
静岡県立高等学校のスクール・ミッション

学校名 全日制

下田
賀茂地域における高校教育の伝統的拠点校として、知・徳・体の人間教育と地域連携による課題解決型学習を通して、将来の日本や地域を支え、導いて

いく人材の育成を目指す。

南伊豆分校
賀茂地区における唯一の専門高校（園芸科）として、小規模校の強みをいかし、生徒が主体的に地域連携活動やキャリア形成に取り組む教育を通して、

地域社会を支え、貢献する人材の育成を目指す。

松崎
西豆地区における唯一の連携型中高一貫教育の高等学校及び伊豆の国特別支援学校伊豆松崎分校と連携し、「共生・共育」を実践する高等学校として、

少人数で生徒一人ひとりに寄り添った多種多様な教育を通して、自他を大切にし、社会や地域に積極的に参画し貢献する生徒の育成を目指す。

稲取
地域に根差した地域と共にある高校として、多様な進路希望に応じた少人数教育と、地元行政や企業、地域で活動する大学等との連携・協働学習を通し

て、自らの将来を切り拓く力と、東伊豆地域の今と未来に主体的に関わり、地域社会に貢献できる人材の育成を目指す。

伊豆伊東 東豆地区の高校教育の拠点として、個に応じた新しい時代の学びに対応した教育活動を展開することで、未来を創造する人材の育成を目指す。

熱海

東伊豆・田方地域の教育力を活かして生徒を育て、生徒の活力を地域の活性化に生かすオンリーワンハイスクールとして、地元自治体や企業等と連携し

た探究活動や教科横断的な学習等の多彩な学習経験を通して、生徒の自己肯定感・有用感を高め、地域社会に積極的に参画し貢献する人材の育成を目指

す。

伊豆総合
県内唯一の総合学科と工業科の併設校として、「課題解決学習」や「ものづくり」など生徒一人一人の個性を大切にした多様な体験的・実践的な学習を

通して、地域の産業・文化・歴史を理解し、その発展に貢献できる人材の育成を目指す。

土肥分校
小規模校ならではの手厚い指導のもと、一人ひとりが主役となり輝く学校として、西伊豆地域の自然環境を生かした体験活動を通して新しい自分を発見

し、自己肯定感と自己有用感を育むことで自信を持って社会にはばたく生徒の育成を目指す。

韮山

古い歴史と伝統で培われた校訓「忍」の精神と自由闊達な校風のもと、高い進学実績を残す東部・伊豆地域のリーダー校として、地域の歴史や環境など

の課題探究型学習などを取り入れた普通科・理数科教育の実践や海外研修などのグローバル教育を通して、地域にねざして国際社会で活躍するグローカ

ルリーダーとして将来の国家・社会を担い、人類の発展に貢献する人材の育成を目指す。

伊豆中央

地域のリーダ的人材育成を目指し、大学等さらなる高度な教育での学びに向かう資質・能力、意欲を育成する学校として、「明るく　正しく　たくまし

い」の校訓のもと、地域連携等の学校内外の多様な人々との協働的な教育活動を通して、自己を鍛え健全で逞しい精神を身に付け、自信と誇りを持って

社会や地域を支え導く人材育成を目指す。

田方農業

静岡県東部地域における農業教育の拠点校として、校訓『誠実・勤勉・自治』の下、動植物を介在した特色ある学びと、共生・共育の実践を通して、幅

広い教養を身につけるとともに、人間愛に満ちた豊かな心を育て、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有為な人材の育成を目指

す。

三島南

三島・田方地区の中央に位置する、地域に根差した全日制普通科高校として、課題を発見し（知）、他者と連携・協力しながら（仁）、課題解決に向け

て行動する（勇）力を身に付ける教育を通して、校訓「自覚」に象徴される、主体的に学んで自らの人生を切り拓き、地域に貢献する人材の育成を目指

す。

三島北

豊かな人間性と深い教養の涵養を目的とする学校として、三島・田方地区の自治体や県内外の大学、企業、高校などとの連携のもと、自ら課題を設定

し、解決に向けチームで協働しながら取り組む探究活動を通して、国内外で活躍し、持続可能な社会の構築に貢献するイノベーティブなグローバル人材

の育成を目指す。

御殿場
三つの専門学科（工業科・商業科・家庭科）を併設する県内でも特色ある学校として、三学科併設の環境を生かし、自分の専門性を高めながら、他学科

の生徒と交流し、より深い教養と人間性を身につけることを通して、北駿地域の未来を創り支える人材の育成を目指す。

御殿場南

北駿の優れた若者を集め育成するという「鍾駿」の建学精神のもと、主体性と言語活動を重視した教科指導、SDGs探究学習やキャリア面談等で学習及

び進路意識の向上を目指すＣプロジェクト、協働する姿勢や粘り強さを育む行事や部活動等を通して、「知力」・「精神力」・「体力」・「人間性」を

兼ね備えた地域のリーダーとなる人材の育成を目指す。

小山
北駿地域の普通高校として、主体的な活動や多様な人々との協働による教育活動を通して、校訓「自尊」のもと、「いかなる時代にもたくましく生き抜

ける人間」の育成を目指す。

裾野

時代の要請の中で変化を続けてきた沼駿地区唯一の総合学科高校として、裾野市との連携協定締結のもとキャリア教育を重視し、系列の特色を踏まえ

て、地域や産業界等と連携し課題解決能力を高める取組を実行する。このことを通して自らの使命を自覚し高め、何事にも挑戦し社会の変化に柔軟に対

応できる行動力を育成する。さらに持続可能社会構築を掲げる地域に貢献できる人材育成を目指す。

沼津東
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、生徒の主体的な学びを支援して、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

の育成を目指す。

沼津西
沼駿地区の歴史ある伝統校として、普通科・芸術科併置校の特色を生かし、地域との協働による教育活動を通して、未来を切り拓き、より良い社会づく

りに参画する人材の育成を目指す。

沼津城北

校訓「自分を発掘せよ」「自分を偽るな」「あすのために鍛えよ」のもと、沼津市にある普通科高校として、先進的に取り組んできているアクティブ・

ラーニング型授業の実践を通して、知識基盤社会を生き抜く「学ぶ力」や「高い志」を持ち、自他の人権を大切にする「人間力」を備えた人材の育成を

目指す。

沼津工業
静岡県東部地区工業教育の拠点校として、企業･地域･高等教育機関等との連携教育や、ICT活用教育などの魅力ある授業づくりを通し、21世紀を生きる

有徳のエンジニアの育成を目指す。

沼津商業
県東部地域における商業高校としての伝統や実績を兼ね備えた拠点校として、販売実習「沼商屋」など校内外の関係機関と連携した実践的な活動、地域

課題を探究する活動及びビジネスマナー教育を通して、産業界及び地域社会を担う有為な人材の育成を目指す。

吉原

富士市内で開校が最も古く、普通科と国際科が設置されている伝統校として、校訓「正しく(Right)、強く(Strong)、明るく(Bright)」を具現化するため

の方策（RSB Strategy）とグローバルな視野で地域の課題解決に取り組む探究学習を通して、吉高Spirit*1を持って未来を切り拓く５つの力*2を身につ

けた人材の育成を目指す。

吉高Spirit*1: 「自分を信じる心」「相手を認める心」「社会の役に立とうとする心」

５つの力*2：①自己肯定力、②分析・思考力、③想像・想像力、④共生力、⑤表現・実行力

吉原工業

製紙産業・輸送機器関連産業・化学産業等、多様な産業が集積する工業都市の中にある、地元に根付いた工業高校として、技術革新を見据えた最先端の

工業教育と、ものづくり教育を通して、Society5.0を迎える世界に対応した、確かな知識と技術を身に付け、地域の発展に寄与できる人材の育成を目指

す。



静岡県立高等学校のスクール・ミッション

学校名 全日制

富士
県東部地区における高校教育の拠点校として、幅広い知識や教養の修得を基盤とした上で、物事を柔軟に捉えて解決策を導き出す探究的な授業や探究活

動を通して、国際社会や国内及び地域の発展に寄与するために、百尺竿頭の精神を失わず主体的に学び続ける各分野の先導的な人材の育成を目指す。

富士東

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

題に関心をもち、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

の育成を目指す。

富士宮東
富士・富士宮地区の普通科（普通コース・芸術コース）と福祉科を併置した地域と共に歩む伝統校として、学科やコースの特色を生かしたきめ細やかな

教育を通して、心身の健康・豊かな知性と感性・主体性を育み、地域貢献や目標実現のために努力し続ける人材の育成を目指す。

富士宮北

「覇気・信念・明朗」の校訓のもと地域で活躍する多くの人材を輩出してきた伝統校として、「文武両道」の精神で勉学と部活動に全力で取り組む教育

活動や、実践的な商業教育、富士山の恵みを活かした探究学習、地域と連携した国際理解教育などを通して、地域社会の発展に貢献できるグローカル

リーダーの育成を目指す。

富士宮西

富士宮市を代表する全日制普通科高校として、卒業後は大学等への進学によるさらなる高みを臨む生徒に対し、伝統ある校訓「志尚～知を求め　他を思

いやり　躍進せよ～」を令和時代に合わせて読み解き、「自分で考え、主体的に行動する力（＝Agency）」と「多様な価値観を理解し、課題を多面的

に見る力（＝Diversity of perspectives）」を培う教育を推進することで、将来地域のリーダーとして活躍し、世界に向けて富士・富士宮を発信できる

人材の育成を目指す。

富岳館
富士山の豊かな自然と文化に恵まれた、富士・富士宮地域で最も伝統があり、かつ新たな道を歩み続ける総合学科の高校として、生徒一人ひとりが主体

的に多様な学びを選択し、探究的に学習することを通して、地域社会の持続可能な発展に貢献し、たくましく生きる力を備えた人材の育成を目指す。

清水東
普通科と県内で初めて設置された理数科を併設する文武両道を目指す学校として、文理の枠にとらわれず、ＳＳＨ活動で培われる科学的思考力や探究心

を養う教育を通して、国内外で活躍し、社会にイノベーションを起こすリーダー人材の育成を目指す。

清水西

本校は、地域（清水区）と共に歩み、１１０年を超える歴史のなかで、地域の各機関と連携しながら、医療看護を中心に、地域を支える人材を多数輩出

してきた。令和の時代においても、多様な進路の実現が可能な学校として、生徒一人一人を尊重し、地域での様々な学びを通して、豊かな人間性と確か

な学力を身に着けた地域の未来を創生するグローカルリーダーの育成を目指す。

清水南
世界文化遺産のある三保の地で、普通科と芸術科を併置した県立中高一貫校として、表現活動や探究活動及び芸術教育を通じて、高い知性と豊かな感

性・表現力を備えたグローバル人材の育成を目指す。

静岡
本県における高校教育のフロントランナーとして、校訓「卬高」の精神の下、主体的に勉学に励み、何事にも探究心をもって課題解決を図る学習を通し

て、将来、国内外の様々な分野で活躍するグローバルリーダーの育成を目指す。

静岡城北
グローバル教育を推進する普通科・グローバル科併置の伝統校として、広い視野で地域の課題を発見し解決する探究活動を通して、将来のShizuokaを支

え、行動する人材の育成を目指す。

静岡東
卒業後多くが大学等に進学する静岡地区の文武両道の学校として、生徒一人ひとりの可能性を広げる個に応じた手厚い教育を通じて、自分に負けず、明

日を拓き、主体的に社会を作っていこうとする人材の育成を目指す。

静岡西

スポーツコースを有する普通科高校として、生徒一人ひとりの多様な学習ニーズや進路希望に応じた教育課程と主体的に学びを深めるための協働的な学

習の実践を通して、健やかな心身を育み、生涯にわたってスポーツを愛する心を育てるとともに、自分を信じ、相手を認め、社会の役に立とうとする心

を持って未来を生き抜くことができる人材の育成を目指す。

駿河総合
多様な学びを実現する都市型総合学科の高校として、主体性と個性を尊重しつつ他者と協働して学ぶ教育を通して、社会や地域に積極的に参画し貢献す

る人材の育成を目指す。

静岡農業

静岡県中部地区の３系列、５学科を有する全日制農業科専門高校及び静岡県の農業教育中心校として、「真実・自律・友愛」の校訓のもと、常に「生徒

と共に、地域と共にある」ことを目標に、実践的な農業教育を推進し、感謝の気持ちや思慮深さ、チャレンジ精神や創造力・想像力・実践力を持ち合わ

せた地域でリーダーシップが取れる人材の育成を目指す。

科学技術
進路実現を可能とする８つの専門学科を有する科学技術教育の拠点校として、大学や産業界との連携や技術技能系の資格取得等を通して、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の育成を目指す。

静岡商業

校訓「剛健進取」のもと、創立120年を超える歴史と伝統を誇る静岡県を代表する商業高校として、産・学・官との地域連携による「課題研究」などの

実学教育と課題解決型学習等の教育活動を通じて、地域を担うビジネスリーダーや知徳体のバランスのとれた社会性に優れた有為な人材の育成を目指

す。

焼津中央

高い目標を掲げて進路実現を目指す地域の中心的な高等学校として、校是「文武両道」の下、生徒の主体的な学びや学力伸長を支援する授業、積極的な

異校種間（中・高・大）連携事業による先進的な取組、工夫を凝らし体系化された進路指導などを通して、揺るぎない自己を確立し、社会や地域に積極

的に参画・貢献する「たくましく・たしかで・ゆたかな」人材の育成を目指す。

焼津水産
県内唯一の水産・海洋高等学校として、企業や行政、高等教育機関等との連携による「体験的・探究的な学習」、「高度で実践的な学習」を通して、未

来の地域産業を担い、地域の発展と活性化に貢献できる人材及び全国の水産業を牽引する人材の育成を目指す。

清流館
志榛地区において２つの学校の伝統と２つの学科（普通科と福祉科）を持つ、地域に根差した学校として、基礎基本を大事にした授業、持続可能性や地

域の課題に目を向けた探究学習や生徒主体の学校行事を通して、地域に生き、自他を敬い共に暮らし、地域社会に貢献する人材の育成を目指す。

藤枝東

校訓「至誠一貫」のもと、各方面に優秀な人材を多数輩出する志太榛原地区の拠点校として、文理を融合した教育課程の先進的な研究を進めると共に、

学ぶ意欲を高める授業と探究力を育む教育等の実践を通して グローバルリーダーとして、新たな価値を創出し、未来社会を切り拓いていく人材の育成

を目指す。

藤枝西

  校訓「自律　敬愛」のもと、キャリア教育を核として、人格の完成を目指し、地域、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。

藤枝北
地域に密着した志太榛原地区で唯一の公立全日制総合学科高校として、地域や企業等と連携した体験的・実践的・探究的な学びを通して、多様な人たち

と適切に関わり社会に貢献できる人材の育成を目指す。



静岡県立高等学校のスクール・ミッション

学校名 全日制

島田
専門的な学びのための高等教育に備える志榛地域の高校として、良き伝統、校風を継承発展させ、主体的な授業、充実した課外活動、学校行事を通し

て、新たな社会の形成者としての高い知性、豊かな感性、健やかな心身、多様な国際感覚を備え、地域社会に貢献できる人材の育成を目指す。

島田工業
静岡県中部志太榛原地区の工業高校として、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を目指す。

島田商業
志太・榛原地区の商業教育の拠点校として、身近な課題を発見し、解決に向けて主体的にチャレンジする教育活動を通して、地域社会で活躍できる生徒

の育成を目指す。

金谷
志太・榛原地区の普通科高校として、生徒の個性を伸長させ、困難や逆境に立ち向かう心（レジリエンス）を育成する教育を通して、地域創生や地域文

化の継承・発展に寄与する地域社会の未来を支える人材の育成を目指す。

志太榛原地区

新構想

令和に誕生したフレックスハイスクールとして、生徒一人ひとりの学習スタイルやニーズを尊重し、新しい時代に対応した教育を通して、グローバルな

視点を持って地域社会に貢献できる人材の育成を目指す。

川根
連携中学校、県内全域、全国から生徒が集う学校として、地元自治体、企業等との連携による探究活動や少人数指導などの教育活動を通して、未来を切

り拓く力（自律性・人間性・探究心）を備えた人材の育成を目指す。

榛原
地域に愛され、地域と生きる普通科・理数科併置校として、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す。

相良
牧之原台地の南に位置する自然豊かな普通科・商業科併設の地域密着型の高校として、課題解決学習やボランティア活動を通じた探究的教育を通して、

将来の地域社会を支えていくための自覚とビジョンを持った人材の育成を目指す。

掛川東
小笠掛川地区に位置する、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す。

掛川西
中東遠地区の理数科を併置する伝統校として、主体性・協働性・創造性・自己有用感を醸成する先進的な教育活動を通して、社会に貢献し未来を切り拓

く人材の育成を目指す。

掛川工業
中東遠地区唯一の工業高校として、「ものづくり」を軸にした様々な教育活動を地域及び産学官と共有することを通して、生徒の多様な進路に対応する

とともに、産業界の進歩発展に貢献しうる創造性豊かな技術者の育成を目指す。

横須賀
小笠・掛川地域に根差し、地域に密着した高校として、少人数指導で個性を伸ばし、主体的・実践的な教育を通して、地域に貢献し、地域の将来を担う

人材の育成を目指す。

池新田
御前崎市唯一の高等学校として、進学から就職まで地元生徒の多様な進路希望に対応し、グローカルな企業との連携による様々なキャリア教育を通し

て、自ら考え行動しながら、地域社会に積極的に参画し共創する人材の育成を目指す。

小笠
県内屈指の授業科目数を誇る総合学科高校として、生徒一人ひとりのニーズに対応した授業や、充実した探究的な学習・課題解決型学習を通して、地域

社会の未来を支え貢献しようとする人材の育成を目指す。

遠江総合

周智郡森町唯一の全日制総合学科の高校として、総合学科ならではの幅広い選択科目と系列学習、地域と協力したキャリア教育を軸とした教育活動を展

開し、困難な状況でも自らそれを乗り越える力を身に着け、多様な人々と協働して将来の地元地域社会に積極的に参加し、その発展に貢献できる人材の

育成を目指す。

袋井

磐周地区の地域に密着した全日制普通科高校として、校訓「自立・連帯・敬愛」のもと、教科学習だけでなく地域やグローバルについての探究活動やこ

れからの多様な学びを求める大学進学への対応を通して、生徒自らが主体的に活動し、他者と協働しながら、将来地元地域や国際社会に貢献する人材の

育成を目指す。

袋井商業
地域社会・地域経済を支える有為な人材を輩出してきた県下有数の伝統を誇る磐周地区の商業専門高校として、実践を伴う主体的な学びとビジネスマ

ナーを育む教育活動を通して、心身ともに健全でたくましく、「知・徳・体」のバランスが取れた人材の育成を目指す。

磐田南
校訓「質実剛健　真剣至誠　文武両道」の下、磐周地区の「学び」の拠点として、質の高い授業、生徒の自主性を尊重した学校行事や部活動を通して、

確かな学力と健やかでたくましい心身の育成を目指す。

磐田北
磐周地区における人間教育の伝統校として、校訓「優しく 逞しく 誠実に」のもと、多様な価値観や人との関わりの大切さを体験から学ぶ教育を通し

て、心身ともに健康なたくましさと未来を切り拓く実践力を持つ人物の育成を目指す。

磐田農業

静岡県西部地域における農業教育の拠点校として、校訓『高品性　重労働（品性を高うして、労働を重んずる）』の下、農業教育を基盤とした、各学科

における専門的で充実した授業・実験・実習並びにその学びを生かすための積極的な地域交流・地域貢献活動等を通して、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性あふれる人材の育成を目指す。

磐田西
普通科と総合ビジネス科を併設する生徒の多様な進路希望に対応する学校として、地域との連携に基き、グローバルな視点を取り入れた探究学習を通し

て、広い視野を持った地域・社会に貢献できる人の育成を目指す。

天竜
天竜地区における地域人財，専門人財育成の拠点校として，地域の企業，大学，団体等との連携・協働を通して，地域の自然や文化を愛し地域の発展に

貢献するとともに，自らの目標に向かって粘り強く努力し未来を切り拓くことができる人財の育成を目指す。

春野校舎

一人ひとりの生徒を大切にするとともに、生徒が「信頼」「信用」「安心」して学ぶことができる天竜・磐周地区の普通科高校として、個に応じた教

育、地域人材・企業・団体等との連携、協働による教育の推進を通して、夢や希望に向かって努力し自分らしく生きるとともに、人の役に立ち地域の文

化・産業を支える人材の育成を目指す。

浜松北
「自主独立」の精神のもと、向学心と向上心にあふれる仲間と切磋琢磨する学校として、授業や学校行事、部活動、キャリア教育や異文化理解教育等の

全教育活動を通して、広く世界的視野に立って人類の発展に貢献し得る「逞しい人材」の育成を目指す。

浜松西
進取の精神に富む国際都市浜松における、中高一貫教育及び高校教育の拠点校として、教育活動全体を通して、生徒に高い知性、豊かな心、たくましい

力を育み、社会貢献への高い志を持つ人材及び国際社会のリーダーとして輝く人材の育成を目指す。

浜松南
世界的企業の発祥地となった工業都市にある普通科・理数科を併置する高校として、大学・企業と連携しながら、高い学力と幅広い人間性を育む教育活

動を通して、社会に貢献しようとする志を持ち、最善を尽くして２１世紀に自らの人生を切り拓き生き抜く人材の育成を目指す。

浜松湖東

地域や社会の将来を担う人材の育成を図るために、地域社会が抱える課題の解決に向けた学びに重点的に取り組む浜松市西部の普通科高校として、生徒

自身が実際に様々な社会問題と向き合うことで、自分がどのような形で実社会と関わることができるかを体験を通して学んでいくことができる教育を通

して、論理力や答えの出ない事態に耐え得る力を身に付け、「自分から、自分らしく、 自分の言葉で語れる生徒」の育成を目指す。



静岡県立高等学校のスクール・ミッション

学校名 全日制

浜松湖南

静岡県西部地区の普通科・英語科を併設した、多文化共生を推進する拠点となる高校として、社会に広く目を向け、異文化理解を推進すると同時に、自

己探究と個性の確立を目指す教育を通じて、真理を愛し、国際感覚を備えた社会の有為な形成者として、たくましく未来を切り拓いていく人間の育成を

目指す。

浜松江之島
県西部地区の普通科・芸術科併置校の特色を生かし、多様な生徒の多様な進路希望を全力で応援する地域密着型の学校として、「わかる」授業の実践と

地域社会との接点を重視した探求学習を通して、知性と規律性、主体性を身に付け、地域社会の発展に貢献できる人材の育成を目指す。

浜松東

浜松市内唯一の商業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す。

浜松大平台

校訓「未来を拓く」のもと、キャリア教育を推進し、多様な進路希望に対応する充実した教育環境を有する浜松地区の全日制総合学科の高校として、３

年間を貫いた探究活動を柱としながら、６つの系列をはじめとする多様な学びの機会（教科・科目）を自ら選択し、教科横断的な視点・学力を獲得でき

る総合学科の強みを生かした教育を通して、コミュニケーション能力、様々な視野・感受する力、デザイン思考力等を身につけ、地域のリーダーとし

て、地域社会を支え、国内外で活躍できる人材の育成を目指す。

浜松工業

校訓「質実勤勉」を柱に、人間性豊かにして、勤労を尊び、知性と創造性に富む工業技術者を育成する学校として、確かな技術力と分野横断的な応用

力、そしてＳＳＨ(Super Science High school)での研究を通して、鍛え抜かれた実践力と科学に基づく思考力を身につけるためのカリキュラムを通じ

て、静岡県西部地域の製造業を支える人材にとどまらず、Society5.0で実現する社会を支える最先端科学技術者の育成を目指す。

浜松城北工 浜松地域に根差した工業高校として、地元企業と連携した教育を通して、社会で活躍できるスペシャリストの育成を目指す。

浜松商業

「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

の育成を目指す。

浜名

「高きを求めて文武両道に励む」百年を超える歴史と「明るく朗らか」な校風を有する北遠の普通科拠点校として、挑戦・探究による「未来創造プロ

ジェクト」などの「志」「学力」「豊かな人間性」を育む生きた教育を通して、自己と社会の未来を創造する「気概」「能力」「品徳」を持ち合わせ

た、時代をリードし幅広く活躍する人材の育成を目指す。

浜北西

校訓「自己を拓く」の下、主体性を育む多くの教育の機会を提供し、幅広い進路に対応する地域に根差した全日制普通科高校として、キャリア教育に国

際理解教育、地域連携・協働活動などを取り入れた探究的な活動を通して、グローバルな視野で、将来、地域社会（ローカル）で活躍できる能力と態度

を備えた人材の育成を目指す。

浜松湖北
校訓「志高く　未来を創る」の下、浜松北部地区において地域とともに歩む普通科・専門学科併置校として、地域の資源や人材の活用及び実践型の教育

活動を通して、地域社会の発展に貢献できる人材の育成を目指す。

佐久間分校
北遠地区(愛知県奥三河地区を含む)における生徒の多様な進路希望にこたえる全日制普通科高校として、丁寧で手厚い少人数教育と複数の学校や地域と

連携した教育を通して、誠実で地域や社会の中でより良く生きる能力や態度を持った人材の育成を目指す。

新居

全国有数の工業地域に立地し、100年近い歴史を有し地域を支える有用な人材を輩出してきた全日制普通科として、多様な生徒1人ひとりの個性と地域の

ニーズに対応したコース制による学習や、校訓「勉学」「礼儀」「積善」を教育実践に生かし、心身ともに健全で実践力と創造力を持った地域に貢献で

きる人材の育成を目指す。

湖西
湖西市に密着した「グローカルハイスクール」として、湖西市・市内各学校・地元自治会・企業との広く強い連携による探究活動、各教科の授業と楽し

い行事、充実した部活動を通して、様々な生徒一人ひとりの個性を伸ばし、自ら考え実践し、地域に貢献し、社会・産業を支える人材の育成を目指す。


