾞｯﾄ工学 
電気工学  情報ｼｽﾃﾑ  
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 都市基盤工学 
電子物質工学 理 工  

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 054-267-1100 
FAX 054-267-1123 h t t p s : / / w w w . s t h s . e d . j p / 

学校紹介  

「ものづくりを通して、未来を切り拓く感性と創造力を培い、社会に貢献できる科学技術のスペシャリストを育成する」を基本理念に、学
校生活が活気に満ち、保護者や地域はもとより、全国の上級学校や産業界から信頼され、期待される学校を目指している。 
この基本理念を実現するために、以下のような人材を育成する。 

１  理工分野において高度な技術・研究開発に取り組むことができる人材 
２  生産工程等の改善・設計・開発に主体的に取り組むことができる人材 
３  柔軟な発想を持ち、将来、起業しようとする意欲のある人材 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・開校以来１日７時間授業。 
・普通高校では経験できない魅力的な実験や実習が満載。 

・土曜補講、放課後講習、資格検定補講など、就職・進学両方の進
路体制が充実。 

・国公立大学進学実績は、全国工業系公立高校トップクラス。 

・科学や技術に関する大会やコンテスト等への積極的参加。 
・体育祭での「TAWARA ちゃん（俵上げ競技）」は、本校ならではの
最高に盛り上がる競技。 

 

＜全国高等学校総合体育大会出場＞ 
少林寺拳法部、ウエイトリフティング部、体操部 

＜全国高等学校総合文化祭出場＞ 
自然科学部（全国優秀賞） 

＜高校生ものづくりコンテスト全国大会出場＞ 

旋盤作業（全国準優勝） 
＜若年者ものづくり競技大会出場＞ 
機械製図(CAD)、木材加工、IT ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管理（全国銅賞）など 

＜その他＞ 
ジャパンマイコンカーラリー全国大会出場、 
全国高等学校トランポリン競技選手権大会出場など 

 

 

 

 

普通 
科学探究  

静 岡 市 立 高 等 学 校 
 

〒420-0803 
静岡県静岡市葵区千代田三丁目１－１ 

TEL 054-245-0417 
FAX 054-248-1190 http://shizuokacity-h.ed.jp 

学校紹介  

 市高は校訓「正しく、強く、明るく」を基に、「文武両道」を目指し、地域社会や国際社会に貢献で
きる、調和のとれた創造的な人間を育成することを目標に、生徒一人ひとりが高校生活の様々な場面
で、３つの資質（自己有用感、視野の広さ、主体性）を育むことができる学校です。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

・文科省スーパーサイエンスハイスクール指定校（H25～） 
・１、２年生希望者対象の語学研修（オマハ語学研修）や
リーダー研修 

・外部人材（静岡市民、企業、大学等）と連携した探究活
動（科学探究科の「探究プログラム」、「ＣＤプログラム」
や普通科の「ＳＳ探究」） 

・全学年対象の全国の国公立・私立大学の「大学出張講義」
（年間 10校以上） 
・１、２年生対象の全国の国公立・私立大学の「学部・学
科説明会」（約 20校） 

・令和４年度全国大会出場（男女テニス部、体操競技部、水泳

部、マンドリン部） 

・令和３年度全国大会出場（男女テニス部）、東海大会出場（体

操競技部、女子ソフトテニス部、弓道部、吹奏楽サクソフォ

ン６重奏） 

・令和３年度 MY PROJECT AWARD 2021全国大会出場（普通科） 

・令和３年度高校化学グランドコンテスト大阪市長賞受賞（科

学探究科） 

・Taiwan International Science Fair 化学部門「三等奬」受賞

（科学探究科） 

 

 

 

商 業  
情報処理   

 

静岡県立静岡商業高等学校 

 

〒420-0068 
静岡県静岡市葵区田町 7-90 

TEL 054-255-6241 
FAX 054-255-9241 

h t t p : / / w w w . s e i s h o . e d . j p / c o n t e n t s / 

学校紹介  

創立 124 年目、歴史と伝統のある商業の専門高校。 地域を担う産業人の育成に力を入れ、多くの有能な人材を輩出。ビジネスに 関する

知識や技術、マナーを身につけ、進学・就職どちらにも対応。高度な資格取得を目指し、2 年次から進路・適性に応じたコースを選択。多
くの資格取得が可能（全商、日商簿記、経産省情報技術者、英語など）。地域連携・高大連携事業が盛ん（商品開発、ビジネスアイディア
提案、販売実習、地域貢献活動など）。ＩＣＴ環境の充実。恵まれた施設・設備。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地元商店街での商業学習(販売実習、おまち de ハロウィン参加) 
「課題研究」における活発な地域人材活用(企業訪問、講師招請等) 
同窓会教育振興委員会との教育活動(生徒奨励事業・教育活動支援

事業) 
「田町小学校との交流(読み聞かせ、児童クラブボランティア、水
泳指導) 

インターハイ出場（水泳、男女ソフトテニス） 
東海大会出場（硬式野球部、軟式野球部優勝、陸上競技部） 
全国総合文化祭出場（美術部、文芸部） 

IT 簿記選手権全国大会出場（簿記部） 
情報処理選手権全国大会 3 位（情報処理部） 
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海洋科学   
栽培漁業   
食品科学   
流通情報   

 

静岡県立焼津水産高等学校 

 

〒425-0026 
静岡県焼津市焼津5丁目5番2号 

TEL 054-628-6148 
FAX 054-628-1556 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/yaizusuisan-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は、大正 11年 11月 11日に、焼津町立水産学校として開校し、令和４年 11月に創立 100周年を迎える県内唯一の水産高校でありま
す。４学科５クラスの本科に加え、三級海技士養成施設である専攻科２クラスを併設しており、地域を担う人材や水産・海洋の関連産業

で活躍する人材を育成する専門高校として、特色ある教育活動を実践しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
グローバル教育を推進（海外インターンシップ（タイ）、トビタテ

留学ジャパン、航海実習での外地寄港地活動） 
昭和４年から伝統の製法を守り続けるまぐろ油漬け缶詰の元祖を
実習で製造 

水産・海洋系高等学校が所有する施設の中では最大級の規模を誇
る臨海実習場での実習 
フィッシュパラダイス魚国で模擬会社を運営 

大型実習船による航海実習でカツオの一本釣り 

令和３年度ご当地！絶品 うまいもん甲子園 全国大会決勝進出 

令和３年度全国水産・海洋高等学校 産業教育意見・体験発表会  
最優秀賞 
令和元年度全国水産・海洋高等学校 産業教育意見・体験発表会  

優秀賞 
令和元年度全国商業高等学校英語スピーチコンテスト 出場 
 

令和４年度全国総体 カヌー男子カヤック・カナディアンフォア 
男子カナディアン・シングル 出場 
令和４年度全国総体 レスリング男子フリースタイル 60㎏級 出場 

令和４年度国民体育大会 カヌー男子カナディアン・シングル 出場 
令和４年度国民体育大会 相撲男子団体 出場 
令和３年度全国総体 カヌー男子カナディアン・シングル 出場 

令和３年度全国総体 レスリング男子フリースタイル 60kg 級、125kg
級 出場 
令和元年度全国総体 カヌー男子カヤック・カナディアン,女子カヤッ

ク 出場   
平成 30年度全国選抜 相撲個人 80kg級５位 

 

 

 

 

普 通  
福 祉  

 

静岡県立清流館高等学校 

 

〒421-0206 
静岡県焼津市上新田 292-1 

TEL 054-622-3411 
FAX 054-622-3472 

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

学校紹介  

吉田高校と大井川高校が再編統合し誕生した学校で、普通科、福祉科からなります。四年制大学をはじめ短期大学、専門学校、就職まで

多様な進路選択に対応したきめ細やかな指導により一人一人の未来を拓きます。福祉科は将来の福祉のスペシャリストとして地域に貢
献できる人材の育成を目指しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

すべての HR教室に ICT機器を完備。ICT機器を活用した授業を実
践 
福祉科設置（県内３校のうち１校） 

吹奏楽部、ギター部、福祉部等の社会貢献活動 
文化祭、面接練習、マラソン大会豚汁提供など、PTAのあつい支援 
令和３年度 児童生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業 

全国高校総体出場（体操競技女子個人・なぎなた女子） 
全国高等学校なぎなた選抜大会（男子）出場 
全国福祉高等学校校長会生徒体験発表会出場 

東海高校総体 陸上競技出場 
介護技術コンテスト東海大会出場（福祉科） 

 

 

普 通  

 

静岡県立焼津中央高等学校 

 

〒425-0086 
静岡県焼津市小土 157-1 

TEL 054-628-6000 
FAX 054-628-1393 

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

学校紹介  

今年度、創立 60周年を迎えた地域の進学校です。過去３年間で飛躍的に進路実績を伸ばしています。文武両道を校是とし、「たくまし
さ、たしかさ、ゆたかさ」という生活信条のもと、自主的精神に満ちた真に社会に貢献し得る、心身ともにたくましく健康な人材の育成

を目指しています。また、ＳＤＧｓ探究活動や、様々な専門分野で活躍する大学教授や社会人の講演を聞く大学模擬授業やセミナー等、
豊富で多彩なメニューを通し、多面的・総合的な視点から生徒の主体性を育てています。 
 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

県教育委員会アカデミックハイスクール指定校(令和３年度～) 
「師弟同行」の精神で、徹底した振り返りと面談を繰り返し、進路
目標を実現するスパイラルアッププログラム 

異校種連携や語学研修、SDGｓ探究活動等による、多彩でユニーク
なセミナー群 
部活動終了後、夜９時まで利用できる同窓会館の自習室 

高校では珍しい全て手作りのオペラ公演 

令和元年度 全国高校総合体育大会(レスリング) 
～４年度 全国高校グレコローマン選手権大会 

平成 30年度 全国高等学校弓道選抜大会 

〃   全日本卓球選手権大会 
令和２年度 全国高校総合文化祭(放送) 
令和３年度 全国高校総合文化祭(写真、放送、新聞) 

令和４年度 全国高校総合文化祭(写真) 
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普 通  
 

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 054-641-1680 
FAX 054-644-0923 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujiedahigashi-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は「至誠一貫」を校訓とし、サッカーを校技とする理念に基づき、文武両道の精神を大切にする進学校です。勉強も部活動も行事への

取組も高いレベルで切磋琢磨を続けることで、バランスよい人間力（「誠」の心）を身につけることを目指します。卒業して、将来どこに
行っても、いつになっても誇りに思える学校です。ぜひチーム藤枝東に加わってください。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
オンリーワン・ハイスクール(イノベーション・ハイスクールⅠ
類) 
（Ｒ3～5年） 

台南第一高級中学及び台南女子高級中学との短期交換留学制度 
県立大学薬学部との連携事業（２日間） 
東大、名大訪問研修（模擬授業・先輩からのアドバイス） 

夢祭（文化祭での３年生クラス対抗創作劇コンクール） 

平成 29年度全国総体山岳部男子６位 
平成 30年度全国総体山岳部女子４位 
平成 30年度全国総体サッカー部出場 

令和元年度全国総体水泳部(男子個人)弓道部(女子個人)出場 
令和２年度サッカールーキーリーグ 2020全国準優勝 
令和４年度全国総体陸上競技部(女子走り高跳び)出場 

平成 29・30年度全国総文祭新聞部審査入賞校 
平成 29年度全国総文祭写真部,囲碁部(団体メンバー)出場 
令和元年度全国総文祭囲碁部(団体ﾒﾝﾊﾞｰ),新聞部,文芸部(詩)出場 

令和２年度全国総文祭囲碁(団体ﾒﾝﾊﾞｰ)出場 
令和３年度全国総文祭報道部出場 
令和３年度全国高校生パーラメンタリーディベート連盟杯出場 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立藤枝西高等学校 

 

〒426-0021 
静岡県藤枝市城南 2 - 4 - 6 

TEL 054-641-0207 
FAX 054-641-0840 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujiedanishi-h/home.nsf  

学校紹介  

本 校は「 元気と 笑顔が あふれ る西高 ！」を キャッ チフレ ーズに 「成長 」を感 じられ る学校 を目指 してい ま

す 。スク ール・ ミッシ ョンは 、校訓 「自律  敬愛」 のも と、キ ャリア 教育を 核とし て、人 格の形 成を目 指し、
地 域や保 護者に 信頼さ れ、生 徒一人 一人の 多様な 進路希 望を実 現でき る学校 として 、主体 性・協 働性を 育む
多 様な学 び、豊 かな感 性と異 文化理 解の精 神を育 むグロ ーバル プログ ラム、 地域と つなが るコミ ュニテ ィ・

ス クール 事業の ３本柱 を通し て、地 域や国 際社会 に貢献 するこ とがで きるグ ローカ ルな人 材の育 成を目 指す
こ とです 。  
そ のため に、朝 読書、 １分間 スピー チ、究 タイム 、特別 活動、 Chromebook を 活用し た「夢 中」に なるＡ Ｌ

（ アクテ ィブ・ ラーニ ング） 授業を 推進 し ていま す。  
特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

コアスクール（学力向上 H30～R2） 

総合的な探究の時間「究タイム」(藤枝市役所との協働による地域 

課題探究／学問探究／世界探究) 

グローバルハイスクール（県事業 R1～R3）※グローバルプログラ 

ム（R4～）として継続して実施 

コミュニティ・スクール３プロジェクト(楽しく地域とつながろ 

う『ＺＵＭＢＡ』、日知塾、花いっぱい) 

令和３年度全国高等学校総合体育大会出場（弓道部男子個人) 

第 12回全国高等学校スポーツクライミング選手権大会男子リード
決勝第 15位 

 

 

 

 

総 合  

 

静岡県立藤枝北高等学校 

 

〒426-0016 
静 岡 県 藤 枝 市 郡 9 7 0 

TEL 054-641-2400 
FAX 054-641-2827 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fujiedakita-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は、100年の伝統を礎に総合学科として新たなスタートを切り、今年で 20年目になります。 
総合学科の特徴は、将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への自覚を深めさせる学習を重視している点にあります。「園芸科学」「食

品科学」「情報科学」「環境化学」「自然科学」「人間社会」の６つの系列において、自らの進路希望に沿った学習を進めています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
コアスクール（学力進展 H30～R2） 
白子商店街や藤枝市役所と連携し、POP広告の作成・アンテナショ

ップ開設 
スーパーマーケットとオリジナルカレー共同開発 
絶滅危惧種の種子保存プロジェクト参加 

農業高校 夢・未来塾参加 
農、工、商の３教科連携事業による北高サブレの製造・販売 
藤枝 MYFCと共同商品開発 

料理コンクール、協働商品開発 

U17世界レスリング選手権大会グレコローマン 48kg日本代表第５位 
全国総体(レスリング女子個人３階級出場) 

全国高校生グレコローマンレスリング大会（個人２階級出場） 
日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技（園芸）優秀賞 
第 19 回東京国際キルトフェスティバル日本キルト大賞ユース部門２

位 
第 71 回日本学校農業クラブ全国大会令和２年度静岡大会ポスターデ
ザイン最優秀賞 

ジャパンマイコンカーラリー2019全国大会出場（完走） 
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普 通  

 

静岡県立島田高等学校 

 

〒427-0038 
静岡県島田市稲荷 1-7-1 

TEL 0547-37-2188 
FAX 0547-35-1744 

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

学校紹介  

本校は、大正８年（1919年）３月開校の、創立１００年を超える伝統校で、地域に根ざした進学校です。「希望」「友情」「努力」の校訓の
もと、４年制大学への進路実現を目指す生徒を「強力に支援し」「最後まで努力し、伸びていく力をつける」ことを実践しています。 
進学校としての「学習支援と進路指導」に定評があり、高い知性・豊かな感性・健やかな心身を備えるとともに、「国際交流の推進」や「地

域との連携」を通じ、これからの社会を生きる地域社会に貢献できる人材の育成を目指しています。 
校内には、同じ目標に向かい、文武両道に励む生徒が大勢います。「チーム島田高校」で培った「プライド」と「最後まで努力し、伸びて

いく力」を発揮して多くの優秀な卒業生が、様々な分野で活躍しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
進路実現のための充実した学習支援と進路指導プログラム 

充実した進学補講、大学出張講義、丁寧な面談、自習室、質問コー
ナー等の設置、蔵書 4万冊の独立図書館 
地域社会に貢献できる人材の育成のためのプログラム 

ELP(イングリッシュ・ラーニング・プログラム)、海外語学修学旅
行、島田市との連携事業(高校生ラジオ、高校生ワークショップ等) 

全国高等学校総合体育大会(スキー男子回転・大回転)出場 

全国高等学校総合体育大会(スキー女子回転・大回転)出場 
全国高等学校総合体育大会(弓道個人)出場 
全国高等学校駅伝競走大会男子出場 

全国高等学校駅伝競走大会女子出場 
全国高等学校総合文化祭 放送(朗読・アナウンス部門)出場 
国民体育大会(スキー女子回転・大回転)出場 

都道府県対抗駅伝競走大会男子静岡県代表出場 
都道府県対抗駅伝競走大会女子静岡県代表出場 

 

 

 

 

商 業  
 

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 0547-37-4167 
FAX 0547-35-2341 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimada-ch/home.nsf 

学校紹介  

本校は昭和３（1928）年開校、志太榛原地区における商業教育の中心校です。校訓は「自主友愛」、教育目標は自らの判断で行動するとと

もに、他者を信頼し、認め合う人間性豊かな生徒の育成を掲げ、日々の学習活動や部活動で実践しています。進路は地元企業への就職だ
けでなく、国公立大学や有名私立大学へも進学します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
地元企業や島田市等と連携して商品開発や販売実習、課題解決に

向けての授業を実施 
投資教育などの金融教育を証券会社と連携して実施 
身近な問題を解決するアプリ開発やオープンデータの活用、AR コ

ンテンツの作成、Ｖtuberを活用した地域発信、Webページ作成 
個々の希望に応じた進路指導と充実したキャリア教育 
アメリカカリフォルニア州リッチモンド市ディアンザ高校と姉妹

提携をし、３年に１度生徒派遣と受け入れを実施 

＜令和元年度＞ 

全国高校総体出場（弓道 女子団体・個人）、全国簿記コンクール出場
（簿記 個人）、東海商業実務総合競技大会出場（珠算・簿記・情報処
理・英文ワープロ・速記） 

＜令和３年度＞ 
全国高校総体出場（弓道 女子団体・個人）、全国高校情報処理競技大
会（情報処理 個人）、東海高等学校総合体育大会出場（女子バレーボ

ール・弓道 女子団体・個人）、東海商業実務総合競技大会出場（電卓・
簿記・情報処理・英文ワープロ・ワープロ） 
＜令和４年度＞ 

全国高校総体出場（弓道 女子団体）、東海高等学校総合体育大会出場
（弓道 女子団体・個人） 

 

 

 

機 械 電 気 
情報電子  建 築 
都市工学   

 

静岡県立島田工業高等学校 

 

〒427-8541 
静岡県島田市阿知ケ谷 201 
TEL 0547-37-4194 
FAX 0547-37-1177 

http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimada-th/home.nsf 

学校紹介  

本校は、昭和 38 年に地元の強い要請によって、地域産業の発展に貢献する工業技術者の育成をめざして創立された工業高校です。卒業
生は 15,500 人を超え多くは産業界で活躍しています。最近ではその技術力を海外で発揮する卒業生も増えています。５つの学科を２つ

の「類」にまとめた「くくり募集」で入学し、１年次前半で学科の特性を理解した上で後半からは希望した学科で専門的な内容を学んで
いきます。今後も校訓「璞磨～誠実・叡智・創造～」のもと、人間力の構築と共に地域産業界との連携を通して確かな学力を習得するこ
とで地域の発展に寄与し、時代の変化に柔軟に対応できる職業人材の育成に努めていきます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

地域の小中学生にものづくりの魅力を伝える「島工サイエンスス
クール」や「子どもチャレンジクラブ」の他、六合コミュニティ

文化祭への参加、学校周辺の側溝清掃作業など地域社会と関わる
交流行事を年間通して実施しています。 
また、特別支援学校との交流会や地元市役所への貢献（式典のラ

イブ中継や模型製作、近隣の企業主催のウォールアート等、学科
や部活動を通して幅広い交流を行っています。 

令和３年度全国高校選抜大会新体操 男子団体全国第３位 
令和３・４年度全国高等学校総合体育大会新体操大会  

男子団体総合・個人総合２年連続出場 
令和３年度高校生ものづくり競技会東海大会 溶接部門 優勝 
令和３年度高校生ものづくり競技会全国大会 溶接部門 第３位 

令和４年度第 17回若年者ものづくり競技大会  
ITネットワークシステム部門に出場 
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普 通  

 

静岡県立川根高等学校 

 

〒428-0301 
静岡県榛原郡川根本町徳山 1644-1  

TEL 0547-57-2221 
FAX 0547-57-2446 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kawane-h/home.nsf  

学校紹介  

「地域みらい留学」に加盟して全国募集を行っている公立高校です。美しいお茶畑が広がる、のどかで穏やかな川根本町にある本校は、
先生も地域の方も生徒の「やりたい！」を全力でバックアップしてくれる場所です。公営塾があったり、町の支援で海外研修（インド・

カナダ）に参加することもでき、勉強面でも新しいチャレンジができます。規模の大きな学校、大きな町では経験できない魅力がここに
はあります。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
川根地区連携型中高一貫教育（H14～） 
全国からの川根留学生の受け入れ 

お茶実習 
エコパークツアー 
川根本町や国内外の企業と連携した地域課題の解決に関する探究

活動 

H30全国総体(カヌー男子 12種目出場) 
R1全国総体（カヌー男子６種目出場） 

R3全国総体（カヌー男子 10種目女子８種目出場) 
R4全国総体（カヌー男子３種目女子４種目出場） 

 

 

 
普 通  
商 業  

 

静岡県立相良高等学校 

 

〒421-0596 
静岡県牧之原市波津 1700-3 

TEL 0548-52-1133 
FAX 0548-52-1135 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/sagara-h/home.nsf  

学校紹介  

昭和２年に創立された 95 年の伝統を持つ、普通科と商業科を併設する学校です。地域と密接した教
育を目指し、自治体や地元企業と連携してキャリア教育やボランティア活動を進めています。  
また、就職や進学両面での手厚い支援により、生徒の多様な進路希望を実現しています。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・オンリーワンハイスクール（R3～）、プロフェッショナル
への道（R3～）、グローバルハイスクール（R4～） 

・部活動に加えて、一層多様な経験ができるようサークル
活動を実施（サーフィン・ボルダリング・ダンス・ドロ
ーン、ビジネスチャレンジ、グローバルチャレンジ等） 

・平成 28 年度から継続する SCH 活動(地域ボランティア)
は、延べ１万人の生徒が参加。SDGsの観点を含め、探究
活動として発展 

令和３年度 沼津情報ビジネス専門学校主催 
キャラクターコンテスト 2021準グランプリ（美術部） 

令和４年度 第 36回全国パソコン技能競技大会出場（商業部） 
令和４年度 第 56回全日本サーフィン選手権大会 2022出場 

（サーフィンサークル） 

 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立榛原高等学校 

 

〒421-0422 
静岡県牧之原市静波 850 

TEL 0548-22-0380 
FAX 0548-22-6557 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/haibara-h/home.nsf 

学校紹介  

本校は、学校創立 123年目を迎える、地域に愛され、地域と生きる伝統校です。普通科では、グローバルな視野で社会のリーダーとなる
人材育成を目指しています。理数科では、将来の理工系分野や医療分野を担う人材育成を目指しています。また、進学希望を実現する教
育活動と、グローカルな探究を通して、未来の社会の発展に貢献するリーダーとなる、能力と視野をもった人の育成を目指してます。イ

ングリッシュ・キャンプ、海外研修、地域リーダー育成プロジェクトなど課外活動も充実しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
文部科学省指定 地域との協働による高等学校教育改革推進事
業（グローカル型）（令和元～３年度） 
文部科学省 スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）ネット

ワーク参加校 
静岡県教育委員会指定 新時代を拓く高校教育推進事業「オンリ
ーワン・ハイスクール（グローカル・ハイスクール）」【普通科】

（令和４年度） 
静岡県教育委員会指定 サイエンススクール指定校【理数科】 
静岡大学教育学部・教育研究科との連携協定校 

牧之原市事業 地域リーダー育成プロジェクト 

平成 30年度全国高校総体出場（剣道女子個人） 
平成 30年度国民体育大会剣道競技全国大会（県代表５位） 
令和元年度静岡県高等学校新人大会 個人戦２位（全国大会出場権獲得）

（なぎなた女子） 
第 19回東京国際キルトフェスティバル日本キルト大賞 クロバー賞（令
和元年度、家庭部） 

2021ロボットアイデア甲子園全国大会出場権獲得 

 

 

 

 

普 通  
商 業  

 

静岡県立相良高等学校 

 

〒421-0596 
静岡県牧之原市波津 1700-3 

TEL 0548-52-1133 
FAX 0548-52-1135 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/sagara-h/home.nsf  

学校紹介  

昭 和２年 に創立 された 95 年 の伝統 を持つ 、普通 科と商 業科を 併設す る学校 です。 地域と 密接し た教育 を目指
し 、自治 体や地 元企業 と連携 してキ ャリア 教育や ボラン ティア 活動を 進めて います 。  
ま た、就 職や進 学両面 での手 厚い支 援によ り、生 徒の多 様な進 路希望 を実 現 してい ます。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・オンリーワン・ハイスクール（R3～）、プロフェッショナルへの
道（R3～）、グローバルハイスクール（R4～） 

・部活動に加えて、一層多様な経験ができるようサークル活動を
実施（サーフィン・ボルダリング・ダンス・ドローン、ビジネ
スチャレンジ、グローバルチャレンジ等） 

・平成 28 年度から継続する SCH 活動(地域ボランティア)は、延
べ１万人の生徒が参加。SDGsの観点を含め、探究活動として発
展 

令和３年度 沼津情報ビジネス専門学校主催 
キャラクターコンテスト 2021準グランプリ（美術部） 

令和４年度 第 36回全国パソコン技能競技大会出場（商業部） 
令和４年度 第 56回全日本サーフィン選手権大会 2022出場 

（サーフィンサークル） 
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普 通  

 

静岡県立掛川東高等学校 

 

〒436-0024 
静岡県掛川市南西郷 1 3 5 7 

TEL 0537-22-3155 
FAX 0537-22-1756 

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

学校紹介  

本 年度 110 年目 を迎え る伝統 校です 。校 訓「清 く、明る く、正しく 、強く 」の もと に、清楚で 礼儀正 しく誠実 な
人 物を輩 出する 普通科 の伝統 校とし て、自律と 自立を重 んじ 、多様 性を認 め、「主体 的・対話的 で深い 学び」を 実
践 する教 育活動 を通し て、人 生を主 体的に 創造し 、地域 に貢献 できる 人材の 育成を 目指し ます。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

・単位制普通科高校として、幅広い選択科目を用意。 

・２年生から特進クラスを編成、国公立大学を目指す。多様な進路

希望に対応。 

・１年生は全員部活動に加入。 

・学習用有料動画サイトを活用し家庭学習をサポート。部活動と勉

強を無理なく両立できる環境を整備 

【弓道部】 
・第 74回国民体育大会少年男子の部出場（R1） 
・第 37回全国高等学校弓道選抜大会女子個人出場（H30） 

・高校総体男子団体４位（H29） 
【ソフトボール部】 
・第 38回全国高等学校女子選抜大会出場（R2）←大会中止 

・第 40回全国高等学校女子選抜大会出場（R4） 
【吹奏楽部】 
・全国高文祭パレード・マーチングバンド部門出場（R1・R4） 

 

 

 

 

 

機 械 電子機械  
電子電気  情報技術  
環境設備   

 

静岡県立掛川工業高等学校 

 

〒436-0018 
静 岡 県 掛 川 市 葵 町 15-1 

TEL 0537-22-7255 
FAX 0537-22-6950 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kakegawa-th/home.nsf  

学校紹介  

「ものづくりは人づくり」は掛工の合言葉 

Society５.０を担うこころ豊かで創造性溢れるエンジニアの育成を目指しています。 
中東遠地区における「ものづくり教育」の拠点として半世紀以上の歴史があり、しっかりとした専門性と社会性を身に付けた人材を輩出
しています。地元企業からの信頼も厚く、就職内定率は常に 100％です。また、進学においても安定した実績を残しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
「ものづくりは人づくり」を合言葉に生徒・職員が前進しつづけて
いる学校 
「ものづくり体験講座」を小中学生に実施（平成９年～） 

「プロジェクションマッピング」掛川城（平成 30年～）、菊川市赤
レンガ倉庫（令和２年） 
「オリーブ搾油機開発」（令和元年～）産学官連携による共同開発 

「掛川城 VR 動画」掛川市 HP 公開中、令和２年度静岡県高等学校
工業教育研究会特別賞受賞、令和３年度静岡県高等学校工業教育
研究会最優秀賞 

「YouTube ﾁｬﾝﾈﾙ『きてみぃ掛川』」掛川市と連携し作成、公開中 
学科、部活動等で社会貢献活動が活発 

第 73回国民体育大会弓道少年男子遠的 優勝 
第 15回全国高等学校 ARDF競技大会ｸﾗｼｯｸ競技 144MHz帯部門女子個人
の部優勝、男子個人の部２位 

令和元年度高校生ものづくり東海大会シーケンス制御部門第１位 
第 14回若年者ものづくり全国大会機械製図 CAD部門出場 
第 10回静岡県ビーチバレージュニア選手権大会優勝、第 76回国民体

育大会出場 
高校生 ICTカンファレンス 2021全国高校生代表 
令和４年度全国高等学校総合体育大会弓道競技個人出場 

第 17回全国高等学校 ARDF競技大会ｸﾗｼｯｸ競技 144MHz帯、ｽﾌﾟﾘﾝﾄ競技
3.5MHz帯出場 ｸﾗｯｼｯｸ競技団体２位、ｸﾗｼｯｸ競技個人６位 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立掛川西高等学校 

 

〒436-0054 
静岡県掛川市城西 1-1-6 

TEL 0537-22-7165 
FAX 0537-22-1765 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kakegawanishi-h/home.nsf  

学校紹介  

明治 34 年(1901 年)開校、創立 122 年目の県下でも有数の歴史と伝統を誇る文武両道の進学校であり、普通科と理数科からなる。「社会に
貢献し、未来を切り拓く人間を育てる」の教育目標、「鍛えよう若き日を」のスローガンをかかげ、アカデミック・ハイスクール事業、サ

イエンススクール事業、最先端の英語教育、ICT機器を活用した授業、地域と連携しての総合的な探究の時間などを展開し、次世代のリー
ダーの育成を目指している。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
４つの資質・能力(主体性・協働性・創造性・自己有用感)を育む。 
最先端の英語教育と ICT機器を活用した授業の充実。 

アカデミック・ハイスクール、サイエンスハイスクール。 
【普通科】総合的な探究の時間での充実した探究活動。(１年次：
地域と連携して、掛川市の課題に主体的・協働的に取り組み解決

策を探る。２年次：SDGsの観点に即して、大学等のアカデミック
な機関と連携し、課題の解決策を探る。) 
【理数科】１年次理数探究基礎、２年次理数探究の活動。自然科

学・数学・先端科学等の分野に関する疑問点を発見し、班ごとの
実験やフィールドワークをとおして主体的に解決を図る探究活
動を行う。 

学校情報化先進校(教科指導における ICT活用) 日本教育工学協会  
【自然科学部】Intel ISEF 2019世界大会(動物科学部門世界第２位・ア

リゾナ大学賞) 
【食物研究部】お弁当お惣菜大賞丼部門 2020・2021(全国最優秀賞) 
【音楽部】第 15回音楽アンサンブルコンテスト全国大会出場 

【野球部】令和３年度第 68回春季東海地区高等学校野球大会優勝 
【陸上競技部】令和４年度全国高等学校総合体育大会男子やり投出場 
【水泳部】令和４年度東海高等学校総合体育大会水球競技大会出場 

【水泳部】令和 4年度 FINA水球世界カデット選手権出場（日本代表） 
【将棋部】令和４年度全国高等学校将棋選手権大会女子個人戦 
【美術部】令和４年度全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門 

 

 

 

 

-63-



 

普 通  

 

静岡県立横須賀高等学校 

 

〒437-1301 
静岡県掛川市横須賀 1491-1 

TEL 0537-48-3421 
FAX 0537-48-2039 

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

学校紹介  

「未見の我」まだ見ぬ自分を信じ、まだ見ぬ自分を発見し、まだ見ぬ自分と出会う場所、それが横須賀高等学校です。 
2年生からコース制によりクラスを編成し、（家庭・工業・商業・進学）コースそれぞれで特色ある学習を行います。 
コースで分かれて授業を行うため、生徒の進路選択に繋がっています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
オンリーワンハイスクール（グローカルハイスクール R３～R５） 
グッドマナー横高の推進 

大須賀中学校との合同避難所運営体験 
ちっちゃなクリーン作戦 
横高 秋の文化展 

インターンシップ事業 

令和４年度 全国高等学校総合文化祭東京大会 出場（郷土芸能部） 
令和３年度 全国高等学校総合文化祭和歌山大会 出場（郷土芸能部） 

令和３年度 全国高校生伝統文化フェスティバル（京都市） 出場（郷
土芸能部） 
令和２年度 全国高等学校総合文化祭高知大会（WEB SOUBUN） 出場（郷

土芸能部） 
令和２年度 高円宮殿下記念 地域伝統芸能奨励賞 受賞（郷土芸能
部） 

令和元年度 全国高等学校総合文化祭佐賀大会 出場（郷土芸能部） 

 

 

 

 

普 通  
 

静岡県立池新田高等学校 

 

〒437-1612 
静岡県御前崎市池新田 2907-1 

TEL 0537-86-2460 
FAX 0537-86-7802 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/ikeshinden-h/home.nsf  

学校紹介  

校訓「礼譲、勤労、協同」のもと「認める力」「律する力」「やり抜く力」を身に付けた生徒の育成を目指し、教育活動に取り組んでいます。
２学年からは、進路希望に合わせて文系・理系・ビジネス・家庭・スポーツ・教養の６コースに分かれます。 

充実した施設に加えて、教室にエアコン、プロジェクターが設置され、教育環境が整っています。 
また、県内でもいち早く生徒一人一台ＰＣを導入し、ＩＣＴ授業等の授業研究が進んでいます。活力にあふれ、熱心な教職員が３年間を通
して学校行事や部活動などさまざまな面で生徒を丁寧に支援し、確実な成長に繋げています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
グローカルハイスクール指定校(R３～） 
池高生チャレンジ＆サポート事業を通した校外教育活動に参加す

る生徒への支援 
共生共育の推進：県立掛川特別支援学校御前崎分校との交流 
砂丘マラソンの実施(R３年度 57回) 

御前崎市スクラムスクールプラン（幼小中高連携）への参加（H28～）、
スクラムグッドマナー運動の実施（路上での声掛け運動） 
「池高シーバインズ」メンバーや部活動を中心に、清掃ボランティ

アやイベント参加等の地域貢献活動（R４～） 
地域実態を理解、地域活性化の企画（総合的な探究の時間） 

令和元年度全国総体(剣道男子団体) 
令和元年度全国選抜(剣道男子団体) 

 
 

 

 

 

 

総 合 

 

静岡県立小笠高等学校 

 

〒439-0022 
静岡県菊川市東横地 1222-3 

TEL 0537-35-3181 
FAX 0537-36-4690 

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

学校紹介  

静岡県初、全国で８番目にできた総合学科のパイオニア校です。７つの系列（人文国際、自然科学、芸術、健康、農業科学、情報技術、ビジ
ネス情報）がありますが、系列にとらわれない自由な科目選択を最大限保証し、進路や興味・関心により「自分の時間割」を作成します。

系列や科目は「産業社会と人間」や「進路探究」等の授業できめ細かなガイダンスを行い、担任等との丁寧な面談を通じて、生徒一人一人
のキャリア形成に合った選択を行います。 
 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

生徒一人ひとりが自分の時間割をつくり主体的に学びます。 

「産業社会と人間」「進路探究」で職業や進路選択に必要な知識・能
力・態度が養われます。 
「地域探究」「課題探究」等で主体的に探究する能力・態度が育成さ

れます。 
菊川市との連携協定による授業・事業・発表会等を行います。 
お茶の生産や文化などを学ぶ科目「茶文化探究」があります。 

令和４年度東海高等学校総合体育大会弓道団体女子優勝・男子準優勝 

令和３年度全国高等学校弓道選抜大会個人女子４位入賞 
令和３年度第 15回 U18陸上競技大会 110ｍH６位入賞 
令和３年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技（園芸）優秀賞 

令和２年度全国高等学校弓道選抜大会団体女子３位、男子５位入賞 
全国高等学校陸上競技大会 2020 ８種競技 10位入賞 
令和元年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技（園芸）優秀賞 

平成 30年度全国高等学校弓道選抜大会男子個人優勝 
平成 30 年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技（園芸・食品科
学）優秀賞 
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総 合  

 

静岡県立遠江総合高等学校 

 

〒437-0215 
静岡県周智郡森町森 2085 

TEL 0538-85-6000 
FAX 0538-85-6111 

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

学校紹介  

遠 江総合 高校は 、平成 21 年 に周智 高校と 森高校 の両校 の歴史 と伝統 を受け 継ぎ、統合 して今年 14 年目 を迎 え
ま した 。磐周 地区唯 一の総合 高校と して 、7 つ の系列（ 人文 社会・自然 科学・食品 園芸・機械 技術・電子 情報・
ビ ジネス・ライフ デザイ ン）が 設置さ れ、多 岐 にわたる 学習教 科・科目 のもと、生 徒一人 ひとり の進路 の実現

に 向け主 体的に 取り組 める学 校です 。  
ま た、文 化部、 運動部 、生徒 会の活 動も盛 んで、 地域と 連携し た活動 にも力 を入れ ていま す。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
入学後、生徒一人ひとりが自ら進むべき系列を「産業社会と人間」

「キャリア探求」の時間をとおし選択決定。職業や進路選択に必要
な知識・能力・態度を養う。 
また、「課題探究」等で自ら主体的に探究する能力・態度を育てる。

地元自治体である、周智郡森町との連携協定による授業・事業・発
表会等「森町プロジェクト」をコラボ。 

【文化芸能部】 

令和３年度 第 10回高校生の神楽甲子園（広島） 
 
【メカトロニクス部】 

2022国際ウエルディングショー 出展 
令和２年度 アート作品コンクール 最優秀賞 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立袋井高等学校 

 

〒437-0031 
静岡県袋井市愛野 2446-1 

TEL 0538-42-0191 
FAX 0538-43-0710 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fukuroi-h/home.nsf 

学校紹介  

本校は、「“志を立つ”強靭な人間の育成」を建学の基調におき、充実した施設と恵まれた環境のもとに学業と部活動を両立し、確かな知性

と豊かな情操を育む学校です。オーストラリア研修や総合的な探究の時間での意見発表、弁論大会「ロゴスの集い」などを通して、自らの
意見を表現し、多様な人々と協働できる主体性を持った人材を育成します。多くの生徒が４年制大学に進学するので、大学進学に対応した
進路指導を充実させています。 

 
特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

姉妹提携しているオーストラリアの学校と隔年で訪問と受け入れ
を実施 

ロゴスの集い（校内弁論大会）では、クラス、学年予選と全校発表
を実施 
地域研究の成果を発表し、市議会議員と意見交流 

特進クラスの設定と３年生の夏期集中学習 
専門委員長、各部部長、各クラス評議員によるリーダー研修会でリ
ーダー育成 

令和４年度全国総体陸上競技（男子 100m、200m、男子やり投げ出場）
2021年第 20回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール全国大会（打楽

器四重奏出場） 
令和３年度全国総体陸上競技（女子円盤投出場） 
Dance Drill Winter Cup 2021 第 12回全国高等学校ダンスドリル冬季

大会 Ms.SOLO部門出場 
令和元年度全国高等学校総合文化祭（写真部２名出場） 
平成 30年度全国総体陸上競技（男子やり投出場） 

 

 

 

 

 

商 業 
 

静岡県立袋井商業高等学校 

 

〒437-0061 
静 岡 県 袋 井 市 久 能 2350 
TEL 0538-42-2285 
FAX 0538-42-6728 

http://www.edu.pref.shizuoka.jp/fukuroi-ch/home.nsf 

学校紹介  

本校は県内に６校ある単独商業高校の１校で、令和５年度に創立 100周年を迎える伝統校です。これまで、地元のリーダーや各界で活躍する
人材を多数輩出し、地域の発展に大きく寄与してきました。平成 15年度から始まった「袋商ショップ」は本校の教育活動の中核をなすもので
あり、生徒全員が株式会社「袋商ショップ」の社員かつ株主として本物のビジネスと「おもてなしの心」を実践的に学んでいきます。座学だ

けではできない学びを楽しみながら成長できる、それが袋井商業高校です。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・袋商ショップ（平成 15年度～）後援：袋井市・袋井商工会議所 

・事業所・袋井市・大学と連携しながら、実社会の課題を探究学習 
・プロフェッショナルへの道（令和３年度・令和４年度）県指定 
・１部活動１ボランティア（令和３年度～） 

・資格・検定取得の推奨と支援（専門学校講師による検定講座等） 
 

【英文ワープロ部・日本語ワープロ部】 
令和２年度パソコンスピード競技 優良賞 
【珠算部】 
令和元年度全日本通信珠算競技大会 県３位 
令和元年度全商珠算・電卓競技大会県大会（電卓）県大会２等 
令和元年度静岡県商業科実務競技会電卓の部 団体準優勝 
【簿記部】 
令和元年度全国高等学校 IT・簿記選手権中部大会 団体優秀賞 
【吹奏楽部】 
令和２年度 WEB全国高総文祭(高知大会)マーチングバンド部門出場 
令和３年度全国高総文祭(和歌山大会)マーチングバンド部門出場 
【女子バレーボール部】 
令和３年度国民体育大会ビーチバレーボールジュニア静岡県代表 
令和４年度国民体育大会ビーチバレーボールジュニア静岡県代表 
【水泳部】 
令和２年度全国 JOC夏季高等学校・中学校 47都道府県通信大会 100m
バタフライ出場 
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普 通 
理 数 

 

静岡県立磐田南高等学校 

 

〒438-0086 
静 岡 県 磐 田 市 見 付 3084 

TEL 0538-32-7286 
FAX 0538-37-8375 

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

学校紹介  

大正 11年設立という歴史ある伝統校で、今年、創立 100周年を迎える、磐田地区トップの進学校です。校訓「質実剛健」「真剣至誠」「文
武両道」のとおり、生徒は学業だけでなく、部活動、学校行事にも真剣に、ひたむきに取り組んでいます。 
令和 3年度から新校舎建築が始まり、本年度末完成予定です。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
一人ひとりが内容をより深く考え、楽しさと成果を感じる授業を通

して、知性を高める学習に取り組んでいます。 
理数科では、課題研究として、グループごとに自ら課題を設定し、
それを解決するための研究活動を、大学・企業とも連携して 1年間

かけて行い、その成果を発表しています。 
ミニ大学として、県内外の大学からの 30 人前後の先生による専門
分野の入門的な講義を、生徒は自分の興味や進路に適したものを選

択して受講し、進学意識を高めています。 
アメリカ・マウンテンビュー高校との姉妹校提携は平成４年から
30 年間に渡って続いており、相互に学校訪問を実施するなど、国

際交流を行っています。 
磐田市役所等と連携して社会のリーダーとして貢献する高いここ
ろざしを育成しています。 

陸上競技部：全国総体連続出場。令和３年度 U18陸上競技大会出場。 

水泳部（水球）：令和３年度全国 JOCジュニアオリンピックカップ夏季
水泳競技大会 令和２年度全日本ジュニア U-17 に女子
県選抜選手として出場。    

ビジュアル部：（写真）全国高文祭連続出場。静岡県高校生写真コンテ
ストで学校賞 19年連続受賞。 

地学部：全国高文祭連続出場。学会等での発表や継続している研究に

より、令和２年の火球の追跡や７・９世紀末の東海地震津波
の痕跡を確認などの成果が出ている。 

生物部・外語文学部（百人一首）：令和４年度全国高文祭出場。 

囲碁将棋部（囲碁）：令和３年度全国高文祭出場。 
科学技術部：Super Computing Contest 2021、2020本戦出場。 

令和２年度日本ゲーム大賞 U18部門銀賞。 

 

 

 

 

普 通  
福 祉  

 

静岡県立磐田北高等学校 

 

〒438-0086 
静岡県磐田市見付 2 0 3 1 - 2 

TEL 0538-32-2181 
FAX 0538-37-8354 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/iwatakita-h/home.nsf  

学校紹介  

磐田市見付の高台に 1909 年に開校した本校は、今年で創立 113 年目を迎えた伝統校です。かつては保育科、衛生看護科を
置いた女子校として、地域で活躍する多くの優秀な人材を輩出してきました。その伝統は共学校となった現在にも引き継が

れ、校訓「優しく 逞しく 誠実に」のもと、普通科、福祉科それぞれに、人と人との関わりを大切にして自己の成長をは
かる教育を行っています。多くの生徒が学習に部活動に熱心に取り組みながら充実した高校生活を送り、多様な進路を実現
させています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・普通科には「特別進学クラス」を設置し、進路実現のサポー

トをしています。 

・福祉科では国家資格介護福祉士の合格を大きな目標にして
います。（合格率 100％達成 H29、30、R1、2 の４年連続） 

・隣接する袋井特別支援学校見付分校と交流し、文化祭や体

育大会を共催するなど、共生共育を実践しています。 
・令和３年度～令和５年度の「オンリーワン・ハイスクール」

の指定を受けています。大学、行政、企業等との連携や協働

を通じて、生徒の自主性を育成する各種事業を展開してい
ます。 

・令和４年度 陸上競技部（全国高校陸上競技対校選手権大会 男
子 400mＨ出場、女子三段跳出場） 

・令和３年度 陸上競技部（全国高校陸上競技対校選手権大会 女
子 100mＨ/400mＨ出場、女子三段跳出場）（U20 日本陸上競技選
手権大会 女子 100m 第８位、U18 女子三段跳５位） 

・令和２年度 陸上競技部（全国高校陸上競技大会 2020 男子４×
400mＲ第７位） 

・平成 30 年度 箏部（総文祭 日本音楽部門 文化庁長官賞） 

・東海大会出場 
 吹奏楽部（R2）、剣道部(R3)、アーチェリー部（R4） 

 

 

 

\\ 

生産科学  生産流通  
環境科学  食品科学  
生活科学   

 

静岡県立磐田農業高等学校 

 

〒438-8718 
静 岡 県 磐 田 市 中 泉 1 6 8 

TEL 0538-32-2161 
FAX 0538-32-6691 

http://www.edu.pref.shizuoka.jp/iwata-ah/home.nsf  

学校紹介  

本校は明治 29 年に設立された、創立 125 年を超える伝統を持つ農業高校です。広大な校地と充実した施設の恵まれた環境のなかで、農業
に関する基礎的な内容から専門的な分野まで学習することができます。校訓「高品性」、「重労働」のもと、広い教養と農業の知識・技術を

身に付け、地域や産業社会の発展に貢献できる心豊かで人間味あふれる人材を育成します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

学んだ知識・技術を生かした、地域交流・地域貢献 
 食農教育、市町村や企業との連携企画、校内販売などを展開 
地域人材・資源を活用した教育活動 

専門性の進化、進路意識の高揚のため地域の宝を活用 
海外研修で学ぶ国際理解と国際交流 
タイなどでの海外体験やオンラインによる異文化交流を実施 

豊富な体験学習 
田植えや稲刈り、各学科の専門学習により創造の喜びを実感 

多様化する進路選択への対応 

 ２年次より、進路に応じた自由選択科目を設定 

陸上競技 全国総体 女子やり投３位(R1) 
水泳   全国総体 男子２種目, 女子９種目うち 200m 背泳ぎ５位 

(R1) 男子２種目,女子２種目 (R3）、女子５種 (R4） 

水泳 日本選手権 １人(背泳ぎ）(R2) 
水泳 ジャパンオープン ２人(自由形、背泳ぎ、個人メドレー）(R2) 
馬術 全日本高等学校馬術大会（H30,R３,R４） 

日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技 
最優秀賞 1人、優秀賞２人 (R1) ９名出場、優秀賞８人 (R3) 

全日本学校関係緑化コンクール 文部科学大臣賞 特選 (R2) 

緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰（R4） 
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普 通  
総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ  

 

静岡県立磐田西高等学校 

 

〒438-0078 
静岡県磐田市中泉 2680-1 

TEL 0538-34-5217 
FAX 0538-37-8364 

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

学校紹介  

幅広い進路に対応できるサポート体制で、上級学校への進学や地元を中心とした事業所への就業等、進路実現をさせています。在校生徒の
高校生活満足度も高く、地域のイベントにも積極的に参加しています。保護者だけでなく地域の皆様に応援される学校づくりに努めていま
す。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
国公立大、医療系、公務員等、進路希望に合わせたサポート体制 
西進ハイスクール、自主学習支援ツールの活用 

各種検定、高度資格取得への挑戦 
ボランティア活動推進 
１年生の２泊３日東京研修（企業訪問・大学訪問・ディズニーアカ

デミー） 

令和４年度 剣道部：県高校総体準優勝（女子団体）・東海大会出場 
令和４年度 剣道部：県高校総体ベスト４(男子個人)・東海大会出場 

令和４年度 水泳部：県高校総体準優勝（水球） 
令和４年度 珠算部：全国高校ビジネス計算競技全国大会出場（個人） 
令和４年度 情報処理部：全国情報処理競技大会全国大会出場（個人） 

令和３年度 剣道部：県高校総体優勝・インターハイ出場（女子団体）  
令和３年度 水泳部：県高校総体優勝・東海高校総体出場（水球）  
令和３年度 珠算部：全国高校ビジネス計算競技全国大会第４位(個人） 

 

 

 

 

森林・環境  
福 祉  
総 合 

 

静岡県立天竜高等学校 

 

〒431-3314 
静岡県浜松市天竜区二俣町二俣 601  

TEL 053-925-3139 
FAX 053-925-7422 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/tenryu-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は平成 26年４月に開校した新しい学校です。森林・環境科と総合学科、福祉科の特徴的な３つの科を持ち、生徒の興味・関心や進路
希望に幅広く対応しています。本校の校歌（作曲は「サンプラザ中野くん」）に「地域の竜と成り往かむ 明日への竜と成り往かむ」とい
う一節があります。地域社会に貢献する「地域の竜」を、また自分の夢の実現に向かって努力する「明日への竜」を育成します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
「地域との協働による高等学校推進事業・地域協働推進校（アソシ
エイト）」文部科学省 

「地域の竜」を育てる「ドラゴン・プロジェクト」 
「青春はままつ応援隊」浜松市 
天竜文学賞・作家との交流 

県教委オンリーワンハイスクール事業「フューチャーハイスクー
ル指定  
天竜ラボ「天竜の未来を考える若者会議」開催 

Tenryu Culture Corporation 開催 

令和３年度 全国高等学校選抜ボート大会 女子ダブルスカル７位 
令和３年度 第 12回「高校生の建築甲子園」 奨励賞 

令和２年度 第 48回毎日農業記録賞優秀賞・優良賞（男子個人） 
令和元年度 全国総体(ボート女子シングルスカル２位) 
平成 30年度 全国高校総体(アーチェリー男子個人、女子個人) 

平成 30年度 全国高等学校選抜大会 
(ボート女子シングルスカル３位、アーチェリー男子個人出場) 

平成 30年度 第９回「高校生の建築甲子園」審査委員長特別賞 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立天竜高等学校春野校舎 

 

〒437-0625 
静岡県浜松市天竜区春野町堀之内 284  
TEL 053-985-0306 
FAX 053-985-0848 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/haruno-b/home.nsf  

学校紹介  

美しい自然に囲まれ、落ち着いた環境で学校生活を送ることができる学校です。生徒一人ひとりが夢や希望に向かって努力し、「自分ら
しく生きること」を実現する学校を目指しています。小さな学校ですが、その特性を最大限に活かし、生徒の可能性を伸ばします。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
少人数制、豊富な ICT機器を活用した「わかる授業」 
少人数だからこその一人ひとりに対応できるきめ細かい進路指導 

スクールカウンセラーと連携した充実の教育相談体制と社会性を
身につけるソーシャルスキルトレーニング 
学校行事や授業等と組み合わせた地域活性化活動 

長期欠席生徒選抜 
「オンリーワン・ハイスクール」研究指定（R３～R５） 

平成 30年度 天竜文学賞 文部科学大臣表彰 
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普 通  
国 際  

 

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 053-454-5548 
FAX 053-456-3316 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsukita-h1/home.nsf  

学校紹介  

明 治 27 年創 立の伝 統校。普 通科と 国際科 を設置 。「自 主独立 」の精 神を基 盤とし た自由 な校風 のもと 、自他 を

尊 重し 、切磋 琢磨し 合える者 が集う 。文 武両道 を目指し 、計 30 の運動 部、文化部が 活発に 活動 。意識 の上で一
年 を、３大行 事（ 学校祭 、合 唱大会 、運 動会 ）等に 全力 で取り 組む「動 」の時 期と 自己と 向き合 い志を 高める
「 静」の 時期に 分け、 メリハ リのあ る学校 生活を 送って いる。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
・「自主独立」の精神に基づき、生徒が主体的に関わる各種活動 

・質の高さとエネルギー量を誇る３大行事（学校祭、合唱大会、運
動会） 
・国際科における海外研修など、グローバルな人材育成 

・志を高く持ち、主体的に進路を選択する力の育成 
・新時代を拓く高校教育推進事業（オンリーワン・ハイスクールⅡ
類 R3～R5）の推進 

・令和元年度全国出場（陸上、洋弓、書道、放送、囲碁、地学、英語

ディベート、吹奏楽） 
・令和２年度全国出場（囲碁、百人一首、美術、英語ディベート、陸
上） 

・令和２年度科学の甲子園全国大会総合第３位 
・令和３年度全国出場（陸上、漕艇、囲碁、美術、百人一首） 
・令和４年度全国出場（陸上、漕艇、洋弓、囲碁、芸術部美術班、百

人一首、放送、吹奏楽） 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立浜松西高等学校 

 

〒432-8038 
静岡県浜松市中区西伊場町 3-1 

TEL 053-454-4471 
FAX 053-454-2574 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsunishi-h/home.nsf  

学校紹介  
大正 13年、静岡県立浜松第二中学校として開校。令和６年度に創立百周年を迎える。校訓は「知：高い知性」「仁：豊かな心」「勇：たく
ましい力」であり、これらの資質を有し、調和のとれた人材を育成することを目標に教育活動を行っている。卒業生に多くの著名人が名

を連ね、ノーベル物理学賞受賞の天野浩先生もその一人。県内に３校しかない公立中高併設校の一つ。高校から入学する生徒は熱心に学
習、部活動に取り組み、学校に大きな活力を与えている。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
盛大な「学校行事（彩西祭、コーラスコンクール、体育祭）」 

全国レベルの「部活動」 
土曜午前の「サタデークラブ」 
制服の「完全自由選択制」 

浜松市の企業と課題解決型の探究活動を行う「フィールドスタデ
ィ」、各自が設定したテーマについて探究する「アカデミックライ
ティング」を中心とした「浜西探究プログラム」 

（県教委「イノベーション・ハイスクール」指定校） 

令和元年度・国民体育大会 陸上競技少年女子共通 800m 準優勝 

・野球部 21世紀枠静岡県推薦校（秋季県大会ベスト８）  
令和３年度・全国高等学校総合体育大会 出場 
       ボート 男子ダブルスカル 準優勝 

           女子ダブルスカル  ３位 
    陸上競技  水泳  男子テニス  
・全国高等学校文化祭等 出場  

            囲碁  将棋  百人一首  美術  弦楽  国際文化 
令和４年度・全国高等学校総合体育大会 出場 
       陸上競技  水泳  ボート 

     ・全国高等学校文化祭 出場  
       将棋  百人一首 

 

 

 

 

普 通  
理 数  

 

静岡県立浜松南高等学校 

 

〒432-8056 
静岡県浜松市南区米津町 961 

TEL 053-441-1486 
FAX 053-442-0148 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsuminami-h/home.nsf 

学校紹介  

本校は、浜松市内では唯一の理数科を設置した全日制の高校です。生徒は、それぞれの進学希望実現を第一の目標としながらも、本校の校

訓「最善を尽くそう」をモットーに、勉学のみならず、部活動や学校行事にも打ち込み、充実した学校生活を送っています。かけがえのな
い高校３年間、生徒一人ひとりが「最善を尽くした」と言って卒業できる学校、それが南高であり、私たち教職員は全力で生徒諸君を支援
します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
アカデミックハイスクール（県事業 visionary walker(明快なヴ

ィジョンを持って歩む人)育成事業、R3～R5） 
コアスクール（学力向上 H30～R2） 
サイエンススクール（県事業） 

東京大学教養学部と生産技術研究所が行っている「高校生のため
の金曜特別講座」に県内唯一選ばれる（H27） 
SDGs探究活動、浜松市や企業の取り組み 

浜松地区唯一の理数科設置校（H15～） 

令和４年度全国高等学校総合体育大会 女子棒高跳出場 

令和３年度Ｕ20日本陸上競技選手権大会 女子棒高跳第２位 
令和３年度全国高等学校総合体育大会 女子棒高跳第４位 
令和３年度全国高等学校総合文化祭 放送部門アナウンス優秀賞 

平成３年度 NHK 杯全国高校放送コンテスト テレビドキュメント部門
出場 
令和２年度全国高等学校陸上競技大会 男子棒高跳・女子棒高跳出場 

令和２年度全国総合文化祭 放送部門朗読 WEB出場 
平成 31年度全国総合文化祭 書道部門出場 
平成 30・31年度全国高等学校総合体育大会 女子棒高跳延べ 3名出場 
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普 通  

 

静岡県立浜松湖東高等学校 

 

〒431-1112 
静岡県浜松市西区大人見町 3600 

TEL 053-485-0215 
FAX 053-485-3947 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsukoto-h/home.nsf  

学校紹介  

本校は、昭和 42年に開校した 50年以上の歴史がある高校です。 

生徒たちは、「誠実・勤勉・礼節」という校訓のもと、緑豊かな自然に囲まれた落ち着いた環境の中で、授業や部活動に励んでいます。
部活動が盛んで、多くの部活動が県大会に出場しています。 
また、「自分から、自分らしく、自分の言葉で語れる生徒」の育成を目指し、課題解決型学習(Project Based Learning)により、探究力、

論理力や答えの出ない事態に耐え得る力を身に付けさせている学校です。 
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において「ソーシャルチェンジ」「コーポレー
トアクセス」の２つのプログラムを実施 

「伊豆ジオ・スタディーツアー」（Ｒ1,2）実施 
ＯＢ訪問（鎌倉市副市長・Ｒ１、静岡県警本部刑事部長・Ｒ1） 
浜松市長講話（Ｒ2） 

グローバルハイスクール（フェアトレードＲ3,4）実施 
こども学習支援「コトバショ」運営（Ｒ3,4） 

令和４年度 全国総体出場（ｱｰﾁｪﾘｰ:男子団体,男子個人）、東海総体出
場（陸上:男子 4×100m ﾘﾚｰ,男子個人 200m、ｱｰﾁｪﾘｰ:男子個人、水泳:

男子個人 50m自由形）、国体東海ﾌﾞﾛｯｸ大会出場（女子ﾊﾝﾄﾞ：選抜選手） 
令和３年度 全国高校選抜出場（ｱｰﾁｪﾘｰ:男子個人）、東海総体出場（陸
上:女子４×100m ﾘﾚｰ,４×400m ﾘﾚｰ,女子個人 100m,200m、ｱｰﾁｪﾘｰ:男子

団体２位,男子個人,女子個人） 
令和２年度 全国高校選抜出場（ｱｰﾁｪﾘｰ:男子個人）、全国高校陸上競
技大会出場（男子 100m３位、男子 200m２位） 

令和元年度 全国総体出場（陸上:男子個人 200m、ｱｰﾁｪﾘｰ:男子個人） 

１ 

 

 

普 通  
英 語  

 

静岡県立浜松湖南高等学校 

 

〒431-0203 
静岡県浜松市西区馬郡町 3791-1 
TEL 053-592-1625 
FAX 053-596-1487 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsukonan-h/home.nsf  

学校紹介  

昭和 58(1983)年開校で、今年度に 40周年を迎えます。JR舞阪駅より徒歩 10分と交通至便でありながら浜名湖と「湖南の森」に囲まれた

自然豊かな環境に恵まれた高校です。県内公立高校で唯一の英語科設置校で、英語教育や国際交流・異文化理解・多文化共生教育に積極
的に取り組んでいます。地域の進学校として、授業や課外授業等での丁寧な指導を通して、確かな学力の育成に取り組んでいます。部活
動も盛んで、毎年多くの部活動が県大会以上に進出しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
姉妹校のイギリス・ヘンドン校との相互派遣交流 
英語科 1 年の英語合宿（サマーセミナー）と 2 年のオーストラリ
ア語学研修旅行 

近隣の南米系外国人学校との交流 
英語集中プログラム（普通科・英語科） 
アカデミックハイスクール（令和３年度～令和５年度）県指定 

 ・高大連携の推進（地元の国公立大学） 
 ・課題解決型学習の展開 
 ・防災教育の推進 

令和４年度 全国高校総体（ボート女子舵手付きクォドルプル） 
第 46回 全国高校総文祭（囲碁、写真） 
第 46回 文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会 男子個人の部 

令和３年度 全国高等学校選抜ボート大会（女子舵手付きクォドルプ
ル） 
令和３年度 全国高校総体（ボート女子シングルスカル、女子舵手付き

クォドルプル） 
第 45回 文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会 男子個人の部 
第 45回 全国高校総文祭（囲碁） ５位 

令和２年度 全国高等学校選抜ボート大会（女子舵手付きクォドルプル） 
令和２年度 WEB全国高校総文祭（美術・工芸(アクリル)) 

 

 

 

 

普 通  
芸 術  

 

静岡県立浜松江之島高等学校 

 

〒430-0844 
静岡県浜松市南区江之島町 630-1 
TEL 053-425-6020 
FAX 053-425-6026 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsuenoshima-h/home.nsf 

学校紹介  

本校は西部地区公立高校唯一の芸術科と普通科が併設する高校です。さらに芸術科は音楽専攻と美術専攻に、普通科は２年生からアカデ
ミークラスとキャリアクラスに分かれ、専門的な知識と高度な技術技能を身につけることが出来ます。 

校長室前の廊下には美術専攻生徒が制作した作品がたくさん飾られ美術館さながらです。入学式の吹奏楽部の演奏は心地よく、安定感の
ある演奏を聴くことができます。校歌紹介では合唱部が澄んだ歌声を披露してくれます。芸術関係の施設も整い、正門右手の芸術棟（音
楽館）にはピアノが設置されたレッスン室が 15部屋もあります。美術室も日本画、油絵、デザインなどの部屋に分かれています。高校と

は思えないほど芸術を学ぶ環境が充実しています。 
普通科には「アカデミー」と「キャリア」のクラスがあります。「わかる」授業に主眼を置く共通科目に加え、アカデミークラスは進学に
必要な科目を多く選択することができ、キャリアクラスは商業や家庭、芸術などの科目を選択することができます。また、２年生ではキ

ャリアクラスもアカデミークラスもインターンシップに参加します。普通科では大学進学から就職まで幅広い進路に対応したきめ細かな
進路指導を行っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
実社会との接点を重視した課題学習型学習プログラムに係る実践

研究（令和４年度文部科学省） 
プロフェッショナルへの道「産業界との連携進化事業」 
＜芸術科＞（令和３年度～） 

インターンシップ・職業インタビュー等のキャリア教育 
チューター制による面接指導・進路指導 
校歌の混声三部合唱 

芸術科発表（音楽：卒業・修了演奏会、美術：卒業・授業作品展） 
輝潮祭(文化祭)での「アートアタックライブ」(ダンス部、吹奏楽
部、合唱部、弦楽部、美術部による合同パフォーマンス) 

防潮堤見学(１年生)と垂直避難に特化した地震防災訓練 
外国人生徒未来サポート事業(外国人生徒選抜入学生) 
芸術科校外学習(芸大模擬授業、静岡県立美術館でのデッサン等)

とＩＣＴ機器による作曲・映像製作実習 

美術部 石田千沙都 第 44 回全国高等学校総合文化祭高知大会美術・

工芸部門(工芸作品)出品（令和２年度） 
芸術科 本目ゆう 全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール全国大
会出場（令和２年度） 

芸術科 内藤結月  全日本ジュニアクラッシック音楽コンクール全国
大会出場（令和２年度） 
合唱部 ふじのくに芸術祭 2020（音楽・舞台芸術部門合唱コンクール）

芸術祭賞（令和元年度） 
吹奏楽部 日本管楽合奏コンテスト全国大会出場（令和元年度・令和３
年度） 

弦楽部 第 45 回全国高等学校総合文化祭和歌山大会器楽・管弦楽部門
出場(令和３年度) 
合唱部 第46回全国高等学校総合文化祭東京大会合唱部門出場(令和４

年度) 
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情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ  
総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ  
普 通 

 

静岡県立浜松東高等学校 

 

〒431-3105 
静岡県浜松市東区笠井新田町 1442  

TEL 053-434-4401 
FAX 053-435-0620 

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

学校紹介  

浜松市内唯一の商業科（情報ビジネス科・総合ビジネス科）と普通科を併置した学校としての特色を生かし、校訓「学ぶ術を学ぶ」の
もと、進学から就職までの生徒の多様な進路希望に対応したキャリア教育や充実した学校行事、部活動を通して、生涯にわたって学び

続ける基盤となる力をつけるとともに、自立心と思いやりの心を持ち、地域や社会の発展に貢献できる人材の育成を目指しています。
令和２年度に学校創立 50周年を迎えた。部活動も盛んで多くの部活動が県大会以上の大会に出場しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

地域イベントやボランティアに積極的に参加 
ビジネス実習（インターンシップ）の実施 

（３年情報ビジネス科・３年総合ビジネス科） 
海外修学旅行（シンガポール）の実施 
（２年総合ビジネス科、令和３年度はオンラインでシンガポール

の学校と交流学習） 
高大連携事業の実施 
（令和４年度は大学教員による模擬授業を複数実施） 

令和４年度第 69回全国高等学校ビジネス計算競技大会出場 
令和３年度全国高総文祭（写真部門）(４年連続出場) 

第 14回日本高校ダンス部選手権 DANCE STADIUM Web 大会 
  ILL TIGHT 優勝   DUDE TIGHT 6位 
令和３年度第 68回東海高等学校総合体育大会水泳競技 

 男子 200mバタフライ出場 
 女子 200m個人メドレー出場 
令和３年度第６回東海ビーチバレー選手権大会出場 

 

 

 

 

総 合  

 

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-h/home.nsf 

学校紹介  

多様な教科・科目を開設し、生徒一人ひとりの進路に対応しています。１年次に「産業社会と人間」を学習し、進路選択を見据えたキャ

リア教育を実施します。２年次からは、各系列の特色ある科目の中から、自分の進路に合わせた科目を選び、学習します。探究活動や資
格取得等に積極的に取り組みます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
探究活動（２、３年次：自己の興味ある分野で継続した探究活動） 
地域活動（学校周辺の美化及び清掃活動、環境調査） 
交流活動（幼稚園・小学校・福祉施設・地場産業・地元企業） 

商品開発（バナナスイーツ、パン） 
海外交流（台湾の高校とのオンライン交流） 
保育及び介護体験実習 

その他（黒米の栽培実習、系列間連携による商品開発） 

令和３年度インターハイ出場(ボート男子舵手付きクオドルプル) 
令和３年度日学・黒板アート甲子園(黒板の部） 
最優秀賞（美術工芸部） 

令和３年度日学・黒板アート甲子園(白板の部） 
最優秀賞（美術工芸部） 
令和元年度、平成 30年度総合文化祭（美術工芸部）出場 

第 17回全日本年賀状大賞コンクール（版画）高校生の部 大賞 
令和元年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技（農業）優秀賞 

 

 

 

 

機 械 電 気 
情報技術  建 築 
土 木 ｼｽﾃﾑ化学  
デザイン  理数工学   

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 053-436-1101 
FAX 053-437-9988 

h t t p s : / / w w w . h a m a k o - t h s . e d . j p / 

学校紹介  

浜松工業高等学校は浜松市北区初生(はつおい)町にあります。屋上に青い文字で校名を書いた看板が見えます。 
浜松市内だけではなく、菊川市・掛川市・袋井市・磐田市・湖西市から通学してくる生徒もいます。 

本校には、システム化学科・デザイン科・建築科・土木科・機械科・電気科・情報技術科・理数工学科の８学科があります。全国的にみて
も、これだけ多くの学科を設けている工業高校はほとんどありません。このことは、工業高校を目指す生徒にとって、自分にあった学科を
選ぶのに役立っています。 

全校生徒の人数は令和４年度現在 1,066人です。 
特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

本校では全学年、食堂にて給食を提供しています。 
令和元年度より５年間文部科学省スーパーサイエンスハイスクー

ル(Ⅱ期)に指定されています。 
台湾の台中市立沙鹿工業高級中等学校と姉妹校提携しています。 

令和元年度 スーパーコンピューティングコンテスト全国優勝 
令和２年度日本管楽合奏ｺﾝﾃｽﾄ A 部門、令和３年度ｼﾞｭﾆｱ打楽器ｱﾝｻﾝﾌﾞ

ﾙｺﾝｸｰﾙ全国大会出場 
令和３年度全国高等学校柔道選手権大会男子 60kg級出場 
令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技女子砲丸投第３位 

令和３・４年度若年者ものづくり競技大会全国大会出場 
令和４年度全国高等学校総合体育大会出場(陸上競技部) 
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機 械  
電子機械   
電 気  
電 子   

静岡県立浜松城北工業高等学校 

 

〒430-0906 
静岡県浜松市中区住吉 5-16-1 

TEL 053-471-8341 
FAX 053-471-4662 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsujohoku-th/home.nsf  

学校紹介  
明治 30 年に創立された、浜名郡蚕業学校に端を発し、戦後、浜松農工高校を経て昭和 39 年から工業高校として歴史を重ねています。本
校は、校訓「誠実・勤労」、「地球にやさしいエンジニアの育成」を合言葉に、責任を自覚し、社会の発展に寄与する人材を育成しづづけ
てきました。就職率 100％、各種資格取得を目指し、部活動も盛んな学校です。卒業生は、県西部地域の有力企業に就職し、若い力で邁進

する生徒の活躍に定評があります。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
「地球にやさしいエンジニアの育成」を合言葉に環境教育を推進。
年間 35時間の環境ボランティア等の活動に取り組んだ生徒には単
位認定を行う 

資格取得（各種検定へチャレンジ）技能検定、電気工事士など  
就職率 100％（求人倍率 13.5倍、指定校求人は 3.9倍） 
信頼できる教員 85％以上 

文部科学省事業「マイスター・ハイスクール」採択校～「やらまい
か精神を取り入れた浜松型デジタル人材の育成」を目指します。 

第 13回若年者ものづくり競技大会電気工事部門（全国大会）銀メダル 
高校生ものづくりコンテスト全国大会電子回路組立て部門 3位 
R3,4全国総体(体操男子団体,女子団体) 

R4東海高校総体体操競技大会 男子団体総合５位、女子団体総合３位 
H29全国総体（陸上競技男子ハンマー投) 
第 19回中部の未来創造大賞大賞 

第 21回日本情報オリンピック全国大会 

 

 

 

 

商 業  
情報処理   

 

静岡県立浜松商業高等学校 

 

〒432-8004 
静岡県浜松市中区文丘町 4-11 

TEL 053-471-3351 
FAX 053-475-2109 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsu-ch/home.nsf  

学校紹介  

「誠実・勤勉・敬愛」の校訓のもと、県西部の商業教育の伝統校・包括的拠点校として、グローバルな企業・大学・行政等との連携を深

め、商業４分野や特別活動・部活動等を軸に据えた課題解決型学習を通して、国内外で活躍したり、広く社会や地域に積極的に参画した
りする、将来を担っていく人材の育成を目指しています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
授業、部活動、学校行事に力を入れています。 
いずれの部活動も全国大会出場を目指して活動しています。 

「人を大切にします。学び続けます。地域に貢献します。」（浜商三
訓）を力強く実践することにより、学ぶこと働くことを尊び、人を
大切にする態度と高い志を持ち、生涯にわたって学び続けること

のできる生徒の育成を目指しています。 
多様な希望に沿うことのできる就職・進学実績があります。 
卒業後にも進路実現をサポートしてくれる「鮭の会」があります。 

歴史と伝統のある学校なので、多くの OB・OGからの支援を頂けま
す。 

令和４年度 運動部【陸上競技･男子ソフトテニス･女子ソフトテニス･
水泳(競泳･飛込)･女子柔道】 

文化部生産部【珠算電卓<電卓団体･個人優勝>･簿記･実務競技（ワ
ープロ）･放送･英語スピーチ(全商主催)】 

令和３年度 運動部【陸上競技･男子ソフトテニス･女子ソフトテニス･

女子卓球･アーチェリー･水泳(競泳･飛込)】 
文化部生産部【珠算電卓<電卓団体優勝>･実務競技（ワープロ）

簿記･･調査研究･吹奏楽(マーチング)】 

令和２年度 運動部【陸上競技(男子駅伝)･女子卓球･アーチェリー･総
合(ゴルフ)】 

文化部生産部【吹奏楽･実務競技(英文ワープロ)】 

 

 

 

 

普 通  

 

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 053-586-3155 
FAX 053-586-0740 

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

学校紹介  

創立 110年目の伝統校です。「文武両道」「躍進浜名」を合言葉に、高き志の育成と進路実現に力を注いでいます。教育目標は「高きを求め
て文武両道に励み、『かがやく知性、細やかな感性、強い意志、たくましい体』を有する『志を持った心豊かな人間性』の育成」。 

１学年９クラスのうち、特進２クラスを設置し、朝や放課後、土曜日の課外授業をはじめ、よりレベルの高い学力向上への機会も設けられ
ています。運動部、文化部の活動に加え、読書活動、表現活動等の文化的教育にも力を入れ、校内が文化の薫りとスポーツによる活気に包
まれるなど、生徒それぞれが得意分野で才能を伸ばす環境が整えられています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

「文武両道」（勉学と部活動の両立、全国で競う部活動） 
自己と社会の未来を創造するための探究活動 
特進クラスの設置等、一人ひとりの進路希望に合わせたコース選

択と丁寧な個別指導 
30 人以上の本部役員がリードする活力ある生徒会活動及び学校行
事 

充実した教育環境（３階建て校舎、２つのグラウンドと２つの体育
館、50Mプール、普通教室プロジェクター設置等 ） 
笑顔とあいさつが飛び交い、明るく活気のある学校生活 

令和４年度 全国総体（陸上競技個人３種目、剣道男子個人女子団体、 
       女子ソフトテニス個人２組、水泳女子リレー２種目） 
      全国総文祭（写真） 

令和３年度 全国総体(陸上競技,女子ソフトテニス,水泳) 
      全国総文祭(美術・工芸(デザイン),書道,写真) 
令和２年度 全国選抜(剣道女子団体,吹奏楽) 

      WEB全国総文祭（美術・工芸(デザイン),書道,写真) 
令和元年度 全国総体(水泳男女 15種目),全国選抜（剣道女子団体） 
      全国総文祭（吹奏楽,写真） 
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普 通  

 

静岡県立浜北西高等学校 

 

〒434-0003 
静岡県浜松市浜北区新原 4175-1 

TEL 053-587-1135 
FAX 053-586-1603 

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

学校紹介  

浜松市浜北区に、昭和 54年に開校しました。 
「自己を拓く」の校訓のもと、国際理解教育や地域連携、キャリア教育に積極的に取り組み、４年制大学進学から就職まで幅広い進路に対
応しています。進学については特進クラスを設置し、進学補習や「100時間チャレンジ」と名付けた自学自習の取り組み等実施しています。

部活動も盛んで、毎年多くの部が県大会以上に進んでいます。グラウンドが広く、施設・設備も整っています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

グローカル・ハイスクール（令和３年度～）県指定 
コアスクール（学力向上 平成 30年度～令和２年度）県指定 

留学生の受け入れ（アメリカ、タイ、インドネシア、イタリア、な
ど） 
タイ王国シリントン学校との交流 

台湾の高校生とのオンライン交流会 
常葉大学との高大連携 

令和４年度 全国高校総合文化祭（写真） 特別賞 
令和３年度 日本クラシック音楽コンクールフルート部門  

      フルート部門（吹奏楽）東海地区１位 出場 
令和２年度 WEB全国高校総合文化祭（書道） 文化連盟賞 
令和元年度 全国高校総合文化祭（書道） 文化連盟賞 

令和元年度 高校生国際美術展（書の部） 奨励賞、佳作 
令和元年度 国際高校生選抜書展 入選 
平成 30年度 全日本競歩輪島大会 高校男子 5km・１位 

 

 

 

 

 

普 通 
産業マネジメントⅠ（農業） 
産業マネジメントⅡ（工業） 
産業マネジメントⅢ（商業）  

静岡県立浜松湖北高等学校 

 

〒431-2213 
静岡県浜松市北区引佐町金指

1428 

TEL 053-542-0016 
FAX 053-542-1466 

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

学校紹介  

浜松湖北高等学校は平成27年４月に、引佐高等学校、気賀高等学校、三ヶ日高等学校を再編整備して開校、本年度８年目を迎えました。
これまで３校が地域で果たしてきた役割と伝統を受け継ぎ、生徒一人一人の個性を大切にした多様な教育活動を展開しています。本校は、
普通科と３つの専門学科を併置するという、全国的にも珍しい特色を生かし、新しい時代に対応した教育活動を実現するとともに、「豊

かな教養」と「確かな勤労観」を持った、地域社会の発展に貢献する人材の育成を目指します。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

普通科、産業マネジメント科の枠を超えて連携して湖北MAGIC株式
会社（模擬会社）を経営しています。社員は全校生徒、取締役社長

や会社役員も生徒が務め、生徒主体で経営していることが最大の
特徴です。企業や佐久間分校と連携して「青春かりんとう」の商品
開発・宣伝・販売、校内で栽培したミカンを使った「みかんマフィ

ン」の商品化、本校マスコットキャラクター「こほくま」が入った
学校オフィシャルグッズの商品開発、金指駅クリーン＆イルミネ
ーション活動などの地域活性化の活動を行っています。 

平成30年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技優秀賞 

令和元年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技優秀賞 
令和２年度県学校農業クラブ連盟分野Ⅱ類最優秀賞 
     （日本学校農業クラブ全国大会・中止） 

令和３年度日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技優秀賞 
令和４年度県学校農業クラブ連盟分野Ⅰ類最優秀賞 
     全国高等学校総合体育大会（剣道女子個人） 

     県高等学校総合体育大会（男子バレー）準優勝 
令和元年度から柑橘農場のＪＧＡＰ認証を継続取得 

 

 

 

 

普 通  

 

静岡県立浜松湖北高等学校佐久間分校 

 

〒431-3908 
静岡県浜松市天竜区佐久間町中部 683-1  

TEL 053-965-0065 
FAX 053-965-0355 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/sakuma-b/home.nsf  

学校紹介  

山と川、大自然に囲まれた“人がぬくとい町”佐久間で、優しく真面目で素直な生徒が、授業・生徒会・部活動で輝きながら学んでいま
す。校訓「誠実」のもと、少人数の良さを生かし、個性や学習ニーズにきめ細やかに対応した教育で、就職から大学進学まで幅広い実績

を残しています。地域・行政・大学と連携しながら地域の歴史や文化、産業を学び、課題解決を主体的に計画、実践する学校設定教科「地
域」など、ここでしかできない学びがあります。また、寄宿舎「啓成寮」等を活用し、リスタートを目指す生徒も元気に学んでいます。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
浜松湖北高校本校と連携した学習指導・進路指導・商品開発 
(県指定オンリーワン・ハイスクール事業) 

少人数教育を生かしたきめ細やかな指導 
学校設定教科「地域」、遠隔授業、ゴルフ等の特色ある授業 
連携型中高一貫教育（水窪中・佐久間中） 

準絶滅危惧種の保護活動、害獣対策、わな猟狩猟免許取得 
ドローン等を活用した地域の魅力発信 
「佐久間若者サミット」を中心とした講師による「生き方」教室 

TEDxHamamatsuで講演（YouTubeで全国配信）（2019年度） 
まちむらリレーション市民交流会議で実践報告（YouTubeで全国配信）

（2020年度） 
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普 通  

 

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 053-594-1515 
FAX 053-594-6180 http://www.edu.pref.shizuoka.jp/arai-h/home.nsf  

学校紹介  

新居高校は、平成 30年に創立 90周年を迎えた、伝統と歴史のある学校です。地域社会との信頼関係を大切に歩み続け、普通高校であり

ながらも充実した就職実績を誇っています。２学年からは６つのコースに分かれ、自身の興味や関心に応じて授業を選択することができ
ます。年間を通じて学校行事がおかれ、ホームルームの仲間と充実した高校生活を送ることができるでしょう。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  
進路に応える６つのコース（工業・スポーツ・教養・福祉・文系・

理系） 
充実した学校行事 
潮祭・海岸清掃・体育大会・球技大会・インターシップ・修学旅

行・百人一首大会・遠足・野球応援・保育体験実習 
手厚い進路指導と盤石な就職実績 就職先決定率 100％ 

国民体育大会ボート部女子舵手付きクォドルプル 優勝 

全国総体(水泳（飛込）)男子飛板飛込８位 
全国高校選抜ボート部男子ダブルスカル７位 

 

 

 

 

普 通 

 

浜松市立高等学校 

 

〒432－8013 
静岡県浜松市中区広沢 1 丁目 21-1  

TEL 053-453-1105(代) 
FAX 053-452-9478 

https://www.city.hamamatsu-szo.ed.jp/ichiritsu-h/  

学校紹介  

本校は明治 34 年静岡県浜松高等女学校として浜松市元城に創立し、昨年、創立 120 周年を迎えまし
た。浜松市の女子教育を担う伝統の中、平成 17 年からは男女共学となり、「誠・愛・節」の校訓と文
武両道の教育方針、「チームいちりつ」のスローガンのもと、地域の伝統校として浜松を支える人材を
輩出しています。  

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

・「浜松市総合講座」を総合的な探究の時間として開設。 

大学、浜松市役所と連携し「浜松市政策提言」を実施。1 年次の

ビブリオバトルでは、全国大会出場者も輩出している。 

・1300人収容の大講堂など充実した設備。 

・盛大な学校行事（萌葱祭・体育大会・郊外走他）の実施。 

・土曜補習・図書館開放など学習サポートの充実。 

・全国レベルの多くの部活動。 

令和４年度 日本選手権 女子 1500m走 第 10位 

令和４年度NHK杯全国放送コンテスト テレビドキュメント部門入選、

アナウンス部門入選 

令和４年度全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクール  文部科

学大臣賞（第１位） 

・過去５年間で全国大会・コンクール出場部活（個人を含む）は、陸上
競技部、ソフトボール部、なぎなた部、男子テニス部、女子テニス部、
水泳部、弓道部、美術部、書道部、箏曲部、放送部、マンドリン部、吹

奏楽部など。毎年約 1/5の生徒が全国大会等へ出場している。 

 

 

 

 

普 通 

 

静岡県立湖西高等学校 

 

〒431-0431 
静岡県湖西市鷲津 1510-2 

TEL 053-575-0511 
FAX 053-575-0975 

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

学校紹介  

湖西高校は、湖西市の浜名湖を望む静かな環境にあり、生徒が落ち着いて勉強や部活動に励むことのできる環境が整っています。県内で
トップに入る広さのグラウンドがあり、部活動が盛んです。丁寧に指導してくれる先生方の下で、就職に進学にと生徒たちは自分の進路

目標に向けて日々頑張っています。また、令和３年度から、「地域とともにある学校」への転換を図るための「コミュニティスクール」と
自ら考え、実践し、地域・社会に貢献する人材を育成する「グローカルハイスクール」の指定をそれぞれ受け、地域密着型の学校づくりを
進めています。 

特色ある活動  全国的な実績（過去５年間）  

外部講師活用講座「就職力アップ講座」「英語力アップ講座」 

特色ある部活動(パソコン部「ｅ-スポーツ・ドローン」教養部「三
味線」) 
コミュニティスクール（R3～） 

グローカルハイスクール（R3～） 
企業・行政機関・学校・自治会等、地域と連携した取組 
各教科の時間を活用した「湖西学」の研究 

総合的な探究の時間を活用した「湖西検定」の作成 
芝生グラウンドでのプロゴルファーによるゴルフ授業 
 

令和３年度 第 31回日本クラシック音楽コンクール（室内楽･アンサン 

ブル部門） 
令和２年度 第 44回全国高等学校総合文化祭 「2020こうち総文」文 

芸部門(詩) 

平成 30 年度 全国高校総合体育大会(ヨット女子レーザーラジアル級
優勝) 

平成 29年度 全国高校総合体育大会（柔道男子個人出場) 
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