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三：入学式　　　　　　　二体力測定

二始業式　　　　　　OPTA総会

こ：新入生　　　　　　二〕中間考査

オリエンテーション　　メ‡∃球技大会

二遠足（3年生）

○修学旅行（2年生）　昏保護者会
L≡こき遠足（1年生）　　苺終業式

恐期末考査　　　　　こ夏休み補習

怨球技大会（定時制）

葦中学生体験入学　　二始業式

を部活動合宿・強化練習　二項高崇（文化祭・体育大会）

を出校日　　　　　　　二就職試験

を夏休み補習（3年生）つ生徒会役員選挙
二）進路講演会（定時制）



体育大会（定時制） ≡集中学習（2年生）

◎



〔全日制〕

陸上、水泳、弓道、山岳、剣道、柔道、サッカー、バレーボール
ハン．ドボール、バスケットボール、硬式野球、ソフトボール、卓球
ソフトテニス、テニス、総合科学（写真・サイエンス）、書道、吹奏楽
美術、放送、演劇、文芸、食物、茶華道、囲碁・将棋、手芸、射撃
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〔定時制）

バドミントン
バスケットボール
卓球（同好会）
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3年では3つのコースに分かれ、職業選択に役立つ知識や技術、実践力を身につけます。課題研究では自分の

興味関心があるテーマを設定し自主的に研究をします。

ファッションコース　　　　　　　　　　フードコース

生文花堂弁当

（集団調理実習）

ヒューマンコース

二軍j冥車
ファッションショー　　　　　　　　コ「ス料理・ケーキの展示

課題研究

食物分野（展示発表）

被服分野（展示発表）

着付け分野（世界大会3位）

オペレッタ発表

住居分野（展示発表）

保育分野（展示発表）

進路を考える

卒業生講演会、インターンシップ、ボランティア活動などを体験することにより自分に合った進路を見つけます。

卒業生講演会 インターンシップ（保育園）　　　　ボランティア活動（出前食育講座）
◎



「きっとできる　できるまでやる」

学年 票科　男女 ��1　年 ���2　年 ���3　年 ���4　年 ���合　計 

男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 

全 日 制 �普　　通 �129 �111 �240 �118 �119 �237 �117 �117 �234 � � �／ �364 �347 �711 

生活文化 �／ �80 �80 �／ �81 �81 �／ �77 �77 � �／ � �／ �238 �238 

合　　計 �129 �191 �320 �118 �200 �318 �117 �194 �311 �／ � � �364 �585949 

訂　普　通・＿ ��15 �11 �26 �10 �5 �15 �14 �12 �26 �8 �7 �15 �47 �35 �82 

（平成28年4月現在）

◎普通科
1年では生徒個々の基礎学力の定着と伸長を図り、2年からは、文系、理系のコースに分かれて重点教科の学力

アップを目指します。3年では、進路を考えて教科を越えた選択履修ができるようになっています。

◎生活文化科

1年では将来の進路決定の基となる科目を中心に学び、2年からは興味・関心・進路に応じて科目を選択して専

門性を深めます。特に、3年では、外部講師を招いた授業や、自分のテーマで自主的に研究をする授業もありま
す。また、資格取得を目指して技能習得に努めると同時に、進学に必要な普通科目を選択することもできます。

◎普通科

日田
国語総合
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頚卦媚数学Ⅰ数学Ⅰ数学A物理基礎　体育　保健音楽Ⅰ2］ミュニケーシ］ン英割英語表現Ⅰ家庭基礎社会と情報HR
2　　2　　2　　2　　2　　　3　　1美酎2　　3　　　　3　　　2　　2　1

現管日　吉誉B　整憲讐数誉Ⅱ数苦B化警礎生讐礎讐甲］ミ彗ヨン英語順語雪別幣で

現代文B古典B鉢史A2億理数学Ⅰ数学Ⅱ　数学B　化学基礎化学生物基礎物理2　体育　保健コミュ二トシ］ン掛英語表項Ⅷ　齢HR
2　　2　地理A21　2　　2　　　3　　　2　1　2　生物2　2　1　　3　　　　3　　11

現代文B　古典B　冨芸芸≡芸　三雲三三≡数学応用B3英語齢2化学基礎生娘挙体育コミュ二トション英語Ⅱ英語表現Ⅰ
2　　　　4　　　　地理B4　地理AZ　数学応用C3数学B2　2　1　2　　　　4　　　　　3

現代文B古典B世界史A倫理　数学Ⅱ　数学応用D　　化学　　　物理4　体育コミュ二叫］蘭英語表別［総合　HR
2　　2　　2　1　　3　　　　3　　　　　4　　　　　生物4　　　2　　　3　　　　3　　　2　1

3年生支系の地歴科A科巨＝よ世界史Bを選択した者は日本史Aもしくは地理Aから1科目を、Ej本史B及び地理Bを選択した者は世界史Aを選択

◎生活文化科

国語総合　現代社会　数学Ⅰ化学基礎　　体育　保健］ミュ二トシ］ン短王　家庭総合　生活産業基盤生海業醐プ河ヨン造願基礎フー洋サイン生活文化　HR
4　　　　　2　　　2　　　2　　　　3　　1　　3　　　　　　4　　　　　2　　、2　　　2　　　2　　　2　1

現代文B　世界史A数学A生物基礎　体育　保健美術Ⅰコミュニケーシ］蘭子とも腰と僻フ痴ン誹基嚢ファッションデザイン5フードデ机鮎服　※　HR
3　　　2　　2　　2　　2　1　2　　　3　　　2　　2　　　調理5　　　2　1　2　1

ファッション造形4　ファッションデザイン3

現代文B　日本史A　数学応用A科学と畑生活　体育コミュ二佃偲英隷現Ⅰ　調理4　栄養3
4　　　　　2　　　　3　　　　2　　　2　　　2　　　2

◎
壁　・

音楽Ⅰ2　亨ども文化3　生活と福祉2

消費生活　肋ガザイン課題研究　HR
3　　　　2　　　2　1

※は園語表現、生活産業情幸臥生活文化から選択

基本的な生活習慣の確立を図り、心豊かでマナーのある人間の育成をめざします。
特に、遅刻防止、交通安全、頭髪・服装を中心に日常生活の中で生徒の自立を促すよう指導しています。

糊
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生徒の進路希望実現のため、能力・個性・適性に応じた適切な指導を行い、学力の向上を図るとともに、将来、
人間性豊かな社会人として通用し、貢献できる資質を養うことに努めています。
そのため、生徒に自己の進路を早期に設定させ、その達成に全力を尽くすことができるように、進路LT・面

接・大学講座を通して進路に対する意識の高揚を図っています。
各学年ともに、補習・個別指導・課題テスト・校外模試・集中学習・学習合宿等を行い、実力の向上を目指して

います。1・2年次では早朝課題テストを実施し、基礎学力の定着と家庭学習の習慣化を図っています。

国公立大学合格数　全日制のみ、（）は過年度卒内数

大　　学　　名 �27年度 �26年度 �25年度 

名　古　屋　工　業　大　学 �2 �2 �1（1） 

愛　知　教　育　大　学 �6 �7 �5（1） 

愛　矢口　県　立　大　学 �1 �4（1） �1 

名　古　屋　市　立　大　学 � �2 �1 

豊　橋　技　術　科　学　大　学 � �1 � 

岐　　　阜　　　大　　　学 �1 �4 �4 

三　　　重　　　大　　　学 �2 �2 �1 

三　重　県　立　看　護　大　学 �2 � � 

静　　　岡　　　大　　　学 �6 �3 �6 

静　岡　文　化　芸　術　大　学 �3 � �1 

静　岡　県　立　大　学 � � �2 

秋　　　田　　　大　　　学 �1 �2 � 

秋　田　県　立　大　学 �1 �1 �2（1） 

山　　　形　　　大　　　学 �4 �3 � 

宮　城　教　育　大　学 � � �1 

茨　　　城　　　大　　　学 � �1 � 

干葉県立保健医療大学 �1 � � 

高　崎　経　済　大　学 � �1 �3 

前　橋　工　科　大　学 � �1 � 

冨　　　山　　　大　　　学 �1 �3 �1 

冨　山　県　立　大　学 �1 �1 �1 

金　　　沢　　　大　　　学 �1（1） �1 � 

石　川　県　立　一大　学 �1 � � 

福　　　井　　　大　　　学 �1 �6（2） �2 

福　井　県　立　大　学 � �4（1） � 

山　　　梨　　　大　　　学 � � �2 

山　梨　県　立　大　学 � � �1 

信　　　州　　　大　　　学 �1 �3 �2 

滋　賀　県　立　大　学 � �1 � 

和　　歌　　山　　大　　学 � � �1 

京　　　都　　　大　　　学 �1 � � 

大　　　阪　　　大　　　学 � �1 � 

兵　庫　県　立　大　学 � �1 � 

岡　　　山　　　大　　　学 � �1（1） � 

鳥　　　取　　　大　　　学 �4 � � 

島　根　県　立　大　学 � �2 �1 

福　山　市　立　大　学 � � �1 

高　知　工　科　大　学 �4 �2 �1 

宮　崎　公　立　大　学 � � �1 

鹿　　児　　島　　大　　学 �2 � � 

合　　　　　計 �47（1） �60（5） �42（3） 

主要私立大学合格数　　全日制のみ、（）は過年度卒内数

大　　学　　名 �27年度 �26年度 �25年度 

早　　稲　　田　　大　　学 � �4（4） � 

明　　　治　　　大　　　学 �1（1） �5（2） �1 

青　山　学　院　大　学 �1 � �1 

立　　　教　　　大　　　学 � � �1（1） 

中　　　央　　　大　　　学 � � �1 

法　　　政　　　大　　　学 �1 �1（1） � 

日　　　本　　　大　　　学 �1（1） �2（1） �2 

関　西　学　院　大　学 �1（1） � � 

同　　志　　社　　大　　学 �2（1） � � 

立　　命　　館　　大　　学 �7 �13（3） �14（1） 

関　　　西　　　大　　　学 � �3（1） � 

愛　　　矢口　　　大　　　学 �57 �135（4） �61（1） 

受　光］　医　科　大　学 � � �2 

愛　知　学　院　大　学 �38 �63 �43（2） 

愛　知　学　泉　大　学 �5 �3 �3 

愛　知　工　業　大　学 �37 �32（4） �56 

愛　知］　淑　徳　大　学 �54（6） �44（2） �42 

桜　花　学　園　大　学 �5 �5 �2 

岡　崎　女　子　大　学 �8 �3 �7 

金　城　学　院　大　学 �6 �14（1） �12 

椙　山　女　学　園　大　学 �19 �37 �20 

中　　　京　　　大　　　学 �99 �92（8） �110（1） 

中　　　部　　　大　　　学 �38（1） �24 �41（1） 

名　古　屋　列・国∵語　大　学 �11 �33 �17 

名　古　屋　女　子　大　学 �34 �15 �21 

名　古　屋　芸　術　大　学 �7 �3 � 

南　　　山　　　大　　　学 �42（5） �49（2） �34（1） 

藤　田　保　健　衛　生　大　学 �3 �13 �2 

名　　　城　　　大　　　学 �52 �71（7） �57（3） 

そ　　　　　の　　　　　他 �156（3） �148（11） �119（6） 

合　　　　　計 �685（19） �812（51） �659（17） 

主要大学短大合格数　　全日制のみ、（）は過年度卒内数

大　　学　　名 �27年度 �26年度 �25年度 

岐辛市立女子短期大学 �1 � �4 

静　岡　県　立　短　期　大　学 �2 � � 

三　重　短　期　大　学 �1 � �1 

愛知きわみ看護短期大学 �1 �1 � 

愛知大学短期大学部 �2 �1 �4 

愛　知　学　泉　短　期　大　学 �4 �3 �6 

愛知文教女子短期大学 �2 �2 �3 

岡　崎　女　子　短　期　大　学 �13 �4 �10 

至学館大学短期大学部 � � �2 

豊橋創造大学短期大学部 � � �2 

名古屋学芸大学短期大学部 � �2 �1 

名　古　屋　短　期　大　学 �11 �1 �6 

名古屋文理大学短期大学部 �1 �3 �2 

名古屋女子大学短期大学部 �8 �4 �9 

南山大学短期大学部 �2 �2 �7 

そ　　　　　の　　　　　他 �6 �10 �2 

合　　　　　計 �52 �33 �59 

進　路　先　種　別 �27年度 �126年度 �25年度 

四　　年　　制　　大　　学 �205 �207 �193 

短　　　期　　　大　　　学 �11 �6 �8 

看　護　専　門　学　校 �4 �4 �8 

専門学校（看護を除く） �7 �6 �11 

就　　　　　　　　　　　職 �1 �1 �2 

そ　　　　　の　　　　　他 �9 �9 �12 

生活文化科進路状況

進　路　先　種　別 �27年度 �26年度 �25年度 

四　　年　　制　　大　　学 �15 �9 �8 

短　　　期　　　大　　　学 �24 �19 �28 

看　護　専　門　学　校 �4 �5 �7 

専門学校（看護を除く） �28 �36 �29 

就　　　　　　　　　　　職 �8 �9 �7 

そ　　　　　の　　　　　他 �0 �0 �0 

◎



安高を巣立った卒業生より

字も牢も

当為射撃　験

r習
私は、射撃がやりたいという理由で安城高校に入学しました。しか

し、入部当初は、女子の人数がとても少ないことや、銃が思ったより

重たいことなど不安も多くありました。それでも、優しい先輩達や疑問

点を丁寧に教えてくださる指導員の方のおかげで、不安なことはど
んどん減っていきました。

射撃は競技人口がとても少ないので上位大会に進める確率は
高いと思います。しかし、0．1点差で負けてしまったり、予選では
一位でもファイナルで最下位になってしまうなど、悔しい思いをするこ

とも多くありました。

他の部活動でも同様だと思いますが、日々の練習がとても大切に

なってきます。後悔することのないように、毎日の練習を精一杯頑張っ

て下さい。　　　　　　　　　　（刈谷・朝日中学出身）

私にとっての生徒会とは

椙山女学園大学
生活科学部　生活環境デザイン学科

財　　　生活文化科山田　奈末

安城高校での生徒会活動は、私を大きく成長させてくれました。
1年生の後期から2年生の後期にかけての1年半、私は生徒会
の一員として学校行事に携わってきました。前期は安高祭、後期は

3年生を送る会があり、それぞれ3か月程前から準備が必要で
す。たくさんの仕事や問題を抱えて大変な時もありましたが、生徒会
の仲間や先生方と協力して行事を成功させた時の全校の一体感
と生徒の笑顔は、私にとってかけがえのない思い出になりました。

学校生活、特に日々出される各教科の課題と生徒会活動の両立
は正直とても大変です。しかし、安城高校には支えてくれる先生方や

後輩など、素敵な仲間がたくさんいます。生徒会の一員として活動し
た時間は私が最も成長できた時間であり、そんな仲間と出会えた安

城高校が私はとても大好きです。　（安城・東山中学出身）

諦めずに自分から取り組もう

京都大学
工学部　情報学科

普通科　太田　　佳

安城高校は、ほとんどの生徒が大学進学を目指す高校です。高校
では、中学よりも勉強内容の質が上がり、補習や課題も多くなり、初め

は慣れか－と思います。しかし、諦めずに自分から取り組めば、徐々に

慣れて内容の理解も深まるでしょう。そうして学んだ内容は、入試本番
で大きな力になると思います。僕は塾にも通わず、特別な勉強もしてい

ません。ただ、わからない問題の積み残しは決してしませんでした。

もし困ったことがあれば、先生方に質問してみて下さい。安城高校
には熱心に指導して下さる先生方が多くみえますから、きっと解決で

きるでしょう。僕は先生方の支えもあって、無事に志望校に合格する
ことができました。安城高校にこれから入学する皆さんも、自分から主

体的に学んでいく姿勢を忘れず、高校での3年間を精一杯頑張っ
て下さい。応援しています。　　　（安城・安城西中学出身）

◎

私を成長させてくれた場所

岡崎女子短期大学
幼児教育学科

生活文化科　井上　聖菜

「保育の勉強ができるから。」
これは、家庭科が苦手だった私が生活文化科に入学したただ1

つの理由です。案の定、初めのうちは裁縫や調理など何をするにも

時間がかかってしまいました。加えて、検定や部活動との両立は本
当に大変で、投げ出したくなる日もありました。それでも最後まで頑張
ってこられたのは、いつも隣に励まし合える仲間がいたからです。そ

のおかげで苦手だった家庭科も克服することができました。

この3年間、保育の勉強はもちろん、想像以上にたくさんのことを

経験させてもらえました。そしてその全てが私を成長させてくれまし
た。皆さんもいろいろなことに積極的に挑戦してみて下さい。いつだっ

て支えてくれる仲間がここにはいます。そして、きっと卒業する頃には

成長した自分と出会えていると思います。（安城・篠目中学出身）

ごlPかけかえのない三年

＿∴
安城高校では、課題や補習、早朝テスト等が多くあり、入学当初

は色々と慣れるまでに時間がかかりました。また、僕は野球部に所属

していたので、勉強と部活動を両立させることが大変でした。しか

し、こういった環境であったからこそ、日々の学習や部活動に一生懸

命取り組むことができ、充実した3年間を送ることができたのだと思
います。

安城高校には、一人ひとりに合わせて熱心に指導して下さる先
生方が多くみえます。目標に向かって努力する上で、これ以上か－

良い環境で勉強に取り組むことができます。辛く苦しいことを乗り越
えた先には、新天地での明るく楽しい日々が必ず待っています。皆さ

んの安城高校で過ごす3年間が、一生の思い出に残る、かけがえ
のないものになることを願っています。（高浜・高浜南中学出身）

学校案内図
JR安城駅から
・名鉄バス約15分（安城更生病院行・中央図書館乗、図①下車、徒歩10分）
・市の循環バスで15分（総合福祉センター、図①下車、徒歩5分）
・徒歩約30分

名鉄西尾線南安城駅から
・徒歩約30分

〒446－0046　愛知県安城市赤松町大北103

TEL〔0566〕76－6218
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