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　平成 21 年度第 49 回五龍祭で、生徒から公募し
たデザインから生まれました。学校近くにある静岡
県指定天然記念物「五竜の滝」のイメージから考案
され、五竜（ファイブドラゴンズ）から「ファイゴン」
と命名されました。
　現在は裾野高校のマスコットキャラクターとして、
着ぐるみが地域のイベント等で活躍しています。
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平成 30 年度より、２年次の修学旅行先が台湾に変わります。
ますます発展するグローバル社会への大きな潮流の中で、本校では、教育目標達成
の大きな柱の一つとして「グローバル人材の育成」を掲げました。そして、そのた
めの教育活動の一環として、修学旅行を位置づけ、日本に近く、また文化や歴史に
足跡のある台湾を選びました。若者の柔軟な発想と自由な視点で、台湾修学旅行か
ら、ぜひ多くのものを得てほしいと思います。

グローバル人材育成を念頭に

変わります、台湾修学旅行



challenge
change

contribution
「挑戦・変化・地域貢献」

挑戦

変化

貢献

教育目標

３つのキーワード

１. 総合学科としての新たな歴史を刻む ３. 愛され、信頼される学校づくり２. 次世代を担う人材育成

裾野市と人材育成等に関する連携協定を締結
保護者や地域の人々とともに

校訓「自覚」のもとに創立 110 有余年の歴史と伝統を踏まえて

本校の特色ある教育活動

総合学科について

「キャリア教育推進室」を設置し、
キャリアベーシック(１年)、キャリアチャレンジ(２年)、
キャリアアップ (３年 ) を展開

第３の学科
point 従来の「普通科」でも「専門学科」でもない「第３の学科」と呼ばれ、

選択制を基本に自分で学びたい科目を選択し、学習する学科です。

自己の個性を発見して、それを大切にし、将来の生き方や進路への自覚、
人生を主体的・積極的に切り開く力を身に付ける学習を大切にする学科です。

保育介護実習、インターンシップ等の体験学習や
裾野市との連携協定に基づいた地域との協働活動

２年次より系列に分かれての専門教育
３年次には系列ごとに教科横断型の課題探究学習

一人一人が主張をまとめ、校内弁論大会を実施
富士の裾野を走るクロスカントリー大会を実施

個性の発見

幅広い選択 将来の進路を考え、普通科目と専門科目にわたる幅広い選択科目群の中から、
自分の将来や関心のある科目を選択し、選ぶ学科です。
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変革の潮流の中で

校門近くに設置された校訓碑

制服

校訓

主な年間行事

校訓の「自覚」は、生徒が学校生活において指針とするものです。
自分のあるべき姿を常に意識し自覚しながら、主体的に考えて
行動できるようになることが期待されます。

始業式

入学式

対面式

生徒会オリエンテーション

面接週間

３年進路ガイダンス

緑化作業

五龍祭

３年施設研修

進路講演会

終業式

野球応援

２年インターンシップ

２年施設実習

全校登校日

中学生１日体験入学

始業式

防災訓練

１年保育介護体験実習

芸術鑑賞

球技大会

クロスカントリー

オープンスクール

生徒会役員選挙

弁論大会

防災訓練

１・３年遠足

２年修学旅行

大掃除

始業式

同窓会入会式

卒業式

終業式

離任式
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１年次 ２・３年次

【総合科目】

国語総合　

世界史 A　

数学Ⅰ　　

生物基礎　

体育　

保健　

芸術Ⅰ　

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

家庭基礎　

社会と情報　

産業社会と人間　

LHR

人文国際系列

自然科学系列

ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞﾈｽ系列

ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ系列

福祉介護系列

保育健康系列

英語、国語、地理歴史、公民を中心に学習し、
コミュニケーション能力や諸外国の文化を理
解する力の育成を目指します。

１年次は基礎を学び、２・３年次に可能性を引き出す６つの系列に分かれます。

産業社会と人間（総合学科１年生必修科目）

進路研究や６系列（人文国際、自然科学、キャリアビジネス、コミュニティビジネス、福祉介護、保育健康）の体験授業を通じて、
将来の夢を育み、進路希望を実現します。

　平成３０年度より、これまでの５つの系列編成が、２つの点において大きく変わりました。　
　まず、新しく「保育健康系列」が創設されました。今後、ますます加速する ” 少子高齢社会 ” を、生涯を通じて健康でたく
ましく生き抜くための知識と教養の習得をめざします。そして、保育士を希望する生徒の教育的ニーズと、待機児童解消とい
う社会的ニーズに応え、求められる保育分野の人材育成を目指します。
　次に、従来の「情報ビジネス系列」と「会計ビジネス系列」を再編成しました。従来の検定取得中心のカリキュラムに、さ
らにマーケティングや商品開発の学習を加えて、地域に根ざした人材の育成を目指します。
　今、大きな”変革のとき”を迎えた裾野高校の新しい総合学科で、ぜひ将来への夢を膨らませ、一緒に成長していきませんか？

数学、理科を中心に学習し、自然科学の原
理原則の理解に努め応用する力の育成を目
指します。

商業に関する専門的な知識と技術を学習
し、会計分野を中心とする資格取得を目指
します。

マーケティングや地域性を生かした商品開発
等の実学を学習し、経済的な視点を身につけ
た人材の育成を目指します。

福祉、介護に関する実践的な知識と技術を学
習し、地域における福祉分野のリーダー育成
を目指します。

生涯スポーツや保育に関する専門的な知識と
技術を学習し、地域の幼児教育の担い手や地
域スポーツリーダーの育成を目指します。

人文国際系大学、短期大学、
専門学校への進学または就職
●英語検定　●漢字検定

自然科学系大学、短期大学、
専門学校への進学または就職
●数学検定

社会科学系大学、短期大学、
専門学校への進学または就職
●簿記検定　●情報処理検定ほか

社会科学系大学、短期大学、
専門学校への進学または就職
●簿記検定　●情報処理検定ほか

社会福祉系大学、短期大学、
専門学校への進学または就職
●介護職員初任者研修

健康保育系大学、短期大学、
専門学校への進学または就職
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商業系列をキャリアビジネスと
コミュニティビジネスへ

求められる社会のニーズと変化に対応 これまで以上に地域に根ざした人材の育成

【１年生で必修の保育実習】

履修科目・進路について

履修科目

総合学科の新たな進化を目指して

Pick up!

保育健康系列のスタート

運動部

文化部

陸上競技部　バレーボール部（男子・女子）野球部
バスケットボール部（男子・女子）　テニス部（男子・女子）
剣道部　柔道部　卓球部（男子・女子）　サッカー部

科学部　美術部　写真部　吹奏楽部　郷土研究部
パソコン部　JRC ボランティア部　食物部
ビジネス部　囲碁将棋部　茶道部

部活動紹介



　小さい頃から鉄道に憧れていました。高校
３年の時にこの会社の求人を見つけて本気で
挑戦してみようと思いました。
　高校では就職のことを考え、情報ビジネス
系列を選びました。一生懸命勉強して、最終
的には５つの資格を取り、履歴書に書くこと
ができました。入社試験に向けては、先生方
に毎日模擬面接をしてもらいアドバイスをい
ただき、それらを生かして試験に挑みました。
内定が決まった時は、受かると思っていな
かったので最初は戸惑いもありましたが徐々
に実感が湧いてきました。
　今は研修が始まり、基礎である「安全」と
「お客様に対しての接客」の勉強をしていま
す。夢を持って会社に入りましたが、自分の
ミス一つが大きな事故につながる事があると
認識してこの仕事の重要性に改めて気づきま
した。私の会社は日本の経済を動かす大きな
会社です。これからは自分ができることを考
えて行動していきたいと思っています。そし
て、ゆくゆくは運転手として働きたいと思っ
ています。
　裾野高校に入ったら、楽しんで悔いを残さ
ないように過ごしてください。そのために、
目標があるなら果敢にチャレンジしてもらい
たいです。課題を一つ一つクリアしていけば
目標は達成できると思います。

悔いの残らない高校生活を

　私は医療事務科で専門的な勉強を始めたば
かりです。そして高校とは違い 90 分という
授業に慣れるまで時間がかかりそうです。医
療の現場では処方箋の作成などコンピュー
ター処理が進んでいますが、私たちは基礎か
ら知識を蓄えるという意味でレセプトを手書
きで作らなければいけません。とても大変だ
と先輩から聞いているので頑張るしかないと
思っています。
　５月下旬に授業の一環で病院見学があり、
大きな病院に行くので楽しみにしています。
私は大きな病院で働きたいと思っています。
昔、通院していた経験があり、優しくしてく
ださった職員に憧れ、病院に勤めたいと思っ
ていたことが医療事務を目指すきっかけだっ
たからです。
　高校での系列選択では、数学が得意なこと
と医療事務の専門学校へ行こうと思っていた
ので、会計ビジネス系列を選びました。全商
簿記の資格を取りましたが、目標の資格まで
取得できなかったのが悔しかったです。皆さ
んも機会があればよりレベルの高い資格に
チャレンジした方が良いと思います。
　また、系列以外にも選択授業があるのです
が、私は国語を選択して、敬語など言葉使い
を勉強しました。それが今の自分に役に立っ
ています。

　今はボディメカニクスなど、介護に関する
初歩的な勉強が中心ですが、６月には介護施
設の実習が始まるので、それに向けて事前予
習が始まっています。学校は自分と同じ志を
持った人たちが集まっているので居心地がよ
く楽しいです。
　身近に病気の人がいて私の父と母が事ある
たびに献身的に面倒を見ている姿を見て、自
分も両親のようになりたいし、同じように役
に立つ人になりたいと思ったのがこの学校に
進学したきっかけです。
　高校の授業は私には厳しかったです。実技
などでは細かな部分まで指導を受けたり、カ
タカナ語や意味を理解しなければならない専
門用語が膨大にありました。でも、それが大
学の授業に役立っていて、今となっては感謝
でいっぱいです。また、高校時代の自分はひ
弱で、先生方が適切な指導やアドバイスをし
てくださったおかげで、強くなることができ
たと思っています。
　将来はまず仕事に就いて、実践を通して知
識を深めていきソーシャルワーカーの資格を
取りたいと思います。
　みなさんも、自分のやりたいことを決めて、
現実も考慮しながら系列を選んでもらいたい
と思います。そして、高校生らしく青春を謳
歌してください。

未来の裾野校生へ
卒業生からのメッセージ

在校生からのメッセージ

鈴木　太賀

秀明大学
学校教師学部
中等教育職員養成課程

会計ビジネス

長泉町立長泉中学校出身

上級資格にチャレンジ 「やりたいこと」を見つけて

松本　舞

静岡県警察

人文国際

裾野市立富岡中学校出身

自然科学

野口　愛実

沼津情報・
ビジネス専門学校
医療事務科

福祉介護

長泉町立北中学校出身

　警察学校に入って、規律や時間を守ること
を強く意識するようになりました。今までは
家族に支えられていたところがありますが、
公務員として働き始め、自分の力で頑張って
いかなければいけないという思いを強くして
います。
　本気で警察官になりたいと意識したのは中
学１年生の夏でした。小学校４年生から漠然
とした夢はあったのですが、三島の夏祭りで
交通事故を目撃して、その時の警察官の対応
を間近で見てかっこいいと思い、本気で目指
そうと思いました。
　系列を選択する時に「公務員になりたいな
ら人文国際がいい」と先生にアドバイスをも
らって、この系列を選びました。先生や先
輩、同級生に支えられて楽しい学校生活を送
ることで、苦手な英語も克服し、町で外国の
方に質問された時に答えられるほどになりま
した。
　将来の夢は、市民の人を助けられる優しい
警察官になることです。そして、刑事課に所
属したいと思っています。
　これから公務員を目指す人はなるべく早く
目標を立てて勉強していかないと間に合いま
せん。皆さんも頑張ってください。

憧れの職業に就いて
　高校に入るまでは単純に就職して働けばい
いと思っていました。１年生の理科の授業が
面白く、　その先生のようになりたいと思い
教師を目指し始めました。絶対に先生になり
たいと言う思いがあったので、全寮制で夜間
学修でも先生が指導をしてくれるこの学校を
選びました。
　今はまだ専門科目は少ないですが、法律や
心理学など教育の基礎となる部分を学んでい
ます。授業の他にも、一年生からサブゼミに
入ることができるので専門的な勉強にも積極
的に取り組んでいます。将来は静岡に帰って
来て高校の理科の教師になりたいです。出来
れば、母校に戻りたいと思っています。なぜ
なら、卒業生の自分なら裾野高校の生徒の気
持ちが分かるからです。
　自然科学系列は理科の授業が多くをありま
す。生物や理科の知識が役に立っていて、大
学の専門的な勉強は基礎の応用だということ
が分かりました。
　中学の時はまさか自分が勉強が好きになる
とは思っていませんでした。友達と教え合っ
たり、先生に質問以上の対応をしてもらった
ことで今の自分があるような気がします。
　皆さんも、卒業する時に自分は３年間でこ
んなことが出来るようになったと思えるよう
に、１日１日を大切にしてもらいたいです。

１日１日を大切に

鈴木　美和

静岡県立大学
短期大学部
社会福祉専攻

裾野市立東中学校出身

野澤　春汰

東海旅客鉄道株式会社
静岡支社

三島市立北上中学校出身

　将来はホテルマンになりたいです。だから、
ホテル業を学べる専門学校に進学したいと思っ
ています。進学してからは自立しなければいけ
ないので、時間も勉強も無駄にはしないように
意識して生活しています。
　私は転校が多くて今まで１つのことを入学か
ら卒業までやりとげることが出来ませんでした。
裾野高校では、以前から興味を持っていた吹
奏楽部に入り一生懸命に活動しています。先
生が熱心に指導してくださるので私も頑張らな
ければと思い、家でも自主練を欠かしません。
　系列は人文国際です。実は英語が苦手です
が、姉がアメリカの大学にいて大きな刺激を受
けていて、英語は夢を実現するためにもおろそ
かに出来ないので頑張っていきたいです。

　僕の尊敬する人は中学３年の時の先生です。
悪いことは叱ってくれ、良いことは一緒になっ
て喜んでくれる、そんな姿に憧れて教師になる
という夢を持ちました。将来、学校の先生にな
るために、体育系の大学へ進学しようと考えて
います。
　系列は、進学に有利な自然科学系列を選び
ました。２年生から系列に分かれた授業を受
けています。今は基礎を繰り返し学んでいます
が、更に学力をつけようと思い自ら進んで発展
問題などに取り組んでいます。
　通学は三島から自転車で通っています。上り
坂が大変ですが、毎日頑張っています。春に
は桜並木を通るのが気持ち良いです。

人文国際

自然科学

情報ビジネス

静岡県警
自衛隊
東海旅客鉄道（株）静岡支社
三菱アルミニウム（株）富士製作所
日本郵便（株）東海支社
シモンズ（株）富士小山工場
東邦テナックス（株）三島事業所
図書印刷（株）沼津工場
トヨタ紡織（株）
倉敷紡積（株）裾野工場
山崎製パン（株）
矢崎部品（株）裾野製作所

（株）ヤクルト本社 富士裾野工場
（株）不二家

（株）伊東園
（株）ホテルニューアカオ
昭立電気工業（株）三島工場
東日本開発（株）
住電装プラテック（株）
新倉工業（株）富士御殿場工場

（株）プリンスホテル
マックスバリュ東海（株）
羽田空港サービス（株）

（株）マキヤ
藤壺技研工業（株）裾野総合工場

（株）共和工機
（株）イー・ケア
（株）ウェルビーイング

平成２９年度卒業生の主な就職先

鎌倉女子大学
秀明大学
湘南工科大学
常葉大学
神奈川工科大学
横浜美術大学
静岡産業大学
静岡英和学院大学
静岡福祉大学
文教大学
流通経済大学
立命館大学
帝京大学

大学
常葉大学短期大学部
東海大学医療技術短期大学
東海大学短期大学部
静岡英和学院大学短期大学部
静岡県立短期大学部
小田原短期大学

短期大学

専門学校

過去３年間の主な進学先

平成２９年度卒業生進路状況

稲毛　如月
沼津市立第四中学校出身

金澤　水月
三島市立北上中学校出身

２年生

２年生

進 路 状 況

大学

短大

12.2%

専門学校

就職

その他

6.1%

27.1%

50.8%

3.8%

静岡県立東部看護専門学校
沼津市立看護専門学校
御殿場看護専門学校
富士リハビリステーション専門学校
大原簿記情報医療専門学校　静岡校
富士メカニック専門学校
沼津情報・ビジネス専門学校
東海調理製菓専門学校
国際ペットビジネス専門学校
静岡ビューティーカレッジ専門学校


