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この指 止まれ！
　本校は、1976 年 11 月 24 日に千葉学園高等学校普通科から

独立し、『進取・錬磨・敬愛』を校訓に県内私学では最も若い、

45年の歴史と若さあふれる情熱と発想を持つ教員がいる男女共

学の全日制高校です。八戸市立市民病院そばに立地し自然に恵ま

れた環境の下、一人一人に寄り添うフレンドリーな先生や全国か

ら集う仲間と、安心して落ち着いて伸び伸びとした学校生活を毎

日楽しめる高校です。

　私は、今年度就任したての新米校長ですが、『共学・共活・共感』

をモットーに、「何事にも共に取り組み成長しよう！」と本校独

自のカリキュラム（授業や講座）、ボランティア活動、行事など

を実施しております。『わくわくする高校生活！！』、あなたも仲間

になりませんか。

保護者の皆さまへ
　18年前に母親が、16年前に家内が 1ヶ月程市民病院に入院

しました。当時、病室から見える本校や千葉幼稚園の子供達を眺

めながら、「いいな、いいな」と同室の患者さんやご家族が羨ん

でおりました。本校は、『命輝く希望の学び舎』です。今は、成

長中の生徒達ですが、チャレンジし続け必ずや地域を支える人材

へと成長してくれるはず。どのような学校か、中学校の先生方や

本校の卒業生や在校生の保護者・生徒にお聞き下さい。ぜひ、学

校を訪れお確かめ下さい。子育て談義をしましょう。校　長　堀 内 英 男

校訓

・進取：自ら進んで新たな事を

・錬磨：心身や技能を鍛え磨く

・敬愛：周囲を敬い、思いやりの心をもつ

進取

錬磨 敬愛

さまざまな経験ができる向陵高校

体験を通してさまざまなことを実感

挑戦する楽しさを実感

人の役に立つという実感

知るという実感

自分の弱さを実感

今の自分では
　　駄目だという実感

失敗を繰り返して
　　成長したという実感

入って良かったという実感

学びの実感

「実感」は「生きる力」「生きる力」「
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共感

モットー

共に感動する

共活 共に活動し　

共学 共に学び



科
目
・
内
容

科　目

現代を生きるⅠ

学　年

2 学年 1 単位必修

内　容

現代を生きるⅡ 3 学年 1 単位必修
⒈ 人間とお金　　　⒉ 人間と人間
⒊ 人間と地球　　　⒋ 人間と家族
⒌ 人間「羽仁もと子」

⒈ 人間と食　　　　⒉ 人間と命
⒊ 人間と平和　　　⒋ 人間と宗教
⒌ 人間と文化

授 業

　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
なくするように配慮し、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。

1人1台のiPadを使い、授業を行って
います。もちろん、授業だけではなく、
課題の提出や学習アプリを用いて基礎学
力の向上を図ります。

　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。

1学年

　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進　向陵高等学校の授業はじっくりと丁寧に進
めていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。放課後は授業でわからなかっめていきます。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たところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポーたところや受験対策など何でも先生がサポー
トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。トし、手厚い個別指導もしています。

基礎をしっかり

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。様々な入学試験に
備えて補習授業等を実施し、実力アップを図ります。

【 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。

2、3年生では毎週進路研究の時間を設け、進学志望者には作文・
小論文や面接指導を行い、就職希望者には一般常識などの筆記試
験対策はもちろん、就職してからの必要な力を育てます。

ICT機器を活用した授業

学校設定教科 人間学

参加した生徒の声をご紹介

毎回

次は何を学べるのか

という期待感で

ワクワクの

  授業です。

進路を見据えた学習指導

人間学の詳細は
WEBで➡

「調べる」「発表する」「考える」

「他の人の意見を聴く」「まとめる」など

たくさんやることはありますが、

新しいことを学べる楽しさが

「人間学」にはあります。
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10月実施

5コースの中から1コース選択

チャレンジ講座

　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　向陵といったら「チャレンジ講座」。様々な　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活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を活動を通して勤労の尊さや社会に奉仕する心を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養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、また広い視野を持つことにより一人一人養い、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の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目の秘めた可能性を自分の手で探し出すことを目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。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間的として開講しました。年間66講座あり、講座あり、講座あり、講座あり、講座あり、講座あり、11講座講座
を一日・を一日・を一日・を一日・を一日・66時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい時間かけて実施します。各講座にはい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くつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースをくつかのコースがあり、自分の好きなコースを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選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ選択し先生方や先輩、後輩の学年を越えたグ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。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレンループ構成で一緒に楽しく学びます。チャレン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「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いかジ講座のポイントは上手・下手ではなく「いか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。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんなに自分を表現できるか」です。「私ってこんな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、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」と驚いたり、今まで得られことができるんだ」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なかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・達成感を味わうことができまなかった充実感・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、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「自分色」をどんどん出して、新しい自分す。「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。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。を発見してみませんか。

　なかなか体験できない
ゴルフやトランポリンが意
外と上手にでき、自信に繋
がります。

勤労体験講座

5月実施

5コースの中から1コース選択

ボランティア講座

9月実施

5コースの中から1コース選択

パークゴルフコース

フィットネスコース

トランポリンコース

　畑や花壇づくりを通じて仲間と共に作業し、
勤労の心を育てます。また、八戸公園では施
設の清掃や、来客対応の実習をしています。

農園コース　　　　　　花壇コース

果樹園コース　　　　　花畑コース

八戸公園実習コース

　自分で作ってみることで自分の才能に気づいたり、好きなことを
発見できるため趣味の範囲が広がります。

フェイクスイーツコース　　　バルーンアートコース

キャンドルクラフトコース　　木工工作コース

八戸焼・手ひねりコース　　　縄文土器コース

ダンスコース　　　　　　　演劇コース

ジャグリングコース　　　　マジックコース

よさこいソーランコース

　地域の皆さんとのふれあいの中から学ぶ
貴重な社会体験が将来の自分の価値観を知
るうえで役に立ちます。
老人ホーム・福祉施設コース

①修光園（十日市）　③たむかい寿楽荘

②修光園（田向）　　④松舘療護園

交通安全マスコットコース

今まで経験して
こなかったことや

これからも経験できない
ような体験が
できます！

8月実施

3コースの中から1コース選択

Let’s sportsⅠ講座

　上手・下手ではなく自分がチャレンジ
するかどうか。心地よい汗をかいて充
実感を味わえます。

ボウリングコース

ゴルフコース

ボルダリングコース

　みんなの前でおこなうパフォーマンスや短時間の
練習でできる喜びは感動ものです。

10月実施

3コースの中から1コース選択

Let’s sportsⅡ講座

6月実施

6コースの中から1コース選択

Do it yourself講座

　みんなの前でおこなうパフォーマンスや短時間の　みんなの前でおこなうパフォーマンスや短時間の　みんなの前でおこなうパフォーマンスや短時間の

参加した生徒の声をご紹介

先生方や

先輩、後
輩、同

級生と

楽しく
体験ができます！

チャレンジ講座の
詳細はWEBで➡

表現活動講座

キッカケづくり

　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。
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スクールカレンダー

　田向にある千葉幼稚園と向陵
高等学校に隣接した信愛寮（令和
元年完成）があります。全室個室
で定員23名です。詳しくは、お問
い合わせください。

●入学式
●対面式

スクールカレンダー

個室外観

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

学校生活

女子寮に
ついて

●生徒総会
●高体連春季大会
●持久走大会
●勤労体験講座

●体育祭
●夏休み～８月
●中学生体験学習

●Let’s sportⅠ講座
●ボランティア講座

●向陵祭
●Let’s sportⅡ講座
●青森県高等学校
　総合文化祭
●表現活動講座
●親子で聞く講演会

●創立記念日
　（24 日）

●２年生修学旅行
　（沖縄・関西）
●球技大会
●冬休み～１月

●スケート教室

●入学試験
●３年生を送る会
●同窓会入会式

●卒業式

●スポーツテスト
●青森県高等学校
　総合体育大会
●Do it yourself 講座

卒業

おめでとう！

がんばる    ゾォ～！

全校で熱くなれる体育祭！

最大のイベント、向陵祭！

本校の修学旅行は、
沖縄・大阪・京都方面に出かけています。

転ばないように
    ソーっと ソーっと

おっ！

記録更新！？

すごぉい！！

学校をとび出し、

ボランティア活動にも

積極的に参加し、

地域の人々 との交流を

楽しんでいます。

学校新聞「陵雲」は
WEBで➡
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川 守 田 彪さん

（ 根城中学校出身 ）

有料老人ホーム 白山台 勤務

佐 藤 大 輝さん

（ 三戸中学校出身 ）

八戸学院大学 在学

向 絢 音さん

（ 三条中学校出身 ）

函館短期大学 在学
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部活動で成長したと感じることは？

　決して諦めずに、高い目標を持って頑張ることです。入学した時はド
リブルなどのテクニックはとても下手でした。ですが、高校3年間の中で
それらを磨き続け最後の選手権では良い結果を残すことができました。
今は出来なくても諦めないで努力することはとても大切だと感じました。

中学生の皆さんに一言！

　向陵高校ではサッカーだけでなく勉強にも力を入れることができま
す。自分は勉強がとても苦手でしたが、先生達が細かく1対1で詳しく
教えてくれました。分からないことがあったらすぐ聞いて解決できるとこ
ろが向陵高校のいいところです。是非サッカーで向陵高校を変えたい
と思っている方はおススメです。

卒業生から　メッセージ

（令和３年度）

[進学・就職の割合]
就職50％進学50％弘前大、青森公立大、城西大、函館大、札幌学院大、八戸学院

大、八戸工業大、弘前学院大、岩手医科大、盛岡大、日本赤十字
秋田看護大、尚絅学院大、東北文化学園大、東北生活文化大、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、人間総合科学大、跡見学園女子大、
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、函館短期大、華頂短大、足利大、山形県立農林大学校　
他多数

大学 ／ 短期大学

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、東北メ
ディカル学院、八戸市医師会立八戸准看護学院、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、菜園調理師、盛岡公務員法律専門、盛
岡ペットワールド、MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン、東北電子、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、東北動物看
護学院、仙台デザイン、日本電子、日本工学院、ESPミュージカルアカデ
ミー、辻調理師、草苑保育、仙台リゾート＆スポーツ　他多数

専修・専門学校

【県内】マルヌシ、倉石ハーネス、IHミートパッカー、サンライフ豊
寿苑、佐藤鉄筋、八戸パークホテル、八戸プラザホテル、トスネッ
ト東北、アメリカ屋、階上キユーピー、共栄食鳥、東北グローイン
グ、島倉水産、南部建設、日本原燃、ワタキューセイモア、ゆと
り、修光園、熊さん、株式会社ジョン、日本フードパッカー、自衛
隊　他多数

【県外】東京エアポートレストラン、叙々苑、カクヤス、日光千姫物
語、扇屋商事、第一ビルメンテナンス、いすゞ自動車　他多数

就　職

充実した3年間
！ 一所懸命！！ たくさん成長！

！
恵まれた高校

生活！
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就職先で役に立っていることは？

　学校生活で、人前に出る機会が多かった為、今現在も職場でレクリ
エーションだけでなく普段から施設の利用者に笑顔を届けることが出
来ています。生徒会活動やチャレンジ講座で学校でなんでも挑戦させ
て頂いたのがとても大きいと思います。

中学生の皆さんに一言！

　中学生の皆さん！向陵高校では沢山の課外活動や行事などの非日
常も味わえますし、先生方は生徒一人一人の意見を尊重し親身になっ
て話を聞いてくださります。学生生活をエンジョイし、学を深めるにもと
ても良い場所です。
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向陵高校の授業はどうでしたか？

　分からない問題を先生に聞きやすい雰囲気の授業です。 みんな
でワークの問題を解いたり、テストが近い時はお互い教えあったりと
良い環境が整っていると感じました。

向陵高校の進路指導はどうでしたか？

　一人一人に寄り添って下さる先生方ばかりで、自分の希望する進路
に進めるように全力でサポートしてくださいます。

中学生の皆さんに一言！

　向陵高等学校の先生方は、授業や放課後に優しく丁寧に私達一
人一人と向き合いながら教えて下さいます。仲間と一緒に過ごす時間
が長いということもあり、学校行事での団結力はすごく、テスト週間は
クラスメイト同士で教え合う姿も見られます。向陵高等学校で、最高
の仲間と充実した3年間を送れると思います。

進路実績

大学・短大
31％

県外就職
3％

専門学校 19％ 県内就職
47％

霞 瑠 菜さん

（ 第一中学校出身 ）

尚絅学院大学 在学
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向陵高校に入学して良かったと思うことは？
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　チャレンジ講座や生徒会活動に挑戦できたことが自信になって、
大学でも、ボランティアなどに参加したりしていろんなことを経験し
ようという力になっています。

中学生の皆さんに一言！

　向陵高校は、先生方も親身になって相談にのってくれます。大変な
ことや辛いこともあると思いますが、楽しく高校生活を送れます。
チャレンジ講座などを通していろんなことに挑戦し経験を積んで欲し
いと思います。
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オープンスクール

オープンスクール申し込み方法

オープンスクール Ｑ＆Ａ

❶ 中学校の先生に相談
⬇
❷ 中学校の先生から向陵高校入試

担当の先生へ電話またはHPから
 WEBでお申し込み
・希望日時（土・日・祝日を除く）
・引率者

❸ 日時の決定

オープンスクールの流れ

向陵高校へ
⬇

校長先生と面談
面談といっても堅苦しいものではなく、

学校の説明を兼ねた校長先生とのお話です！
疑問点や質問があればその都度お答えします！

⬇
向陵高校の先生方と学校見学

先生方とおしゃべりしながら校内を見学します。
校長先生との面談の際に聞き忘れたこと、
質問、疑問等何でも聞いてください！

⬇
見学後、オープンスクール終了

Ｑ．当日の服装はどうしたらいいですか。
Ａ．特に定めておりませんが、中学校の制服でご参加いただく方が多いです。
　　いらっしゃる際には上履きと筆記用具もお持ちください。

Ｑ．保護者は参加した方がいいですか。
Ａ．生徒さんだけでも構いませんが、保護者の方にも学校の様子を知っていただきたいので、
　　一緒においでいただいた方がいいと思います。

Ｑ．授業は見学できますか。
Ａ．できます。
　　お申し込みの際に言ってもらえれば、見学する日時に行っている授業を見ることができます。

Ｑ．体験学習に参加しましたが、オープンスクールにも行っていいですか。
Ａ．もちろんです。
　　体験学習への参加・不参加は関係なく、入学前にきちんと学校のことを知っておきたいと
　　数回いらっしゃる方もおります。

向陵高校の説明と学校見学が一緒にできるチャンス

令和 5年度　募 集 要 項

1413

募 集 人 員

　第１学年　全日制普通科　80名（男女）

出願手続き

以下の（１）～（３）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（銀行振込）
　　　　※詳細については願書請求時に配布する資料をご確認ください。

願 書 受 付

令和５年１月23日（月）～１月27日（金）
午前９時～午後４時。郵送の場合は、１月27日（金）必
着のこと。

入学試験日　

　令和５年２月９日（木）　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
　※受験者全員に面接を実施します。

合 格 発 表

令和５年２月16日（木）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

令和５年２月16日（木）～２月28日（火）
※銀行等振込もしくは本校事務窓口（土・日・祝日を除
く午前９時から午後４時まで）で入学金60,000円を納
入し、所定の手続きをして下さい。

学費について

（１）施設費70,000円を入学者説明会［令和５年３月18日
　　（土）］の時に、納入して下さい。（入学年度のみ）

（２）毎月納入する金額　　　授 業 料　39,400円
　　　　　　　　　　　　　後 援 費　 1,800円
　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ会費　 1,900円
　［ 11月～３月の間、暖房費として月額500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。兄または姉の授業料が年
額最大120,000円、及び後援費・PTA会費の全額
が免除されます。但し、特待生の場合は授業料の
免除は適用されません。

※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・千葉幼稚園・第二千葉幼稚
園・第三千葉幼稚園）の卒業生の子女が入学した
場合は入学金60,000円を免除しますが、一旦期日
までに納めて下さい。確認のうえ、入学後に返金
します。　　　　　　　　　 （令和４年度実績）

就学支援金等と授業料納付について　

　以下の（１）～（４）の区分で国・青森県から支援金等
が支給されますので、授業料472,800円（令和４年度実
績）から支援金等を差し引いた分を5月から3月の11回で
納入していただきます。
（１）年収目安590万円未満の場合は、国からの支援金

396,000円
（２）年収目安590万円以上710万円未満の場合は、国

からの支援金118,800円と青森県からの支援費
118,800円の合計237,600円

（３）年収目安710万円以上910万円未満の場合は、国か
らの支援金118,800円

（４）年収目安910万円以上の場合は、支給されません。

※年収目安は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親
の一方が働いている家庭を例に算出しています。

（文部科学省作成資料より）

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、年間の授業料から国の就学支
援金と青森県からの就学支援費を差し引いた金額が
3年間助成されます。入学後、「課税証明書」等を
提出していただく場合があります。但し、施設費
70,000円（入学時のみ）・後援費年額21,600円・Ｐ
ＴＡ会費年額22,800円、暖房費年額2,500円は納入し
ていただきます。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、年間の授業料から国の
就学支援金と青森県からの就学支援費を差し引いた
金額が３年間助成されます。入学後、「課税証明
書」等を提出していただく場合があります。但し、
施設費70,000円（入学時のみ）・後援費年額21,600
円・ＰＴＡ会費年額22,800円、暖房費年額2,500円は
納入していただきます。

（３）千葉富江先生奨学金制度があり、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。

　　（下記の４つの金額から選び、申請します。但し、返
還義務があります。）

　　　18,000円　　23,000円　　30,000円　　35,000円
（令和４年度実績）

そ　の　他

（１）納入した受験料・入学金は返還いたしません。
（２）入学試験得点の閲覧について
　　　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、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。
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