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Ⅰ．日本の学校のしくみ 
１．日本の教育制度 
日本では、小学校から中学校までの９年間が義務教育となっています。中学

校卒業後、日本では 95％以上の人が、高校へ進学します。ただし、高校は義務

教育ではないので、入学金、授業料、教科書代などは自己負担になります。 
 

大学院 
（２年～５年） 

 

大学 
（４年） 

短期大学 
（２年） 

専門学校 
（1 年～２年） 

高等専門学校 
（５年） 

※高等専門学校か

らは、大学への

編入が可能。 

高等学校（３年～４年） 

中学校（３年）～１５歳 義務教育修了 

小学校（６年）６歳～  義務教育開始 

幼稚園（３年） 保育園（３年～５年） 
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２．高校を受検できる条件 
 

 
 入学する年の４月１日に 15 歳以上であり、以下の（ア）から（エ）のいずれ

かに当たること。  
(ア) 日本の中学校を卒業した人。または３月に卒業予定の人。 
(イ) 外国において９年間の学校教育を修了した人。 
(ウ) 外国で９年間教育を受けていない場合、日本の中学校に編入して卒

業すること。 
※ 日本の外国人学校（ブラジル人学校など）を卒業しても、受検資格

はありません。 
     (エ)毎年 11 月の初め頃に行われる「中学校卒業程度認定試験」に合格す

ること。 
※ 試験については、静岡県教育委員会の特別支援推進教室 

Tel：０５４－２２１－２９４２ までお問い合わせください。 
 
 

 
 

高校受検資格 

日本の中学校を卒業した人 
 

日本または外国で 
９年以上の教育を受けた人 

中学校卒業程度認定試験に合格した人 
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３． 高校を卒業するメリット 
 高校を卒業すると、大学、短期大学、専門学校（専門課程）への入学試験を

受けられます。高校卒業を採用条件にしている会社が多いので、就職に有利に

なります。また、給料も中卒者に比べて高くなります。 
 

Ⅱ．高校の種類と特色 
１．学習する時間の違い 
 高校は、学習する時間によって、３つの課程があります。下の表に平均的な

例をまとめました。 
 各学校には、「学校案内」という冊子があるので、取り寄せてみましょう。 
 全日制 

（公立・私立） 
定時制 通信制 

（公立） 学年制 単位制 
 

通学日 
・ 
時間 

毎日 
8:30～16:00 

毎日 
17:30～21:00 

原則として毎日 
午前、午後、夜間

のコースがある。 

自主学習により与えら

れた課題を提出し、添

削指導などを受ける。 
月に数回、スクーリン

グと呼ばれる授業に出

席し、先生から直接指

導を受ける。 
一日の 
勉強時間 

50 分授業が

6 時間 
 45 分授業が 

４時間 
 

 
卒業まで

の 
年数 

３年 通常４年 
※３年で卒業す

る 方 法 も あ

る。 

３年以上 
※74 単位以上の

習得で卒業で

きる。 

３年以上 
※74 単位以上の習得で

卒業できる。 

 
設置学科 

普通科 ※１ 
専門学科※２ 
総合学科※３ 

普通科 
専門学科 
（工業、商業） 

普通科 普通科 

 
その他 

 ほとんどの学

校で給食か補

食がある。 

三島長陵 
静岡中央 
浜松大平台の

３校 

静岡中央の１校のみ。 
スクーリングは 
45分の授業で年に 20
回くらい。静岡中央高

校・三島長凌・新居高

校内。 
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２．学習内容の違い 
（１）普通科 
将来必要とされる知識・技能の基礎となる一般的な教養を学習します。大学

を目指す生徒が多く、就職を目指す生徒には向いていない学校もあります。し

かし、様々な進路に適した専門の分野を学ぶコース（類型）がある学校では、

資格の取得などもできます。 
例）池新田高校普通科、横須賀高校普通科、 

常葉菊川高校普通科、掛川東高校普通科、 
掛川西高校普通科 

（２）専門学科  
 専門分野のスペシャリストを目指して、一般的な教養に加えて専門的な知

識や技能などを学びます。工業、商業、農業、水産業、福祉など職業に関す

る学科と、芸術、理数、国際などの特定分野をより深く学ぶ学科があります。

多くの学校では、進学者と就職者は約半々です。 
例）島田商業高校、島田工業高校、掛川工業高校 

常葉学園高校、磐田農業高校 
（３）総合学科  

興味・関心や希望する進路に応じて、普通科目、農業、工業、商業・福祉

などの専門科目から科目を選択して学習します。進学を目指すコースもあり

ます。       例）小笠高校総合学科、遠江総合高校 
 

３．公立高校と私立高校の違い 
   公立高校は、県や市が運営しているので、費用があまりかかりません。私

立高校は、一般に公立高校より２～３倍多くの費用がかかります。選抜試験

（入試）の日程や仕組みも公立高校とは違います。 
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Ⅲ．高校の費用 
１．入学までにかかる費用 
 公立高校 私立高校 

（全日制） 
例 

全日制 定時制 
（学年制） 

定時制 
（単位制） 

通信制 

入学検定料 2,200 円   950 円   950 円 なし 15,000 円 
入学料※１ 5,650 円   2,100 円    2,100 円 500 円 95,000 円 
制服・鞄・ 
体操服など 

40,000 
～50,000 円 

 
約 15,000 円 

なし 約 70,000 円 

施設充実費 なし なし なし なし 約 60,000 円 
合計① 約 60,000 円 約 20,000 円 約 20,000 円 約 500 円 約 240,000 円 

※１ 入学料は入学の時に払います。 
２の「諸費」の一部を入学時に払う場合もあります。 

 
２．学習にかかる費用（１年間） 
 公立高校 私立の 

全日制 
（例） 

全日制 定時制 
(学年制) 

定時制 
(単位制) 

通信制 

授業料 
※２ 

※2010 年 4 月より無料になりました。 265,200 円 

教科書 
教材 

約 15,000 円  約10,000円 
 ※３ 

※４  約 20,000 円 

諸費※５ 約 130,000 円  約66,000円 約 32,000 円 約 2,600 円 約 42,000 円 
給食※６ 

 
  なし 26,000 円 

 ～51,000 円 
  なし なし   なし 

合計② 約 145,000 円 約 100,000 円   約 327,200 円 
 

合計 
①＋② 

約 205,000 円 約 120,000 円   約 567,200 円 

※２ 公立高校は、家庭の状況にかかわらず、授業料は無償です。 
   私立高校は、国から授業料 118,800 円が支給された額ですが、収入に

応じてさらに安くなります。 
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※３ 定時制の教科書代は、一年間に 90 日以上働いた（アルバイトも含む）

生徒は全額補助されます。 
※４ 定時制（単位制）と通信制の場合、選択した科目の数や種類により、

教科書・教材費・実習費は異なります。 
※５ 「諸費」は、学年費、PTA 会費、学校後援会費、生徒会費、図書費、

進路・生徒費、教育充実費などを含みます。集める項目や金額は学校

によって異なり、表の数字は平均的なものです。 
   「学年費」とは、学年で行う特別活動や、学年全体で使う副教材にか

かる費用です。例：遠足の費用や英語の単語帳の代金など 
   私立高校の「諸費」は、学則で定められた納付額です。学則で定めら

れていない学年費 PTA 会費等は含まれていません。 
 ※６ 給食については、学内に食堂がある学校もあり、自分で買って自由に

食べることができます。定時制の給食代は、１年間に 90 日以上働いた

（アルバイトも含む）生徒は一部補助されます。 
 

３．その他にかかる費用 
修学旅行費 約 10 万円～15 万円の費用がかかります。１年次から費用を積み

立てて、２年次または３年次で修学旅行に行きます。海外の場合、

参加が選択できる場合もあります。 
部活動費 部活動に入る場合は、必要な費用が別にかかります。 

例：ユニフォーム、楽器、遠征費など 
通学費※７ 
 

バスや電車で通う場合に必要です。定期券の学生割引が利用でき

ます。 
※７：通学のための費用が月に 15,000 円を超える場合は、「遠距離通学補助金」

が交付されることもあります。詳しくは、高校に問い合わせてください。 
 

Ⅳ 奨学金 
 勉強の意欲があり、決められた条件を満たす家庭に対して、学費を貸してく

れる制度です。家庭の収入額や成績、在留資格などの条件があります。また、

社会人になったら、お金を返さなくてはいけません。 
保護者の病気・死亡・失業・破産・会社の倒産、または火災、風水害等に遭

った人のための奨学金等の制度もあります。高校によっては、独自の奨学金制

度や、授業料や入学金の全額、一部免除等の制度がある学校もあります。詳し

くは、入学先の高校で相談してください。 
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◆ 静岡県 高等学校等教育奨学金 
対象者：保護者が県内に住み、在留資格が「永住者」または「永住者の配偶者

等」の人。保証人が必要。 
    家庭の収入が基準以下であること。保証人が２名必要です。 
    成績の条件があるものと、ないものがあります。 
貸与額：月 18,000 円（国立、公立の高校等の在学者で自宅通学の人） 
    月 23,000 円（国立、公立の高校等の在学者で自宅通学でない人） 
    月 30,000 円（私立の高校等の在学者で自宅通学の人） 
    月 35,000 円（私立の高校等の在学者で自宅通学でない人） 

＊問い合わせ：静岡県教育委員会 学校教育課 高校班（Tel 054-221-3147） 
 
◆ 静岡県 定時制・通信制修学資金   
対象者：県立高校の定時制課程または通信制課程の生徒で、経済的収入を得る

職業に就いていて、年間の収入が 263 万円以下の場合。 
受給額：月 14,000 円 

（静岡県高等学校等奨学金とあわせて受けることはできません。） 
卒業できたら返す必要はありません。途中で退学した場合は、全額返さ

なければなりません。 
＊問い合わせ：静岡県教育委員会 学校教育課（Tel 054-221-3111） 

 
民間の財団による奨学金もあります。 
 
◆ 公益信託カトリック・マリア会・セント・ジョセフ奨学育英基金 

住友信託銀行 リテール企画推進部 公益信託チーム（マリア会担当） 
問い合わせ先：03:3286-8218  

 
◆ あしなが育英会 TEL 03-3221-0888 

対象者：病気、災害、自殺などで保護者を亡くしたり、重度後遺障害で働け

ない家庭の子ども 
 
◆ スルガ奨学財団 TEL 055-962-5610 
◆ 木内建設記念奨学基金   

問い合わせ：中央三井信託銀行  （法人営業第二部 TEL 03-5232-8910） 
 

◆ スズキ教育文化財団 問い合わせ：TEL 053-447-8222 
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V．公立高校の入学者選抜のしくみ 
１．全日制 
（１）一般選抜 
  共通枠と学校裁量枠という２つの枠があり、共通枠は、「調査書」「面接」「学

力検査」の３つの資料を使って行います。学校裁量枠については、担任の先

生に聞いてください。 
・ 調査書：中学校の学習成績等、中学校生活の様子を記録したもの。 
      各教科の評定、特別活動の記録、諸活動の記録などについて、中学 

校の先生が作成したもの。 
・ 面  接：集団面接や個人面接等があり、高校の先生が受検生の性格や意欲な    
      どを評価する。 
・ 学力検査：国語・社会・数学・理科・英語の５教科で、全県共通の問題。 
 
（２）外国人生徒選抜 
  実施している学校が決まっています。一般選抜と同じ日に行うので、一般

選抜と併願することはできません。 
 

対象生徒 選抜方法 実施校 募集定員 
 

来日３年以内 
・ 調査書 
・ 面接 
・ 日本語基礎

力検査※２ 

裾野、庵原、富士市立

吉原商業、小笠、 
横須賀、遠江総合、 
浜松東、浜松江之島、

新居 

それぞれ

若干名 
※１ 
※３ 

※１ 2010 年は８校に 18 人受検して 16 人合格、2009 年は 11 人受検して８人

合格。 
※２ 「日本語基礎力検査」には、基礎的な学力を測る問題を含みます。 
※３ 浜松北高校（国際科）のみ。定員の 20％ 
 
２．定時制 
（１）学年制 
  選抜は、調査書」「面接」「学力検査」の３つの資料を使って行います。 
  学力検査は、作文または５教科の中から各高校が選んで行います。 
  2011 年度の入試においては、学力検査として 14 校が「作文」を、３校が

「国語」を、１校が「国語」と「数学」を行いました。 
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（２）単位制 
  ・選抜は、「調査書」「面接」「学力調査」の３つの資料を使って行います。 
  ・学力検査は、５教科から３教科を選んで受検します。夜間のコースへの・

志願者で 20 歳以上の人は、学力検査の代わりに「作文」を行います。 
・８月には秋季の募集もあります。 

 
３．通信制 
「学力検査」は行いません。「調査書」等の必要書類の内容で選抜します。 

   
４．再募集 

・一般選抜と特別選抜の結果、合格者数が募集定員より少なかった学校・学

科で行います。 
・選抜は、「調査書」「面接」と、「作文」または「小論文」で行います。 

 

VI 高校体験入学 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全日制の高校では、それぞれの高校で「学校見学会」「一日体験入学」が８月

にあります。５月～６月に申し込みをします。いくつでも参加することがで

きますので、担任の先生とよく相談して見学先を選びましょう。定時制は、

担任の先生に問い合わせてください。ほかにも、各学校の文化祭などで、学

校の様子を知ることができます。 
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Ⅶ ．入試に関するスケジュール（中学３年生） 

７ 月 三者面談     自分の希望をしっかり伝えよう！ 

 

８月 １ 日高校体験入学  いろんな学校を見学しよう！ 

 

９月 第１ 回学力調査   夏休みの成果を発揮しよう！ 

 

10 月 担任の先生と面接 中間テスト 

 

11 月 期末テスト    評価点の参考になるテスト！ 

 

12 月 第２ 回学力調査 三者面談 

 

１ 月 実力テスト    入試のつもりでがんばろう！ 

 

２ 月 私立高校入学試験 私立単願の場合、 

合格すれば受験終了！ 

３月 公立高校入学試験 合格すれば受験終了！ 
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2011 年度入試のスケジュール 
（１）一般選抜と特別選抜の日程 
願書受付 2011 年 2 月 15 日（火）～２月 17 日（木）12:00 まで 
志願変更受付 2011 年２月 23 日（水）～２月 24 日（木）12:00 まで 
学力検査・面接など 2011 年 3 月 3 日（木）、3 月 4 日（金） 
追検査 2011 年 3 月 10 日（木） 
合格者発表 2011 年 3 月 15 日（火）12:00 から 

各高校において、合格者の受験番号を掲示します。 
※単位制による通信制過程の願書受付は、2011 年 3 月 17 日（木）～3 月 31 日

12:00 まで。 
 
（２）再募集日程 
実施校・募集定員の発表 2011 年 3 月 15 日（火） 
願書受付 2011 年 3 月 17 日（木）～3 月 18 日（金）14:00 まで 
面接、作文など 2011 年 3 月 22 日（火） 
合格者発表 2011 年 3 月 24 日（木）12:00 から 
 
（３）単位制による定時制課程の秋季選抜 

（三島長陵高校、静岡中央高校、浜松大平台高校） 
願書受付 2011 年 8 月 16 日（火）～8 月 18 日（木）まで 
基礎力検査・自由表現など 2011 年 8 月 23 日（火）、24 日（水） 
追検査 2011 年 8 月 26 日（金） 
合格者発表 2011 年 8 月 31 日（水）12:00 から 
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Ⅷ入試に関することば 

 

願書
がんしょ

 
受検するときに提出する書類のこと。 

志望校
しぼうこう

 
自分が受検したい高校のこと。 

評定
ひょうてい

 
１～５で表される成績のことで、５が一番よい成績です。 
内申点と言う人もいますが、正しいことばではありません。 

出願
しゅつがん

 
願書を志望校に提出すること。 

調査書
ちょうさしょ

 
中学校の成績や出欠状況、学校活動（委員や表彰など）の記録が

書かれたもの。 

収 入
しゅうにゅう

証紙
しょうし

 
地方自治体が条例に基づいて発行する金銭の払い込みを証明す

る証票。高校の受検料は、県内市役所・警察署・県総合庁舎など

で収入証紙を購入して納める。 

単
たん

願
がん

 
志望校を１校だけ受検すること。 

併願
へいがん

 

 

第一志望（一番入りたい学校）だけでなく、ほかの高校や専門学

校も受検すること。私立高校に合格しても、その後実施される公

立高校を受検し、公立高校に合格すれば私立高校に進学しない受

検方法。 

公立
こうりつ

 
県や市など地方公共団体が設立した学校。 
（公立高校入試は、大学入試と違い、調査書の影響が大きい。） 
＊公立高校は、合格すれば必ず入学しなければならないので、単

願・併願といった区別はありません。 

私立
し り つ

 
国立や公立の教育施設に該当しない学校。 
 

三者
さんしゃ

面談
めんだん

 

 

生徒本人と保護者、担任の先生の３人が意見を交換しながら、生

徒の将来についての希望を見通し、現在の目標を明確にすること

を目指します。学校に申し込んで、通訳を頼むこともできます。 

一般
いっぱん

入試
にゅうし

 

 

学力検査を行う入試のこと。調査書と学力検査で合否が判定され

ます。高校によっては、実技試験や面接などを実施するところも

あります。 
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過去
か こ

問
もん

 

 

過去に出題された入試問題のこと。国立・私立高校や独自入試を

行う公立高校の場合は学校ごとに、公立高校の場合は都道府県ご

とになっています。 

面接
めんせつ

試験
し け ん

 
日常の生活態度や家庭の教育環境、社会性、性格などのほか、校

風や教育方針を理解しているか、入学への意欲があるかなどを見

るために行われます。 

模擬
も ぎ

試験
し け ん

 
一般入試の試験問題に近い形式で実施されるテストのこと。中学

校の定期テストと比べて出題範囲が広い、志望校を登録すること

で合格の可能性がわかる、偏差値が示されるなどの特徴がありま

す。 

倍率
ばいりつ

 
「志願倍率」とは、募集定員人数に対する志願者（応募者）数。

「受検倍率」とは、募集定員人数に対する実際に受験した人数。 
「実質倍率」とは、合格者数に対する受検 
者数。 

入学
にゅうがく

金
きん

 

 

高校合格後に支払うお金。決められた日時までに払わないと、合

格取り消しとなるので注意が必要です。 

学校
がっこう

説明会
せつめいかい

 
入試や高校の特色・カリキュラム・部活動等について、受検生や

保護者を対象に説明を行うもの。 

高校
こうこう

見学
けんがく

 
学校内の教室・施設・設備等が見られます。ふつう「見学日」が

設けられていますが、文化祭や説明会と同時に開催されたり、事

前予約をすれば、常時受け付けてくれる高校もあります。 
 
 

Ⅸ．よりよい進路選択のために 

 
○中学校を休まないようにしましょう。  

中学校の授業は、一時間が 50 分と長く、小学校に比べて内容も難しくなり

ます。授業を欠席すると、勉強がわからなくなります。また、進学や就職を

希望する際、出欠の状況はとても重視されますので、欠席、遅刻、早退がな

いようにしましょう。部活動も学校の教育の一環なので同じように重視され

ます。 
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○できるだけ早い時期から進路について考えましょう。 
  受検の準備を中学３年生から始めても、テストの点や成績はすぐには伸び

ません。進学か就職か、どの高校や専門学校、会社を希望するか、早い時期

から親子で話し合いましょう。また、担任の先生に積極的に相談しましょう。 
 
○進学や就職を経験した先輩に体験談を聞きましょう。 
  進学や就職は、最初の希望どおりにいかない場合もあります。先輩もきっ

と悩みながら進路を決めていったはずです。どのように勉強したか、詳しく

聞きましょう。 
 
○高校や専門学校について、正しい情報を得ましょう。 
  外国籍の保護者の間では、「この高校は、不良が多い。」「工業高校や商業高

校は、普通高校より入りやすい。」「専門学校に入れば就職に困らない。」「定

時制に入ると、悪い仲間に誘われやすい。」「この学校はだれでも入れる。」な

ど根拠のない噂が流れることがあります。気になることは中学校に確認し、

正確な情報を得ましょう。 
 
○日本語が不安な場合は、面談のときに通訳をつけてもらいましょう。 
  面談では、子どものテストや成績、授業や部活での態度などを話します。

高校受検のシステムについて、具体的な説明もあります。子どもに通訳させ

ると、正しい情報が保護者に伝わらないことがあります。できるかぎり通訳

をつけてもらうように中学校に相談しましょう。 
 
○高校を見学に行きましょう。 
  ほとんどの高校で、毎年学校説明会が開かれます。入試や高校の特色・カ

リキュラム・部活動等について、受検生や保護者を対象に説明を行います。

志望校を決める前に、できるだけ高校を見学し、情報を集めましょう。その

際、子どもだけでなく保護者も見に行くようにしましょう。通学時間が長い

と、その分朝早く家を出なければなりません。部活やクラブ活動をして帰宅

すると遅い時間になります。バスや電車などの交通機関を使う場合は、交通

費もかかります。自宅から通えるかどうか体験することも大切です。 
 
○提出物を確認しましょう。 

進学や就職の際は、たくさんの提出物が必要になります。高校や専門学校

には通訳や日本語指導者はいません。提出書類はていねいに記入し、期限内

に出しましょう。わからないところは勝手に判断せず、先生に聞きましょう。 



 - 16 - 

○受検には面接があります。家庭でもよく練習しましょう。 
  「高校の志望理由」や「将来の夢」、「尊敬する人」、「自分の長所・短所」

などは、答えられるようにしておきましょう。また、日ごろからあいさつや

言葉遣いに気をつけましょう。 
 
○高校進学に必要な費用を貯金しましょう。 
  高校では、授業料や教科書代などにお金がかかります。公立高校と私立高

校でも金額は異なります。行きたい学校にかかる費用を事前に調べ、貯金を

しておくことが必要です。 
 
 

〈資料〉  

近隣の高校の連絡先 
（１）全日制公立高校 
No 高 校 名 よ み か た 住   所 電   話 
１ 島田 しまだ 島田市稲荷 1-7-1 0547-37-2188 

http://www.shizuoka-c.ed.jp/shi
mada-h/ 
 

２ 島田工業 しまだこうぎょう 島田市阿知ヶ谷201 0547-37-4194 
http://www.shimada-th.shizuok
a-c.ed.jp/c/ 
 

３ 島田商業 しまだしょうぎょ

う 
島田市本通り

7-8707 
0547-37-4167 
http://www3.shimada-ch.shizuo
ka-c.ed.jp/ 
 

４ 金谷 かなや 島田市金谷河原 35 0547-45-4155 
http://www.kanaya-h.shizuoka-
c.ed.jp/ 
 

５ 吉田 よしだ 榛原郡吉田町 
片岡 2130 

0548-32-1241 
http://www.yoshida-h.shizuoka-
c.ed.jp/ 

http://www3.shimada-ch.shizuoka-c.ed.jp/
http://www3.shimada-ch.shizuoka-c.ed.jp/
http://www.kanaya-h.shizuoka-c.ed.jp/
http://www.kanaya-h.shizuoka-c.ed.jp/
http://www.yoshida-h.shizuoka-c.ed.jp/
http://www.yoshida-h.shizuoka-c.ed.jp/
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６ 榛原 はいばら 牧之原市静波 850 0548-22-0380 
http://www.szo-haibara-h.ed.jp/ 

７ 相良 さがら 牧之原市波津

1700-3 
0548-52-1133 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/sag
ara-h/ 

８ 掛川東 かけがわひがし 掛川市南西郷 1357 0537-22-3155 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/kak
egawahigashi-h/ 

９ 掛川西 かけがわにし 掛川市城西 1-1-6 0537-22-7165 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/kak
egawanishi-h/ 

10 掛川工業 かけがわこうぎょ

う 
掛川市葵町 15-1 0537-22-7255 

http://www.shizuoka-c.ed.jp/kak
egawa-th/ 

11 横須賀 よこすか 掛川市横須賀

1491-1 
0537-48-3421 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/oga
sa-h/ 

12 小笠 おがさ 菊川市東横地

1222-3 
0537-35-3181 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/oga
sa-h/ 

13 池新田 いけしんでん 御前崎市池新田

2907-1 
0537-86-2460 
http://www.ikeshinden-h.ed.jp/p
asoind.htm 

14 袋井 ふくろい 袋井市愛野 2446-1 0538-42-0191 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fuk
uroi-h/ 

15 袋井商業 ふくろい 
しょうぎょう 

袋井市久能 2350 0538-42-2285 
http://www.fukuroi-ch.shizuoka
-c.ed.jp/ 

16 磐田南 いわたみなみ 磐田市見付 3084 0538-32-7286 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/iwa
taminami-h/ 

17 磐田北 いわたきた 磐田市見付 
2031-2 

0538-32-2181 
http://www.iwatakita-h.shizuok
a-c.ed.jp/ 
 

http://www.ikeshinden-h.ed.jp/pasoind.htm
http://www.ikeshinden-h.ed.jp/pasoind.htm
http://www.iwatakita-h.shizuoka-c.ed.jp/
http://www.iwatakita-h.shizuoka-c.ed.jp/
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18 磐田農業 いわたのうぎょう 磐田市中泉 168 0538-32-2161 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/iwa
ta-ah/ 

19 磐田西 いわたにし 磐田市中泉 2680-1 0538-34-5217 
http://www.shizuoka-c.ed.jp/iwa
tanishi-h/ 

 
 
 
（２）定時制公立高校 

 ※印は、単位制による定時制課程の学校 
 高 校 名 よ み か た 住  所 電   話 

１ 島田商業 しまだしょうぎょ

う 
島田市本通り 
7-8707 

0547-37-4167 

２ 榛原 はいばら 牧之原市静波 850 0548-22-0380 
３ 磐田南 いわたみなみ 磐田市見付 3084 0538-32-7286 
４ 浜松北 はままつきた 浜松市中区広沢 

1-30-1 
053-454-5548 

５ 浜松工業 はままつこうぎょ

う 
浜松市北区初生町

1150 
053-436-1101 

６ 浜名 はまな 浜松市浜北区 
西美薗 2939-1 

053-586-3155 

７ 浜松大平

台 
はままつおおひら

だい 
浜松市西区大平台 
4-25 

054-221-3152 

８ 新居 あらい 浜名郡新居町内山 
2036 

053-594-1515 

 
 
 
（３）通信制高校 

高 校 名 よ み か た 住  所 電  話 
静岡中央 しずおかちゅうお

う 
静岡市葵区城北 
2-29-1 

054-209-2431 
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（４）私立高校 
 高 校 よ み か た 住  所 電  話 
１ 静清 せいせい 藤枝市潮 87 054-641-6693 
２ 藤枝明誠 ふじえだめいせい 藤枝市大洲 2-2-1 054-635-8155 
３ 藤枝順心 ふじえだじゅんし

ん 
藤枝市前島 2-3-1 054-635-1311 

４ 島田樟誠 しまだしょうせい 島田市伊太 2075-1 0547-37-3116 
５ 菊川南陵 きくがわなんりょ

う 
菊川市河東 5442-5 0537-73-5141 

６ 常葉学園

菊川 
とこはがくえん 
きくがわ 

菊川市半済 1550 0537-35-3171 

７ 磐田東 いわたひがし 磐田市見付 180-5 0538-32-6118 
 
 
 

２．近隣の高校への行き方など 
 
（公立高校） 
 
掛川東高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約 45 分 (約 9.2km) 

JR 掛川駅下車 徒歩 25 分 (約 1.6km) 
運賃 JR 菊川―掛川間 片道 190 円 （定期１ヵ月 5,670 円） 
しずてつジャストライン直通バス掛川東高線（開校日のみ運行） 
掛川市市街地循環バス南回り「掛川東高入口」下車 

〈設置学科〉普通科 
生徒の幅広い興味・関心や進路希望にも対応できる教育課程が編成されてい

る。平成 14 年度からは特進クラスが設けられ、平成 16 年度から単位制が導入

されている。 
 
 
掛川西高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約 40 分 (約 8.1km)  

    運賃 JR 菊川―掛川間 片道 190 円 （定期１ヵ月 5,670 円） 
JR 掛川駅下車 徒歩 10 分 
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〈設置学科〉普通科・理数科 
英語は原則２週間木曜日に１度の weekly test、数学は原則毎週火曜日の確認

テストが実施されており、国数英では週末課題がある。理数科は数学の授業進

度が普通科と比べて速く（普通科は理系クラスでも３年生で教科書の内容を一

通り終えるのに対し、理数科は２年生で終える。）、物理・化学・生物の３科目

が全て必修となっている（普通科は文系クラスで理科総合 A と生物 I の２科目）。

また 12 月から３月にかけて『理数科課題研究』を行っている。 
 
 
掛川工業高校 
〈交通〉   JR 菊川駅より自転車で約 30 分 (約 6.6km) 
〈設置学科〉（全日制）機械科 電子機械科 電子電気科 情報技術科  

設備システム科 
就職指導が充実しているほか、工業高校としては日本有数の進学率をも誇る

名門校として有名。近年では国公立大学への進学者も多い。教室棟は三棟あり、

機械科、電子機械科、電子電気科のある棟と、主に実習を行う棟に設備システ

ム科と情報技術科のみの３クラス分の別棟がある。 
 
 
池新田高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 (約 14.2km)  

JR 菊川駅１番しずてつジャストライン「御前崎線」に乗車し、「苗

代田池新田高校」下車（所要時間約 36 分） 
〈設置学科〉普通科 特進コース 

普通コース…進学文系 進学理系 事務類型 情報類型 

家庭類型 検定取得類型 
2005 年普通科に特進コースを設置した。このコースでは県内公立高校ではじ

めて公文式学習を授業に導入し、他校に見られない斬新な教育を実施している。 
 特進コースでは、１年次から国公立大学や難関私立大学の合格を目指して勉

強する。月・水・金は、７時間目まで授業を実施している。毎朝 15 分～25 分

の基礎学習を行う。英語と数学は、習熟度別に少人数（20 人）で授業を行う。 
 普通コースでは、２年次から次のいずれかの系・類型を選択し、自分の進路

や興味関心に沿った授業を受けることができる。 
 ・進学を希望する生徒…進学文系、進学理系 
 ・就職を希望する生徒…事務類型、情報類型、家庭類型、検定資格類型。 
〈進路状況〉21 年度 進学者…54.0％ 就職者…45.0％ その他…１％ 
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小笠高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約 20 分 (約 4.1km) 

しずてつバスジャストラインバス御前崎線（御前崎・浜岡営業所

方面）に乗車、「西横地・小笠高校前」または「小笠高校入口」下

車。徒歩５分。運賃 220 円 
〈設置学科〉総合学科 ビジネス情報系列 情報技術系列 人文国際系列  

芸術系列 自然科学系列  農業科学系列  健康系列  
 
 
横須賀高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より車で 54 分 自転車で約１時間 50 分 (約 22.3km) 

JR 袋井駅３番のりば秋葉バスサービス「秋葉中遠線」に乗車し、

「新横須賀」下車。所要時間約 22 分。 
〈設置学科〉全日制 普通科  
 65 分授業。前期後期制。１年次はすべて共通の科目を学習し、２年次には理

科と社会で選択科目が設置され、数学の習熟度別学習も展開している。３年次

では、英語と体育以外は必修選択・自由選択科目となる。自分の進路や関心に

応じて、幅広い分野から自由に科目を選択することができる。 
 
 
島田工業高校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 30 分 (約 27.9km) 
      JR 六合駅下車 出口２より徒歩９分 
      運賃 JR 菊川―六合間 片道 320 円 定期１ヶ月 9450 円 
〈設置学科〉機械科・電子機械科・電気科・情報技術科・建築科・都市工学科 
２年生からは、各科の科目を基礎から応用まで学ぶ専門技術コース、工業科

目を幅広く学ぶ総合技術コース、普通科目を強化する進学者向けの普通強化コ

ースの３コースに分けられる。教育方針が 21 世紀を担う技術者の育成である。

その反面、大学への進学者を支援する普通強化コースを設け、進学にも対応し

ている。また、多くの上級学校の指定推薦枠があり、進学者はほとんど推薦な

どで進学する。 
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島田高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 15 分 (約 20.1km)  

JR 金谷駅からしずてつバス金谷島田病院線（平日）に乗車し、「大

井川公園」下車。所要時間約 10 分。 
コミュニティバス田代の郷温泉線（平日）「島高入口」下車。所要

時間約 10 分。 
JR 島田駅下車 徒歩 32 分  
運賃 菊川―島田間 片道 230 円 定期１ヵ月 6,930 円 

〈設置学科〉（全日制）普通科 
 65 分授業。毎月第１・３・５土曜日の午前中に「土曜勉強会」を実施してい

る。理系については、２年次より理数分野に強い関心・意欲を持つ生徒を対象

に発展理系クラスを設置している。国語・数学・英語を中心に、小集団・習熟

度別授業を行っている。 
 
 
島田商業高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 30 分 (約 27.2km) 

JR 島田駅下車 徒歩 15 分。 
バス（しずてつジャストライン）島田七丁目下車徒歩５分。 
運賃 菊川―島田間 片道 230 円 定期１ヵ月 6,930 円 

〈設置学科〉（全日制）経理ビジネス科・国際ビジネス科・情報ビジネス科 
（定時制）商業科 

近年は、毎年就職内定率 100％を達成し、静岡県中部の就職内定率を底上げし

ている。全校生徒の約７割近くが就職する。一方、進学は４年制大学、短期大

学を目指した指定校推薦のほかに自己推薦による受検がある。また、専門学校

入学者も多い。男女共学だが、女子が８割を占める。 
 
 
金谷高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約 1 時間 10 分 (約 17.7km)  
      JR 金谷駅下車 徒歩 16 分 
      運賃 JR 菊川―金谷間 片道 190 円 定期１ヶ月 5,670 円 
〈設置学科〉（全日制）普通科 福祉科 
〈進路状況〉平成 23 年３月 四年制大学…25％ 短期大学…６％ 就職…30％ 
２年生と、総合コースと進学コースに分かれ、進路希望に合わせた学習を進

めている。３年生では、進路希望に応じて多様な科目を選択できる。 
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袋井高校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 30 分 (約 27.2km) 

JR 袋井駅下車 徒歩 29 分 自転車で 13 分（約 2.3km） 
JR 愛野駅下車 徒歩 55 分 自転車で 16 分（約 2.6km） 
JR 掛川インターより車で 15 分 
運賃 JR 菊川―袋井間 片道 320 円 １ヶ月 9,450 円 
      JR 菊川―愛野間 片道 230 円 １ヶ月 6,930 円 

 
 
袋井商業高校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 20 分 (約 23.6km)  
      JR 袋井駅下車 徒歩 38 分 

  運賃 JR 菊川―袋井間 片道 320 円 １ヶ月 9,450 円 
〈設置学科〉（全日制）商業科 
〈進路状況〉進学…41.6％ 就職…58.4％  

進学（四年制…30.2％ 短大 10.5％ 専門学校…59.3％） 
 
 
磐田北高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 30 分 (約 26.4km) 
      JR 磐田駅下車 徒歩 33 分  

運賃 JR 菊川―磐田間 片道 400 円、定期 11,970 円  
〈設置学科〉（全日制）普通科 福祉科 

普通科…特進クラス…国公立大学、難関私立大学を目指して勉強する。 
福祉科…「介護福祉士」受検資格を３年間で取得。合格率９割。 
    卒業と同時に、訪問介護員（ホームヘルパー）２級を取得。 

 
 
磐田南高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 40 分 (約 28.1km) 

JR 磐田駅下車 徒歩 17 分  
運賃 JR 菊川―磐田間 片道 400 円 定期１ヶ月 11,970 円 

〈設置学科〉（全日制）普通科 理数科 
      （定時制）普通科 
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磐田西高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約２時間 (約 30.3km) 
      JR 磐田駅下車 徒歩 20 分 
      運賃 JR 菊川―磐田間 片道 400 円 定期１ヶ月 11,970 円 
〈設置学科〉（全日制）総合ビジネス科 普通科 
総合ビジネス科においては、検定取得に力をいれている。2007 年度卒業生の

全国商業高等学校協会主催検定１級３種目以上取得者は 53 名であり、その数は

同年卒業生の 44％にあたり県内一である。 
 
 
（私立高校） 
 
常葉学園菊川高校 
〈交通〉JR 菊川駅より徒歩 13 分 (約 1.2km) 
〈設置学科〉（全日制）普通科 美術・デザイン科 
近年では、特色あるカリキュラムと中高一貫教育による独自性を打ち出して

いる。普通科は、進路希望を重視したコースや専攻を選択できる。特進コース

では、週２回の７時間授業と第１・３・５週土曜日の４時間授業が行われる。

２年次からは文系理系別のカリキュラムになる。普通進学コースでも、奇数週

の土曜日には４時間授業が行われ、２年次から進路希望別にクラス編成される。  
美術・デザイン科は、普通科とは別の建物で、少人数編成（10～20 名）による

授業を行う。１年生は共通の課題で美術の授業を行うが、２年生からは油絵・

彫刻・デザイン・日本画のうち１つを専攻として選択し、専攻別に異なる教室

（アトリエ）で授業を行う。ほぼ毎年、武蔵野美術大学や多摩美術大学等の有

名美術大学に何名か進学している。 
 
 
菊川南陵高校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 

静鉄ジャストライン御前崎線 菊川駅前から浜岡営業所行き  
国際海洋学園入口下車 徒歩 10 分。（11km）  
運賃 片道 490 円（所要時間 約 23 分）   

〈設置学科〉普通科２コース制。総合コース スポーツコース 
通学ができ、学生寮も併設している。ホームヘルパー２級の資格が取得でき

る。進学率は、大学・短大あわせて 85％。留学が約５％、専門学校が約 10％。 
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磐田東高等学校 
〈交通〉  JR 菊川駅より自転車で約１時間 30 分(約 27.8km) 

JR 磐田駅下車 徒歩 27 分  
運賃 JR 菊川―磐田間 片道 400 円 定期１ヶ月 11,970 円 

〈設置学科〉（全日制）普通科 英数科 
英数科では、国公立私立大学合格を目指している。普通科は、特別進Ⅰ類とⅡ

類Ⅱ分かれ、四年制大学から専門学校まで幅広い進路選択に対応する。 
 
 
島田樟誠高等学校 
〈交通〉    JR 菊川駅より自転車で約１時間 30 分 (23.2km) 
            JR 島田駅下車 徒歩 39 分 

運賃 菊川―島田間 片道 230 円 定期１ヵ月 6,930 円 
〈設置学科〉（全日制）普通科  

（特別進学コース 総合進学系 情報デザイン系  
クリエイティブアート系 サイエンス系 スポーツメディカル系）          

特別進学コースは、少人数で大学入試センター試験に対応した授業を行い、毎

日７時間授業や隔週土曜に４時間授業を実施している。総合進学系では、大学・

短大の推薦入試・一般入試等に向けて、総合的に学習する。ビジネスキャリア

系では、ビジネス社会の基礎やマナーを学び、職場体験を通じて実践力を身に

つける。クリエイティブアート系では、絵画や彫刻など、基礎から応用まで幅

広く学ぶ。サイエンス系では、実験・実習を多く取り入れ、自然・環境をテー

マに卒業研究を行う。スポーツメディカル系では、実技から生命・医療の分野

まで学習する。 
 
藤枝順心高等学校 
〈交通〉  JR 藤枝駅下車 南口より徒歩７分  
      運賃 JR 菊川―藤枝間 片道 400 円 定期１ヵ月 11,970 円 
       
〈設置学科〉（全日制）普通科 美術工芸デザイン科 食物科 
普通科は、四年制大学への進学を目指す「大学進学専攻」、パソコンで文書処 

理技術を習得する「文書情報専攻」、経理関係の基礎と簿記を学習する「経理情

報専攻」に分かれている。美術工芸デザイン科は、伝統的な手工芸の技術を学

び、工芸・デザイン・絵画等の能力を身につける。食物科では、調理師免許を

取得し、和洋中の調理と製菓技術を習得する。平成 21 年度は、四年制大学進学

率 72.4％、就職希望者全員決定。 
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藤枝明誠高等学校 
〈交通〉  JR 藤枝駅下車 徒歩 27 分  
      運賃 JR 菊川―藤枝間 片道 400 円 定期１ヵ月 11,970 円 
〈設置学科〉（全日制）普通科 英数科 
二学期制（前期・後期）を導入し、授業時間数を増やし、隔週土曜日授業を行

っている。平成 21 年度四年制大学現役合格率 95％。 
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