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校名・校章の由来
向陵高等学校は、八戸市田向に位置し、
東西を新井田と舘越・中居林のゆるや
かな丘陵にはさまれ、南に階上岳を望
むことが出来ます。
このように三方を丘陵に囲まれながら、
未来に向かって大きく伸びることを願
い、
『向陵高等学校』と命名されました。

進取
錬磨

敬愛

校 訓
その校名のもと、校訓と
して進取・錬磨・敬愛を
掲げ「健康な身体・豊か
な人間性・確かな実力」
の願いを校章の三つの葉
に込めています。

本校は、昭和51年11月24日、千葉学園高等学校普通科から独立、以来、41年の歴史と伝統を誇る「自由な校風と一人一人の個性を大切に
する」男女共学の普通高校です。
日本の人口は、現在、約1億2700万人いるといわれていますが、誰一人として同じ顔の人はおりません。それと同じように、一人一人がみん
な違う個性をもっております。すなわち、人間には、短所もあれば、長所もあります。不得意なものもあれば、得意なものもあります。私は、
短所を直す努力、不得意なものを克服する努力も必要ですが、それ以上に自分の長所、得意なものを伸ばす努力をする方が大切と考えてお
ります。長所を伸ばし、得意なものを磨くことによって、短所も不得意なものもみんな隠れてしまうものです。
中学生の皆さん、偉い人、有名な人になる必要はありません。本校で天から授けられた自分の命を大切にし、自分の個性を伸ばし、打ち込
めるものを見つけ、それに熱中し、一生懸命に努力することによって楽しい高校生活を送ってください。そうすることにより、世の中で役に立
つ大切な人に成長するのです。

チャレンジこうざ

C h al le ng e 講座
向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を養い、また広い視野を持つことにより一人一人の秘めた可能性を
自分の手で探し出すことを目的として開講しました。年間6講座あり、1講座を一日・6時間かけて実施します。各講座にはいくつかのコースがあり、自分の好き
なコースを選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかに自分を
表現できるか」です。
「私ってこんなことができるんだ」と驚いたり、今まで得られなかった充実感・達成感を味わうことができます。
「自分色」をどんどん出し
て、新しい自分を発見してみませんか。

勤労体験講座

Do it yourself 講座

（5 コース・5 月実施）

（6 コース・6 月実施）

●農園コース

●そばづくりコース

●花壇コース

●ドライフラワーコース

●きのこコース

●フェイクスイーツコース

●花畑コース

●木工工作コース

●八戸公園実習コース

●キャンドルクラフトコース
●ダッチオーブンクッキングコース

・木にドリルで穴を開け、シイタケとヒラタケの植菌をしたあとロウ
でふたをしました。今回植えたキノコが生えてくる頃には私たち3
年生は卒業していますが、元気に生えてきてくれると嬉しいです。
・午後の接客体験では、大型バッテリーカーを担当しました。担当
の方が接客のノウハウや様々なお客様に対応することの大変さな
どを教えてくださり、ためになりました。

・そばづくりは初めてだったので、麺が太かったり切れたりしまし
たが、味はおいしいと思いました。持ち帰り用も作ったので家で
両親に食べてもらったらおいしいと喜んでいました。
・ダッチオーブンでピラフとコンソメスープ、グリルチキンを作り
ました。火おこしが思ったより難しく、みんなで協力してうちわ
で扇ぎました。話したことのない先輩とも会話でき、仲良くでき
たのでよかったです。

Letʼs sport ① 講座

ボランティア講座

（3 コース・8 月実施）

（5 コース・9 月実施）

●パークゴルフコース

●老人ホーム・福祉施設コース

●フィットネスコース

①修光園（十日市）

●トランポリンコース

②修光園（田向）

・最初はバランスがとれずうまく跳べま
せんでしたが、徐々に慣れもっとやり
たい気持ちになりました。縄跳びは地
上でやるのと違い変な感じがしまし
た。トランポリンを下りた時の重力の
変化も面白かったです。
・コースは平坦ではなく、坂の傾斜や草
の長さを考えて打つことが必要で、力
加減が難しいです。手軽でシンプルな
スポーツだけど、他とは違った面白さ
を味わえました。青空の下でのプレー
は最高でした。

③たむかい寿楽荘
④松舘療護園
●交通安全マスコットコース
・手の不自由な方の手をつかんでお手伝いをした時、にこっと笑っ
てくれて私も嬉しい気持ちになりました。介護の仕事は知識や心
遣いが大切でやりがいのある仕事だと改めて感じました。
・金魚のマスコットを1人5個ずつ作りました。針が指に刺さったり
して自分の不器用さに心が折れそうになりました。でも運転手さ
んに渡した時「お疲れ様」と言われ、1日頑張って良かったと思い
ました。

Letʼs sport ② 講座

表現活動講座

（3 コース・9 月実施）

（4 コース・10 月実施）

●ボウリングコース

●ダンスコース

●ゴルフコース

●よさこいソーランコース

●ボルダリングコース

●ジャグリングコース

・投げるフォームや多くのピンを倒すポ
イントなどを教わり、何度も投げまし
た。午後からの2ゲーム大会でストラ
イクやスペアを決めてスコアを伸ばす
ことができ嬉しかったです。
・はじめは空振りしたりクラブが床をこ
すったりして苦戦しましたが、少しず
つ飛ぶようになりました。手が痛く
なってたいへんでしたが、皆と飛距離
を競ったりして、楽しみながら活動で
きました。

●マジックコース

・ヒップホップダンスなど自分には絶対無理だと思っていました
が、講師の先生の教え方が分かりやすく、ランニングマンの振り
もできて嬉しかったです。チームで考えた最後のポーズを決めた
時は満足感でいっぱいでした。
・輪ゴムや割り箸、紙幣を使ったマジックなど、初めて見た時はタ
ネが全くわからず驚きました。練習するうちにコツをつかめるよ
うになり、こんなに面白いものなのだと気付かされました。

授

業

生徒会

向陵高校の授業はじっくり型。ちゃんとわかるまで何度でもていねい
に指導します。また、一人一人のペースに合わせてリードしてくれる
のでしっかり勉強できます。放課後は授業でわからなかったところや
受験対策など何でも先生がサポートします。安心して下さい。

最大のイベント、向陵祭。この2日間は生徒も先
生も親も大ブレイク！内容は盛り沢山ですが、
中でもクラス展示や「女装コンテスト」は必見
です。

創立40周年（平成28年）
の時に、集めていたアルミ
缶・プルタブを換金して車
椅子3台を寿楽荘へ寄贈し
ました。現在も継続して集
めています。

日本史授業 対泉院にて

課外活動
学校をとび出して、様々な活動に参加して
います。人として一番大切な、相手を思い
やる心や奉仕の心、感謝の気持ちを持って
活動しています。
盲導犬募金ボランティア

徒打毬を継承

4月
●入学式
●対面式

5月

種差海岸観光まつりに出演

6月

●生徒総会

●スポーツテスト

●高体連春季大会

●青森県高等学校
総合体育大会

●持久走大会
●勤労体験講座
持久走大会

●Do it yourself 講座

地域の皆さんへ少しでも奉仕しようと、クリーンアッ
ププロジェクトと名付けた学校周辺地域や新井田川の
環境美化、清掃活動、冬は除雪作業を定期的に全校生
徒で展開しています。

7月

8月

●球技大会
●夏休み〜８月

●Let's sport ① 講座

9月
●ボランティア講座
●Let's sport ② 講座

●夏期講習
●中学生体験学習

高総体開会式

夏季球技大会
（男子）

スポーツテスト
壮行会

夏季球技大会
（女子）

部活動紹介
運動部・文化部ともに、それぞれの目標に向かって仲間と一緒に頑
張っています。部活動で得る『感動』
『達成感』は、高校生活の思い
出の一つとなる素晴らしい経験です。

バトン部

サッカー部

平成28年度 バトントワーリング全国大会金賞受賞
写 真部

軽音楽部

美術

太 鼓部

華 道部

部

茶道部

生協まつりに出演

10月
●向陵祭

11月
●創立記念日（24日）

12月

●青森県高等学校
総合文化祭

●２年生修学旅行
（沖縄・関西・東京）

●表現活動講座

●冬休み〜１月

●親子で聞く講演会

●冬期講習

2月

1月

冬季球技大会
幼稚園実習

●卒業式

●入学試験

●センター試験

●３年生を送る会

●スケート教室

●同窓会入会式

３年生を送る会
スケート教室

3月

卒業式

進

路

1

基礎となる学力をつけるため、各教科の先生が生徒の苦手意識をなくするよう
配慮し、工夫された内容を実践していきます。学年後半からは自分の適性を考
えながら進路研究を進めていきます。

2

学年

3

学年

■進学コース■
大学及び短期大学、専門学校を目指すコースです。本人の能力と希望に応じて
きめ細かな個別指導を実践します。進路研究の一環として、外部講師による校
内進路ガイダンスを定期的に実施したり、外部会場の進路相談会等へ積極的に
参加します。推薦入試、
ＡＯ入試、センター試験等に備えて補習授業や夏期講
習等を実施し、実力アップを図ります。

学年

＆

校内進路ガイダンス

■一般コース■
卒業と同時に社会生活がしっかり実践できるように配慮されたコースです。補
習授業等を実施し、基礎学力の養成や礼儀作法の習得に力を入れて、就職試験
に対応できるよう指導します。またハローワーク主催の就職説明会等にも積極
的に参加します。さらに漢検・英検・数検・情報処理等の資格取得も目指します。
外部会場進路相談会

進路実績
[進学・就職の割合]
進学55％

大学・短大
14％

専門学校
41％

就職45％

県外就職
10％

大学 ／ 短期大学

専修・専門学校

弘前大、青森公立大、函館大、八戸
学院大、八戸工業大、岩手医科大、
盛岡大、日本赤十字秋田看護大、東
北 福 祉 大、東 北 芸 術工科大、明 星
大、東 京 工 芸 大、北 里 大、江 戸川
大、帝京大、文京学院大、八戸学院
大短期大学部、弘前医療福祉大短
期大学部、青森明の星短大、華頂短
大 他多数

青森県立青森高等技術専門校、青森県営農大
学校、青森県立八戸工科学院、アレック情報
ビジネス学院、八戸保健医療、八戸理容美
容、八戸調理師、八戸社会福祉、東北メディ
カル学院、八戸医師会立八戸准看護学院、八
戸学院光星高校専攻科、青森愛犬美容、北日
本ハイテクニカルクッキングカレッジ、盛岡
ペットワールド、盛岡情報ビジネス、東北電
子、日本デザイナー芸術学院仙台校、デジタ
ルアーツ仙台、花壇自動車大学校、仙台
ビューティーアート、埼玉県農業大学校、日
本電子、日本工学院、ESPミュージカルアカ
デミー、東京スクールオブミュージック＆ダ
ンス、辻調理師 他多数

市内就職
35％

（平成２8年度）

තᬺ↢ࠃࠅ

久保 茉里亜
（平成27年度卒）

日本赤十字秋田看護大学
振り返れば、私の高校生活は沢山の思い出にあふれて
いて、充実していました。
それは個性的で賑やかな友人
達や、包容力があり、的確にサポートしてくださる先生
方、そして他の高校にはない特色のある楽しい行事が、
生活そのものに彩りを与えてくれたおかげです。
私は、向陵高校を卒業すると同時に、秋田県にある日
本赤十字秋田看護大学に入学。
将来は医療現場に従事す
ることを目標にし、新たな学問の道へ飛び込みました。
郷里から離れての人生初の一人暮らしや、最高学府での
勉強は予想した以上に大変なことですが、受験の際に背
中を押し、惜しみない助言や協力をしてくださった先生
方や、友人達からの熱い一声を思い出す度に頑張らなけ
ればという気持ちが沸々と湧いてきます。
私にとっての向陵高校は、生徒一人ひとりに気を配
り、叶えたい夢を応援してくれる温かい学校です。
中学
生の皆さん、やりたいことがあれば積極的に取り組ん
で、
充実した学生生活を送ってください。

就

職

八戸市内】滝田建設工業、北信電気工業、アメ
リカ屋、アットマーク、東 京ドレス、エム・
ピー・エム・オペレーション、ＡＯＥ、八戸パー
クホテル、ジョン、共栄食鳥、兼田歯科クリニッ
ク、地域コミュニティー、東北産業、島倉水産、
中合、トスネット、特別養護老人ホーム修光
園、寿楽荘、杏林会、ゆとり、松舘療護園、長老
会、ほおずき、自衛隊 他多数
県外】日立ビルシステムエンジニアリング、日
光千姫物語、大迫、東京ヤサカ観光バス、第一
ビルメンテナンス、マイスタイル、ベネッセス
タイルケア、美工サービス、万座ホテル聚楽、
王将フードサービス、築地すし好、金太郎鮨、
カネマツ、アンテンドゥ、クリアック、デンテッ
ク 他多数

තᬺ↢ࠃࠅ

熊谷

堪太

（平成28年度卒）

青森県立青森高等技術専門校
私は県の技術専門校で測量の勉強をしています。
授業
の７割が実習で、機器を使って土地を測り図面を書いた
りしています。
学ぶこと全てが新鮮で面白く、仕事に直
結することばかりなので、社会に出るのが楽しみです。
測量士となって街づくりに貢献し、ここが自分が手がけ
た所だと胸を張って言えるようになりたいです。
今、何事にも前向きに全力で挑戦できる自分があるの
は向陵高校のおかげです。
向陵高校で積極的な自分に変
わりました。
チャレンジ講座では様々なジャンルのこと
を体験し、自分の可能性を広げることができました。
向
陵祭では仲間と毎日遅くまで残り、展示作品制作やス
テージ発表のダンスや歌の練習に打ち込みました。
部活
動ではサッカー部の顧問の先生から、目標や夢を持ち努
力すること、継続することの大切さを教わり、練習に汗
を流しました。
向陵高校には楽しみながら自分に挑戦できる場面が
沢山あります。
私たちに寄り添い励ましてくださる優し
い先生方がいます。
喜びを共に分かち合える仲間との出
会いがあります。
そんな向陵高校で学んでみませんか。

修学旅行
USJにて

本校の修学旅行は、国内では沖縄・大阪・京都・奈良・東京、国
外ではハワイ・韓国・台湾などへ行きます。最近は沖縄・関西等
国内になっています。

沖縄にて

ハワイにて

学校設定教科

人間学

現代を生きるⅠ・Ⅱ
この教科は、本校独自のものです。私
たち人間とはどんな生物かを、教科の枠
組みを外して、色々な角度や視点で見て
みようというものです。この教科に使用するテキストは、すべて本校教員
が作成編集したオリジナルのものです。例えば、私たちが毎日食べている
ものは安全か。クローン技術等で、生命の管理をしていいのか。人間は地
球や宇宙の中でどんな存在なのか。
人間学を通して、新しい自分や人間について一緒に考えましょう。

科目・内容

科

目

学

年

内
１. 人間と食

現代を生きるⅠ

2 学年 1 単位必修 ３. 人間と地球

人間と文化「カレーを手で食べよう」

容
２. 人間と命
４. 人間と宗教

５. 人間と文化
１. 人間とお金

現代を生きるⅡ

２. 人間と人間
４. 人間と家族
５. 人間「羽仁もと子」

3 学年 1 単位必修 ３. 人間と平和

生徒達の感想

戦争がなければ平和なのか？今までテロや戦争はどうし
ようもないことだと感じていたが、今、自分にできる小さなことがテロや戦
争を少なくすることにつながっていて重要なことなんだと、何となくわかったよ
うな気がした。
（人間と平和）
弁当を作ってみて思ったことは、
やはり忙しい朝なので手軽に簡単
にできるメニューが一番だと思い
ました。今回作ったサラダパスタ
はちぎったレタスにパスタと温泉
卵を乗せるだけの簡単なレシピ
だったので、時間があるときにま
た作りたいです。 （人間と食）

人間とお金「お金について」

今回の授業はとても悩みました。人間
という生き物を知ろうとすることはもの
すごく難しいことなんだと改めてわかり
ました。大人になったからといって全て
の問いかけに答えが用意されているわ
けでもないと思います。自ら答えを出す
旅にでて、何かを見いだしていくものだ
と思いました。
（人間と人間）
人間と命「クローンについて」

平成30年度 募 集 要 項
２

募集人員
第１学年

全日制普通科

80名（男女）

出願手続き
次のものを在学（出身）中学校を経て提出して下さい。
１ 入学願書（本校所定の用紙）
２ 調査書［在学（出身）中学校長が作成したもの］
３ 受験料 12,000円
（郵送の場合は、現金書留または郵便為替）

願書受付
平成30年１月29日（月）〜２月２日（金）
午前９時〜午後４時。郵送の場合は、２月２日（金）必
着のこと。

◎国の就学支援金が授業料の一部として、保護者の所
得により支給されます。（月額9,900円・14,850円・
19,800円・24,750円）
◎青森県の就学支援費事業として該当者に県から授業料
の一部が支給されます。（月額4,950円・2,470円）

平成30年２月14日（水）
出校：8時45分 出欠確認：8時50分

試験教科
国語・英語（ 聞き取り検査を含む）・数学・社会・理科の
５教科
*試験時間 英語50分、その他の教科45分
*受験者全員に面接 実施㺇㳚㲵。

特待生制度・奨学金について
①中学校長から推薦され、入学試験で一定基準に達した
者に対し、学習特待生として入学金免除や特待生助成
金の制度があり、授業料の全額または一部が3年間助
成されます。公立高校との併願は問いません。
②特にスポーツ等の技能に優れ中学校長から推薦された
者に対し、選考の結果特待生として入学金免除や特待
生助成金の制度があり、授業料の全額または一部が3
年間助成されます。
③千葉富江先生奨学金制度があり、第１学年に入学した
者の中から、選考によって年額60,000円の奨学金が3
年間支給されます。返還の義務はありません。
④財団法人青森県育英奨学会からの奨学金の月額は次の
とおりです。返還義務があります。
自宅通学者30,000円
自宅外通学者35,000円
（平成29年度）

合格発表
平成30年２月21日（水）午前９時
本校生徒玄関に掲示するとともに中学校へ通知しま
す。ホームページにも掲載します。

入学手続き
平成30年２月21日（水）〜２月28日（水）
午前９時から午後４時までの間に、入学金60,000円を納
入し、所定の入学手続きをして下さい。
（但し、土曜日・日曜日は除く）

学費について
施設費70,000円を入学者説明会（平成30年３月17日
（土）に納入して下さい。（入学年度のみ）

そ

の

他

①納入した受験料・入学金は返還いたしません。
②受験者または受験者の法定代理人は、口頭で開示請求
することにより、自分の教科別得点と総合得点を閲覧
することができます。
③二次募集は行っておりません。

イオン八戸田向ショッピングセンター
しまむら

薬王堂

ダイソー

八戸
市民病院

授 業 料 38,600円
後援会費
1,700円
ＰＴＡ会費
1,800円
（11月〜３月の間、暖房費として400円加算されます。）
※入学年度に兄または姉が本校に在学する場合、施
設費は半額になります。兄または姉の後援会費・
PTA会費が免除されます。また授業料の一部が免
除されます。
※学校法人千葉学園が設置する学校（千葉学園高等
学校・向陵高等学校・幼稚園）の卒業生の子女が
入学した場合は入学金60,000円を免除します。
※上記の金額は平成29年度のものであり、改定され
ることがあります。

就学支援金について

入学試験日

１

毎月納入する金額

ローソン

文

八日町

○文

本八戸駅

六日町
長横町

ハーモニー
歯科

吹上小

向陵
高等学校

三日町

千葉幼稚園

八戸一中○

新井

ゆりの木通り

新
井
田中
央大
橋

向陵高等学校

焼肉悠々館

千葉学園

八戸
市民病院

○文八東高

新井
田橋

トマト衣料館
ミニストップ

児童科学館

田川

TSUTAYA

至階上町

国道45号線
NTT

向陵高等学校
普通科（男女共学）

〒 031-0011 八戸市田向間の田 30

TEL
（0178）
44-3866/FAX
（0178）
43-9077

http://kouryo-high-school.com

E-mail:kouryo@chibagakuen.ac.jp

