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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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バドミントン
バスケットボール
卓球（同好会）



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

ファッションショー

課題研究

食物分野（展示発表）

被服分野（展示発表）

フードコース

生文花堂弁当

（集団調理実習）

コース料理・ケーキの展示

着付け分野（乗海中部大会優勝）

ヒューマンコース

介護実習

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 ��1　年 ���2　年 ���3　年 ���4　年 ���合　計 

琵　科　　男女 ��男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 

全 日 制 �普　　通 �132 �108 �240 �125 �111 �236 �116 �118 �234 � � �／ �373 �337 �710 

生活文化 �／ �80 �80 �／ �80 �80 �／ �81 �81 � �／ � �／ �241 �241 

合　　計 �132 �188 �320 �125 �191 �316 �116 �199 �315 �／ � � �373 �578 �951 

露ン′ 帯q �普∴　‾藩や �28 �8 �36 �11 �7 �18 �13 �3 �16 �11 �11 �22 �63 �29 �92 

◎普通科

（平成29年4月現在）

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。

⑳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

臼田
国語総合

5

離・締数学Ⅰ数学Ⅰ数学A物理基礎　体育　保健硝Ⅰ2コミュ二トシ］ン矧英語表現Ⅰ家庭基礎社会と桐齢HR
2　　2　　2　　2　　2　　2　1美術12　　3　　　　3　　　2　　2　11

現管B　古守B‡慧憲讐数写Ⅱ数誉B化警礎生警礎讐讐コミ彗ヨン英語順語雪現Ⅱ幣琴

現代文B古典B日本史A2倫理数学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］蘭英語表別日給冊

現讐B　古警B　還憲慧詔芸芸冨…慧…化警礎生攣讐］ミュニケ‡ヨン英語…語雪別幣苧

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　コミュニケーシ］蘭英語表現Ⅰ掩合HR
2　　2　　2　1　　3　　　　3　　　　　4　　　　生物4　　　　3　　　　3　　　　3　11

3年生文系の地歴科A科目は、世界史Bを選択した者はEj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

⑳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：トシ〕ン英語王　家庭総合　生詫業雑生活産業桐油］灘鏑ブイデ仰生活文化　HR
4　　　　2　　　3　　　2　　2　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］ミュ：ケーシ］ン矧亨とも磯と傭補職陛ファッションデザイン57滞棉諾椚　※　HR
3　　2　　2　　2　　2　1　2　　3　　2　　2　　　調理5　　　2　1　2　1

現代文B　　日本史A　数学応用A糟と人間用　体育　コミュ二トシ瀾英語表現Ⅰ
4　　　　　2　　　2　　　2　　　　3　　　　2　　　2

◎

ファッション造形4　ファッションデザイン3

調理4　栄養3

音菜Ⅰ2　子ども文化3　生活と福祉Z

消費生活リビングデ机課題研究　HR
3　　　　2　　　2　1

※は国語表現、生活産業情報、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問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。



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・学習合宿等を行い一、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、（）は過年度牢内数

大　　学　　名 �28年度 �27年度 �r26年度 

名　古　屋　工　業　大　学 �．2 �2 �2 

愛　知　教　育　大　学 �4 �6 �7 

愛　知　県　立　大　学 �4（1） �1 �4（1） 

名　古　屋　市　立　大　学 � � �2 

豊　橋　技　術　科　学　大　学 � � �1 

岐　　　阜　　＿大　　　学 �1 �1 �4 

三　　　重　　　大　　　学 � �2 �2 

三　重　県　立　看　護　大　学 � �2 � 

静　　　岡　　　大　　　学 �5 �6 �3 

静　岡　文　化　芸　術　大　学 �1 �3 � 

秋　　　田　　　大　　　学 � �1 �2 

秋　田　県　立　大　学 � �1 �1 

山　　　形　　　大　　　学 �1 �4 �3 

宇　　都　　宮　　大　　学 �1 � � 

筑　　　波　　　大　　　学 �1 � � 

茨　　　城　　　大　　　学 � � �1 

千葉県立保健医療大学 � �1 � 

高　崎　経　済　大　学 �1 � �1 

埼　　　玉　　　大　　　学 �1 � � 

横　浜　市　立　大．学 �1 � � 

上　越　教　育　大　学 �1 � � 

前　橋　工　科　大　学 � � �1 

富　　　山　　　大　　　学 �4 �1 �3 

富　山　県　立　大　学 � �1 �1 

金　　　沢　　　大　　　学 � �1（1） �1 

石　川　県　立　大　学 � �1 � 

福　　　井　　　大　　　学 �3（1） �1 �6（2） 

福　井　県　立　大　学 � � �4（1） 

山　　　梨　　　大　　　学 �2 � � 

信　　　州　　　大　　　学 �2 �1 �3 

滋　　　賀　　　大　　　学 �1 � � 

滋　賀　県　立　大　学 � � �1 

奈　良　女　子　大　学 �1 � � 

京　　　都　　　大　　　学 � �1 � 

京　都　府　立　大　学 �1 � � 

福　知　山　公　立　大　学 �3 � � 

大　　　阪　　　大　　　学 �1 � �1 

兵　庫　県　立　大　学 �2 � �1 

岡　　　山　　　大　　　学 � � �1（1） 

鳥　　　取　　　大　　　学 �1 �4 � 

島　　　根　　　大　　　学 �1 � � 

島　根　県　立　大　学 � � �2 

尾　道　市　立　大　学 �1 � � 

山　　　口　　　大　　　学 �1 � � 

下　関　市　立　大　学 �1 � � 

徳　　　島　　　大　　　学 �1 � � 

高　知　工　科　大　学 �2 �4 �2 

福　岡　教　育　大　学 �1 � � 

鹿　　児　　島　　大　　学 � �2 � 

琉　　　球　　　大　　　学 �1 � � 

名　　　桜　　　大　　　学 �1 � � 

合　　　　計 �55（2） �47（1） �60（5） 

主要私立大学合格数　　全日制のみ、（）は過年度卒内数

大　　学　　名 �28年度 �27年度 �26年度 

早　　稲　　田　　大　　学 � � �4（4） 

明　　　治　　　大　　　学 �2 �1（1） �5（2） 

青　山　学　院　大　学 � �1 � 

立　　　教　　　大　　　学 �2 � � 

法　　　政　　　大　　　学 � �1 �1（1） 

日　　　本　　　大　　　学 � �1（1） �2（1） 

関　西　学　院　大　学 � �1（1） � 

同．志　社　大　学 �1 �2（1） � 

立　　命　　館　　大　　学 �4 �7 �13（3） 

関　　　西　　　大　　　学 � � �3（1） 

愛　　　知　　　大　　　学 �51 �57 �135（4） 

愛　知　学　院　大　学 �42 �38 �63 

愛　知　学　泉　大　学 �8 �5 �3 

愛　知　工　業　大　学 �42 �37 �32（4） 

愛　知　淑　徳　大　学 �51 �54（6） �44（2） 

桜　花　学　園　大　学 �2 �5 �5 

岡　崎　女　子　大　学 � �8 �3 

金　城　学　院　大　学 �19 �6 �14（1） 

椙　山　女　学　園　大　学 �27 �19 �37 

中　　　京　　　大　　　学 �36 �99 �92（8） 

中　　　部　　　大　　　学 �38 �38（1） �24 

名　古　屋　外　国　語　大　学 � �11 �33 

名　古　屋　女　子　大　学 �10 �34 �15 

名　古　屋　芸　術　大　学 �2 �7 �3 

南　　　山　　　大　　　学 �24 �42（5） �49（2） 

藤　田　保　健　衛　生　大　学 � �3 �13 

名　　　城　　　大　　　学 �47（1） �52 �71（7） 

そ　　　　　の　　　　　他 �168 �156（3） �148（11） 

合　　　　計 �576（1） �685（19） �812（51） 

主要大学短大合格数　　全日制のみ、（）は過年度卒内数

大　　学　　名 �28年度 �27年度 �26年度 

岐阜市立女子短期大学 � �1 � 

静　岡　県　立　短　期　大　学 � �2 � 

三　重　短　期　大　学 � �1 � 

愛知きわみ看護短期大学 �（募集停止） �1 �1 

愛知大学短期大学部 �2 �2 �1 

愛　知　学　泉　短　期　大　学 �2 �4 �3 

愛知文教女子短期大学 �2 � �2 

岡　崎　女　子　短　期　大　学 �8 �13 �4 

至学館大学短期大学部 �1 � � 

名古屋学芸大学短期大学部 � � �2 

名　古　屋　短　期　大　学 �7 �11 �1 

名古屋文理大学短期大学部 �1 �1 �3 

名古屋女子大学短期大学部 �3 �8 �4 

南山大学短期大学部 �（募集停止） �2 �2 

そ　　　　　の　　　　　他 �1 �6 �10 

合　　　　　計 �27 �52 �33 

進　路　先　種　別 �28年度 �27年度 �26年度 

四　　年　　制　　大　　学 �198 �205 �207 

短　　　期　　　大　　　学 �2 �11 �6 

看　護　専　門　学　校 �4 �4 �4 

専門学校（看護を除く） �8 �7 �6 

就　　　　　　　　　　　職 �1 �1 �1 

そ　　　　　の　　　　　他 �18 �9 �9 

生活文化科進路状況

⑳



安高を巣立った卒業生より

射撃部での経験

名古屋工業大学
工学部　情報工学科

普通科　畑中　哲哉

僕は、この安城高校に入学して初めて射撃部という部活を知りま
した。もちろん射撃の経験は無く、不安もありましたが、優しい先輩た

ちやしっかりと基礎から教えて下さる指導員の方のおかげで、自分
でも射撃の腕が上達していくのが分かり、不安もどんどん無くなって

いきました。

射撃は競技人口が少なく、県内でも安城高校を含めて3校しか
射撃部がありません。その分上位大会へ進出しやすいですが、だか
らといって日々の努力を疎かにしてはいけません。射撃では1点どこ

ろか01点の差で順位が決定するため、他の部活と同様に、日々の

積み重ねが大切です。

高校に入ると授業も難しくなり、部活との両立は大変ではあります

が、後悔することのないよう、頑張って下さい。（安城・篠目中学出身）

生徒会活動を通して

愛知教育大学
教育学部　初等教育教員養成課程　幼児教育選修

普通科峯村日菓子

私は、2年生の時に生徒会役員として1年間、主に学校行事の
運営に携わることができました。特に安高祭では、どうしたら安高
生皆が楽しむことのできる行事を作れるか、毎日遅くまで学校に残

り、生徒会の皆で何度も話し合いを重ねました。自分たちの出した
意見を先生方へ伝え、そしてそれが全校へと届き、「楽しかった」
や「ありがとう」という安高生の声を開けたときは、言い表すことの
できない程の喜びがわき上がってきました。

高校生活は忙しく、大変なことも多いですが、その何倍もの充
実感や達成感がその先には待っています。安城高校に入って、
勉強も部活も行事も、何に対しても一生懸命取り組むことのできる
仲間たちと出会うことができ、そして自分の可能性を広げてくれた
生徒会活動に関わることができ、本当によかったと思っています。

（蒲郡・蒲郡中学出身）

安城高校で学んだこと

埼玉大学
理学部　物理学科

普通科浅野　友哉

僕が高校生活3年間で学んだことは、積み重ねることと、真剣に
取り組むことの大切さです。僕は日々の授業を真剣に受けることをず
っと意識していました。ノートの取り方を考え、自己流の取り方を編み

出し、授業をしっかり理解できるように様々な工夫をしていました。その

結果、テスト週間では課題に取り組む余裕もでき、満足のいく結果を

出し続けることができました。また、課題の量も多かったのですが、放

課の時間やちょっとした隙間の時間を使って、毎日計画的に、丁寧に
課題をこなしてきました。センター試験で自己ベストの点数を出すこと

ができたのは、こういった毎日の積み重ねの結果だと思っています。

安城高校の先生方は教え方も上手く、とても熱心に指導して下さ
るので、何事も自分から真剣に取り組めば、必ず結果は出ます。頑張

れ後輩たち！　　　　　　　　　　（安城・安城西中学出身）

⑧

覧・こい∵≡言＝
私は、裁縫や調理がしたいという理由で生活文化科に入学しまし

た。初めのうちは上手くできずに悩むこともありましたが、先生からアド

バイスを頂いたり、友人たちと励まし合ったりする中で、何度も練習を

繰り返し、検定に合格することができました。日々の実習を重ねること
で、確かな知識や技術が身についたと思っています。さらに、何度も

やり直す中で諦めない心も身につけることができました。

生活文化科は、家庭科の勉強だけではなく、授業や行事を通し
て自分の内面も成長させられる場所です。苦しいときもあるかもしれ

ません。しかし、そこで諦めることなく頑張ることが、自分を成長させて

くれます。悩んだ時には、力になってくれる先生方や仲間がたくさんい

ます。そんな人々に出会えたこの3年間を、これからも大切にしていき
たいです。　　　　　　　　　　　　（安城・桜井中学出身）

圏畿一・三・＝

r予「
僕には安城高校入学後の3年間を通して、1つだけ誇れることが

あります。それは、授業を何よりも大切にしてきたことです。僕は野球

部に所属していましたが、勉強でも成果を出したいと思い、どうしたら

勉強と部活動を両立できるかを考えました。そしてたどり着いた答え
は、授業の50分間を最大限集中し、その時間内で内容を理解しきる

ことでした。その甲斐もあって、野球部の活動が終わると同時に、焦

ることなく受験勉強に突入することができました。

この安城高校には、皆さんを応援してくれる先生が数多くいらっし

ゃいます。僕が第一志望の大学に合格できたのは、間違いなく先生

方のおかげです。皆さんが安城高校の先生方の授業や指導に導
かれ、僕よりも素晴らしい結果を残すことを心から期待しています。

（安城・桜井中学出身）

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・昭林公園乗、図（D下車、徒歩1
・市の循環ハスで15分（策誓合福祉センター、図（∂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


