
体験入学セミナー参加者の声から

　私は高校卒業後に大学進学をしたいという希望を持っていますが、まだいま一つ自分に自信が持てないでいました。でも、旭丘の体験入学で先輩たちの話を聞き、様々な体験や学びを通して目標を見つけ、一般受験とともに推薦入試やAO入試を活用して多様な
コースに進学をしてい
ることを知り、将来の
進路実現に向けた高校
生活のイメージが持て
ました。ここでなら夢
が実現できそうだと
感じました。

ここでなら夢が実現できそう

高校生活と学びでつかんだ

ボクたちの進路
　　  夢への航路

VOICE 1

VOICE 2

広く知識や関心を
　　深めてくれた高校生活

仕事にしっかり向かう
姿勢を、教えてくれた先生

■教師としての仕事にやりがいを感じる時は？

　県内の県立高校の総合学科で情報を担当する教師をしています

が、やり甲斐があるなぁと感じるのは、カリキュラムと授業を通し

て展開される学習活動の中で生徒の変化が現れたとき、つまり生徒

が何とも言えない良い顔を見せてくれたときです。それは、授業の

内容が「わかった」・「できた」というときだけでなく、「わかろう」・

「できるようになろう」として頑張っているときの姿に共鳴します。

自分が生徒たちに一番身につけてほしいのは、これから生涯学び続

ける力なので、授業等の教育活動の中で、物事に対する関心や問題

意識を育てていきたいと思っています。

　いま校務分掌ではカリキュラム編成・時間割編成の任を負ってい

ますが、こうした生徒の変化に触れると、その苦労が報われた気が

し、大変な仕事でも頑張ろうという気持ちになります。

■教員になろうと思ったきっかけはどんなことですか？

　学ぶ楽しさを知った時、この感動を伝えたいと思ったのが、教師

になろうと考えた一番のきっかけと理由です。その原体験の一つに、

自分たちで学ぶテーマを決めて学んだ学習の体験があります。今か

ら思うと、そこには私たちを学ぶ主体にしようとする先生の働きか

けがありました。学ぶって何か、学校とは何かということの意味を、

自分の中で捉えなおす大きなきっかけになりました。

　また、パソコンの授業を多く選択できたので、そのシステムに興

味を持ち、大学の情報科学科に進学。情報と数学の２つの教員免許

を取得し、いま情報科の教員として教壇に立っています。

■ 旭丘高校での学校生活は、今の自分にどう生かされていますか？

　いろいろなタイプの仲間と交わったことが、教師としての今の自

分の中に生きています。たとえば、発達上の課題を抱えた人は高校

にもいましたし、いま勤務している学校にもいます。そういう人に

も素直にかかわれるのは、旭丘高校での日常のホームルーム活動や

学校行事・授業などを通して社会にはさまざまな人が生活している

と知り、人に対する見方・考え方を広く深く考え、理解することが

できるようになったからだと思います。

　さまざまな分野に進む生徒たちを指導していくうえで、広い分野

の物事に関心や知識を持っていて生徒の進路への関心を受けとめた

り、アドバイスする必要があると思うので、旭丘高校の総合学科の

教育で広げてもらった視野を持ち続けたいと考えています。

■看護師の仕事に手応えを感じるときは？

　私の務めている病院の患者さんは、高齢の人たちが多いのです

が、患者さんが自分の名前を覚えてくれたときや、患者さんに感

謝されたり、頼りにされていると実感できるときが一番うれしい

です。看護師のチームワークが良いので恵まれていますが、やは

り、生命を預かっている責任の重さは、いつも気持ちの底にズッ

シリと感じています。

■進路選択の決め手は何でしたか？

　看護師は小さいころからの漠然とした夢でしたが、高校のとき

自分が肝炎で病院に入院したことがきっかけで看護の職業に就く

意思を固めました。最初は住み込みで準看護師の資格をとろうか

と考えていたのですが、担任の先生から「自分の夢に向うなら、

高い目標を持ちなさい」と激励されて看護学校の受験に挑戦し、

いまの自分があります。旭丘の友だちには、家族が障害を抱えた

ことと向き合うなかで福祉の仕事を選んだ人がかなりいます。友

だちとの交わりや学びを通して自分の生活の中での一見マイナス

の体験をむしろバネにして積極的な進路選択というプラスの方向

に変えていく人が多いように思います。

■いまの自分につながる高校生活がありましたか？

　仕事に前向きないまの自分をつくる上では、高校のホームルー

ム担任の先生から学んだことが多いと感じます。高校時代はけっ

こう先生に反発などもしていたのですが、担任の先生はいつもク

ラスの教室をきれいにしていて、私たちにもホームルームの一人

ひとりを大切にすることを要求してくれ

ました。そうい

う担任の先生の

日常の姿勢を見

るなかで、私自

身が働くことへの

真剣さを感じ、学

びとってきたと思

います。

【公立高校の専任教員として教壇に立つＫくん】
2007年度卒業。神奈川大学理学部情報科学科を卒
業後、神奈川県内の県立高校（総合学科）専任教員

【総合病院に看護師として勤務するＳさん】
2006年度卒業。看護学校を卒業後、小田原市内の
総合病院に勤務

旭丘高校を卒業して、教育・福祉・医療の
　　　　　分野で活躍している先輩たちが語る

　高校生活で見つけたもの

VOICE 4

VOICE 3
旭丘で培った、すべての
人を大切にする気持ち

進路を確実にしてくれた
高校での学び

■いまどんな子どもたちと触れ合っているのですか？

　私は大学のときに教職を目指すことを決意したのですが、卒業

後はだいぶまわり道をし、この秋から特別支援学校の中学部で臨

任教員として務めています。私が受け持っている生徒たちは、重

い知的障害を持っていて、たとえば言語の力は、言葉を獲得しは

じめた２歳児と同じくらいの程度です。給食の介助のときなど、

意思の疎通を図るのがとても大変ですが、生徒たちとうまくコ

ミュニケーションがとれたときはうれしいし、生徒は可愛いです。

■障害児の教育には大変な困難があると思いますが？

　いまの仕事は、生徒たちが朝８時３０分にスクールバスで登校し

てから午後３時に下校するまで、休憩なくずっと付き添っていな

ければならないので、身体の面では毎日クタクタです。でも、気

持ちのうえではとても元気な自分がいます。それは、重い障害を

持ち、言葉もなかなか出ない生徒たちであっても、気持ちの小さ

な変化を見つけることができるし、日々の仕事の手応えを感じら

れるからだと思います。そういう自分でいられるのは、高校時代

にホームルームの仲間や生徒会の活動に参加した友だちとたくさ

んかかわり、否定的に見える仲間の行動の裏にある願いや、小さ

くても変わろう、伸びようとする肯定的な面を見つけるという視

点を身につけることができたからだと思っています。

　旭丘高校を卒業した友だちには福祉の分野で働いている人が多

く、いろいろ困難にぶつかってもみんなやめないでがんばってい

ます。やはり、すべての人の人権を大切にする姿勢や、人や社会

のために役に立つ生き方をしたいという

思いなど、旭丘

高校で培

われたも

のをみん

な が 持 っ

ているから

ではないか

と思います。

■ 仕事のやりがいはどんなど
きに感じますか？

　私は老人福祉施設の介護職員

をしています。介護の仕事は、

ただ面倒を見てあげるという姿勢では成り立ちませ

ん。利用者さんが私たちに身体一つさわらせるにも、そこには私

たちへの信頼を持ってもらわなければ成り立ちません。また、利

用者さんの人柄や生きる願いやその人の歴史や今の生活を知らな

ければ、その人を自立させるようなサポートは出来ないと思いま

す。そうした意味でも、利用者さんと信頼関係が築けて人間とし

ての深い関わりが出来たなと感じられるときが一番やり甲斐を覚

えます。

■進路はどのようにして決めましたか？

　中学校時代、将来福祉の仕事をしたいと思っていたことから、

福祉の科目を選択出来る旭丘高校総合学科に進学を決めました。

とても印象に残っているのが１年生の「産業社会と人間」で受け

た「バリアフリー」の授業です。自分が車椅子に乗ってまちへ出

たり電車に乗ったりと疑似体験をしました。駅の階段を他の人に

車椅子を持ってもらって上がるときの不安な思いを実感したり、

駅の障害者用トイレにカギがかかっていたりと、体験学習を通し

て障害を持った人たちの気持ちがよく分かりました。また、車椅

子で移動するとちょっとした段差でも苦労し、障害者の人たちが

いかに暮らしにくいかも知り、障害者の方の視点で地域や社会を

見る視点を学ぶとともに、障害者の権利を保障する法律のことに

も視野が広がるなかで、福祉への関心がぐっと高まりました。

■旭丘の福祉分野の授業で印象に残っているものは？

　やはり高校のとき地域の福祉施設で毎週１日かけて働く体験を

した「課題研究」（インターンシップ）です。福祉とはただ何か

をしてあげるもの、与えるものではなく、相手の気持ちを大切に

し、相手からも学ぶ、言ってみれば共に生きていくようなものだ

とわかりました。そして、そうした実感が、総合選択科目の福祉

の授業とも結びつきました。そこでは、ただ福祉の技術を知るの

ではなく、人権を大切にするという福祉の最も大切な原点を教え

てもらいました。だからこそ、いま、日々の忙しさの中でも利用

者さんを人として大切にしようとする自分でいられるのだと思い

ます。

【特別支援学校で障害児の教育に携わるＩさん】
1998年度卒業。佛教大学社会学部卒業後、
公立の特別支援学校で臨任教員として勤務

【介護職員として高齢者のケアをするＹさん】
2004年度卒業。東京福祉専門学校医療福祉学科卒業
後、福祉施設介護職員

※ 総合学科には「大学進学クラス」「進路探求クラス」「不登校生ベーシッ
ククラス」があります。
※ 総合学科進学クラスには大学進学者を対象にした「特待生制度」があり
ます。詳細は中学校におたずねください。
※ 普通科にも「不登校生ベーシッククラス」があります。なお、不登校生
徒のうち入学後、通常の一般クラスで高校生活を送ることを希望する方
は、「不登校生特別推薦枠」での入試制度も活用することができます。

533名（推薦266名、一般267名）

普通科（男女）270名、総合学科（男女）263名

2014（平成26）年度生

募集定員

募集学科

生徒募集！

いつでも、何でも相談できます「入試相談室」
　小田原駅から徒歩５分の城内キャンパス（第１校地）
に、入試相談室が開設されています。旭丘高校の学習
や学校生活、入試などについて相談し、アドバイスを
受けることができます。
❖旭丘高校の学校生活－ビデオ上映
❖旭丘高校の入試情報
❖一人ひとりに合った高校生活プラン相談
 お問い合わせ TEL：0465‒24‒2227（副校長・岡部）

体験入学セミナー・学校説明・相談会

文化祭

【第６回】11月９日土　【第７回】11月30日土
【第８回】12月７日土　【第９回】12月14日土
【第10回】１月11日土

【日時】11月16日土　午前10時～午後２時
※ 自由見学できます。入試相談コーナーも開きますので、お気軽
にご相談ください。

学校法人 新名学園 旭丘高等学校

2013（平成25）年度

旭丘高校
スクールレポート

学園創立111年

キミの未来を創る
キャリア教育
進路・進学教育
－教育・医療・福祉の現場で働く卒業生にインタビュー－
－多様な進路・進学を拓く在校生のカリキュラム紹介－

－旭丘の教育課程－

1 日「高校生活体験」であなたの“未来予想図”を描いてみませんか。
ぜひ、旭丘高校の体験入学セミナーにご参加ください。
▶在校生や保護者、先生たちの生の声が聞けます
▶一人ひとりの思いに応えるていねいなガイダンスを受けられます

　右上に記載したの日程で、体験入学セミナー・学校説明・相談会を開催しています。旭丘高
校の先生たちが開講し在校生も参加するユニークなセミナーを受講し、教師・保護者・生徒の
手による全体説明会に参加したあと、みなさんの居住する地区ごとに丁寧な個別相談の場があ
ります。また、随時入試センターでの説明・相談も受け付けていますので、ぜひ一度旭丘高校
に来て、旭丘高校のことを自分の目で見て肌で感じてください。

●第１校地　小田原駅から徒歩５分
　〒250‒0014　神奈川県小田原市城内１番13号
　TEL：0465‒24‒2227（代）
　FAX：0465‒22‒0216

●第２校地　小田原駅からスクールバス15分
　〒250‒0042　神奈川県小田原市荻窪1980
　TEL：0465‒21‒0660（代）
　FAX：0465‒21‒0680

http://www.niina-gakuen.jp

学校法人 新名学園

旭丘高等学校

　私立高校に通う生徒に対しては、国の就学支援金制度や神奈川
県の学費補助制度、そして様々な奨学金や福祉資金の制度があり
まる。これらを活用することによって、授業料負担が大きく軽減
されます。（年収約250万円以下は授業料負担なし、年収500万円ま
で半分以下の負担等）
　詳しくは学校案内Ｐ．19～20をご参照ください。また、毎回の体
験入学での説明とともに随時入試センターでの説明・相談を受け
付けています。

学費の問題で不安を抱えている方へ

　全体会で校長先生、生徒のみなさん、

保護者の方たちの話がそれぞれ響き合っ

て、一体となって学校づくりをしている

様子が伝わって来ました。こんな支え合

いの中で高校生活が過ごせるのは良い

なぁと感じました。自分の子どもにもこ

の学校で自分らしい居場所と活動の場を

見つけてほしいと思います。

生徒・保護者・
先生の

一体となった学
校づくりを実感
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と考えていたのですが、担任の先生から「自分の夢に向うなら、

高い目標を持ちなさい」と激励されて看護学校の受験に挑戦し、

いまの自分があります。旭丘の友だちには、家族が障害を抱えた

ことと向き合うなかで福祉の仕事を選んだ人がかなりいます。友

だちとの交わりや学びを通して自分の生活の中での一見マイナス

の体験をむしろバネにして積極的な進路選択というプラスの方向

に変えていく人が多いように思います。

■いまの自分につながる高校生活がありましたか？

　仕事に前向きないまの自分をつくる上では、高校のホームルー

ム担任の先生から学んだことが多いと感じます。高校時代はけっ

こう先生に反発などもしていたのですが、担任の先生はいつもク

ラスの教室をきれいにしていて、私たちにもホームルームの一人

ひとりを大切にすることを要求してくれ

ました。そうい

う担任の先生の

日常の姿勢を見

るなかで、私自

身が働くことへの

真剣さを感じ、学

びとってきたと思

います。

【公立高校の専任教員として教壇に立つＫくん】
2007年度卒業。神奈川大学理学部情報科学科を卒
業後、神奈川県内の県立高校（総合学科）専任教員

【総合病院に看護師として勤務するＳさん】
2006年度卒業。看護学校を卒業後、小田原市内の
総合病院に勤務

旭丘高校を卒業して、教育・福祉・医療の
　　　　　分野で活躍している先輩たちが語る

　高校生活で見つけたもの

VOICE 4

VOICE 3
旭丘で培った、すべての
人を大切にする気持ち

進路を確実にしてくれた
高校での学び

■いまどんな子どもたちと触れ合っているのですか？

　私は大学のときに教職を目指すことを決意したのですが、卒業

後はだいぶまわり道をし、この秋から特別支援学校の中学部で臨

任教員として務めています。私が受け持っている生徒たちは、重

い知的障害を持っていて、たとえば言語の力は、言葉を獲得しは

じめた２歳児と同じくらいの程度です。給食の介助のときなど、

意思の疎通を図るのがとても大変ですが、生徒たちとうまくコ

ミュニケーションがとれたときはうれしいし、生徒は可愛いです。

■障害児の教育には大変な困難があると思いますが？

　いまの仕事は、生徒たちが朝８時３０分にスクールバスで登校し

てから午後３時に下校するまで、休憩なくずっと付き添っていな

ければならないので、身体の面では毎日クタクタです。でも、気

持ちのうえではとても元気な自分がいます。それは、重い障害を

持ち、言葉もなかなか出ない生徒たちであっても、気持ちの小さ

な変化を見つけることができるし、日々の仕事の手応えを感じら

れるからだと思います。そういう自分でいられるのは、高校時代

にホームルームの仲間や生徒会の活動に参加した友だちとたくさ

んかかわり、否定的に見える仲間の行動の裏にある願いや、小さ

くても変わろう、伸びようとする肯定的な面を見つけるという視

点を身につけることができたからだと思っています。

　旭丘高校を卒業した友だちには福祉の分野で働いている人が多

く、いろいろ困難にぶつかってもみんなやめないでがんばってい

ます。やはり、すべての人の人権を大切にする姿勢や、人や社会

のために役に立つ生き方をしたいという

思いなど、旭丘

高校で培

われたも

のをみん

な が 持 っ

ているから

ではないか

と思います。

■ 仕事のやりがいはどんなど
きに感じますか？

　私は老人福祉施設の介護職員

をしています。介護の仕事は、

ただ面倒を見てあげるという姿勢では成り立ちませ

ん。利用者さんが私たちに身体一つさわらせるにも、そこには私

たちへの信頼を持ってもらわなければ成り立ちません。また、利

用者さんの人柄や生きる願いやその人の歴史や今の生活を知らな

ければ、その人を自立させるようなサポートは出来ないと思いま

す。そうした意味でも、利用者さんと信頼関係が築けて人間とし

ての深い関わりが出来たなと感じられるときが一番やり甲斐を覚

えます。

■進路はどのようにして決めましたか？

　中学校時代、将来福祉の仕事をしたいと思っていたことから、

福祉の科目を選択出来る旭丘高校総合学科に進学を決めました。

とても印象に残っているのが１年生の「産業社会と人間」で受け

た「バリアフリー」の授業です。自分が車椅子に乗ってまちへ出

たり電車に乗ったりと疑似体験をしました。駅の階段を他の人に

車椅子を持ってもらって上がるときの不安な思いを実感したり、

駅の障害者用トイレにカギがかかっていたりと、体験学習を通し

て障害を持った人たちの気持ちがよく分かりました。また、車椅

子で移動するとちょっとした段差でも苦労し、障害者の人たちが

いかに暮らしにくいかも知り、障害者の方の視点で地域や社会を

見る視点を学ぶとともに、障害者の権利を保障する法律のことに

も視野が広がるなかで、福祉への関心がぐっと高まりました。

■旭丘の福祉分野の授業で印象に残っているものは？

　やはり高校のとき地域の福祉施設で毎週１日かけて働く体験を

した「課題研究」（インターンシップ）です。福祉とはただ何か

をしてあげるもの、与えるものではなく、相手の気持ちを大切に

し、相手からも学ぶ、言ってみれば共に生きていくようなものだ

とわかりました。そして、そうした実感が、総合選択科目の福祉

の授業とも結びつきました。そこでは、ただ福祉の技術を知るの

ではなく、人権を大切にするという福祉の最も大切な原点を教え

てもらいました。だからこそ、いま、日々の忙しさの中でも利用

者さんを人として大切にしようとする自分でいられるのだと思い

ます。

【特別支援学校で障害児の教育に携わるＩさん】
1998年度卒業。佛教大学社会学部卒業後、
公立の特別支援学校で臨任教員として勤務

【介護職員として高齢者のケアをするＹさん】
2004年度卒業。東京福祉専門学校医療福祉学科卒業
後、福祉施設介護職員

※ 総合学科には「大学進学クラス」「進路探求クラス」「不登校生ベーシッ
ククラス」があります。
※ 総合学科進学クラスには大学進学者を対象にした「特待生制度」があり
ます。詳細は中学校におたずねください。
※ 普通科にも「不登校生ベーシッククラス」があります。なお、不登校生
徒のうち入学後、通常の一般クラスで高校生活を送ることを希望する方
は、「不登校生特別推薦枠」での入試制度も活用することができます。

533名（推薦266名、一般267名）

普通科（男女）270名、総合学科（男女）263名

2014（平成26）年度生

募集定員

募集学科

生徒募集！

いつでも、何でも相談できます「入試相談室」
　小田原駅から徒歩５分の城内キャンパス（第１校地）
に、入試相談室が開設されています。旭丘高校の学習
や学校生活、入試などについて相談し、アドバイスを
受けることができます。
❖旭丘高校の学校生活－ビデオ上映
❖旭丘高校の入試情報
❖一人ひとりに合った高校生活プラン相談
 お問い合わせ TEL：0465‒24‒2227（副校長・岡部）

体験入学セミナー・学校説明・相談会

文化祭

【第６回】11月９日土　【第７回】11月30日土
【第８回】12月７日土　【第９回】12月14日土
【第10回】１月11日土

【日時】11月16日土　午前10時～午後２時
※ 自由見学できます。入試相談コーナーも開きますので、お気軽
にご相談ください。

学校法人 新名学園 旭丘高等学校

2013（平成25）年度

旭丘高校
スクールレポート

学園創立111年

キミの未来を創る
キャリア教育
進路・進学教育
－教育・医療・福祉の現場で働く卒業生にインタビュー－
－多様な進路・進学を拓く在校生のカリキュラム紹介－

－旭丘の教育課程－

1 日「高校生活体験」であなたの“未来予想図”を描いてみませんか。
ぜひ、旭丘高校の体験入学セミナーにご参加ください。
▶在校生や保護者、先生たちの生の声が聞けます
▶一人ひとりの思いに応えるていねいなガイダンスを受けられます

　右上に記載したの日程で、体験入学セミナー・学校説明・相談会を開催しています。旭丘高
校の先生たちが開講し在校生も参加するユニークなセミナーを受講し、教師・保護者・生徒の
手による全体説明会に参加したあと、みなさんの居住する地区ごとに丁寧な個別相談の場があ
ります。また、随時入試センターでの説明・相談も受け付けていますので、ぜひ一度旭丘高校
に来て、旭丘高校のことを自分の目で見て肌で感じてください。

●第１校地　小田原駅から徒歩５分
　〒250‒0014　神奈川県小田原市城内１番13号
　TEL：0465‒24‒2227（代）
　FAX：0465‒22‒0216

●第２校地　小田原駅からスクールバス15分
　〒250‒0042　神奈川県小田原市荻窪1980
　TEL：0465‒21‒0660（代）
　FAX：0465‒21‒0680

http://www.niina-gakuen.jp

学校法人 新名学園

旭丘高等学校

　私立高校に通う生徒に対しては、国の就学支援金制度や神奈川
県の学費補助制度、そして様々な奨学金や福祉資金の制度があり
まる。これらを活用することによって、授業料負担が大きく軽減
されます。（年収約250万円以下は授業料負担なし、年収500万円ま
で半分以下の負担等）
　詳しくは学校案内Ｐ．19～20をご参照ください。また、毎回の体
験入学での説明とともに随時入試センターでの説明・相談を受け
付けています。

学費の問題で不安を抱えている方へ

　全体会で校長先生、生徒のみなさん、

保護者の方たちの話がそれぞれ響き合っ

て、一体となって学校づくりをしている

様子が伝わって来ました。こんな支え合

いの中で高校生活が過ごせるのは良い

なぁと感じました。自分の子どもにもこ

の学校で自分らしい居場所と活動の場を

見つけてほしいと思います。

生徒・保護者・
先生の

一体となった学
校づくりを実感



体験入学セミナー参加者の声から

　私は高校卒業後に大学進学をしたいという希望を持っていますが、まだいま一つ自分に自信が持てないでいました。でも、旭丘の体験入学で先輩たちの話を聞き、様々な体験や学びを通して目標を見つけ、一般受験とともに推薦入試やAO入試を活用して多様な
コースに進学をしてい
ることを知り、将来の
進路実現に向けた高校
生活のイメージが持て
ました。ここでなら夢
が実現できそうだと
感じました。

ここでなら夢が実現できそう

高校生活と学びでつかんだ

ボクたちの進路
　　  夢への航路

VOICE 1

VOICE 2

広く知識や関心を
　　深めてくれた高校生活

仕事にしっかり向かう
姿勢を、教えてくれた先生

■教師としての仕事にやりがいを感じる時は？

　県内の県立高校の総合学科で情報を担当する教師をしています

が、やり甲斐があるなぁと感じるのは、カリキュラムと授業を通し

て展開される学習活動の中で生徒の変化が現れたとき、つまり生徒

が何とも言えない良い顔を見せてくれたときです。それは、授業の

内容が「わかった」・「できた」というときだけでなく、「わかろう」・

「できるようになろう」として頑張っているときの姿に共鳴します。

自分が生徒たちに一番身につけてほしいのは、これから生涯学び続

ける力なので、授業等の教育活動の中で、物事に対する関心や問題

意識を育てていきたいと思っています。

　いま校務分掌ではカリキュラム編成・時間割編成の任を負ってい

ますが、こうした生徒の変化に触れると、その苦労が報われた気が

し、大変な仕事でも頑張ろうという気持ちになります。

■教員になろうと思ったきっかけはどんなことですか？

　学ぶ楽しさを知った時、この感動を伝えたいと思ったのが、教師

になろうと考えた一番のきっかけと理由です。その原体験の一つに、

自分たちで学ぶテーマを決めて学んだ学習の体験があります。今か

ら思うと、そこには私たちを学ぶ主体にしようとする先生の働きか

けがありました。学ぶって何か、学校とは何かということの意味を、

自分の中で捉えなおす大きなきっかけになりました。

　また、パソコンの授業を多く選択できたので、そのシステムに興

味を持ち、大学の情報科学科に進学。情報と数学の２つの教員免許

を取得し、いま情報科の教員として教壇に立っています。

■ 旭丘高校での学校生活は、今の自分にどう生かされていますか？

　いろいろなタイプの仲間と交わったことが、教師としての今の自

分の中に生きています。たとえば、発達上の課題を抱えた人は高校

にもいましたし、いま勤務している学校にもいます。そういう人に

も素直にかかわれるのは、旭丘高校での日常のホームルーム活動や

学校行事・授業などを通して社会にはさまざまな人が生活している

と知り、人に対する見方・考え方を広く深く考え、理解することが

できるようになったからだと思います。

　さまざまな分野に進む生徒たちを指導していくうえで、広い分野

の物事に関心や知識を持っていて生徒の進路への関心を受けとめた

り、アドバイスする必要があると思うので、旭丘高校の総合学科の

教育で広げてもらった視野を持ち続けたいと考えています。

■看護師の仕事に手応えを感じるときは？

　私の務めている病院の患者さんは、高齢の人たちが多いのです

が、患者さんが自分の名前を覚えてくれたときや、患者さんに感

謝されたり、頼りにされていると実感できるときが一番うれしい

です。看護師のチームワークが良いので恵まれていますが、やは

り、生命を預かっている責任の重さは、いつも気持ちの底にズッ

シリと感じています。

■進路選択の決め手は何でしたか？

　看護師は小さいころからの漠然とした夢でしたが、高校のとき

自分が肝炎で病院に入院したことがきっかけで看護の職業に就く

意思を固めました。最初は住み込みで準看護師の資格をとろうか

と考えていたのですが、担任の先生から「自分の夢に向うなら、

高い目標を持ちなさい」と激励されて看護学校の受験に挑戦し、

いまの自分があります。旭丘の友だちには、家族が障害を抱えた

ことと向き合うなかで福祉の仕事を選んだ人がかなりいます。友

だちとの交わりや学びを通して自分の生活の中での一見マイナス

の体験をむしろバネにして積極的な進路選択というプラスの方向

に変えていく人が多いように思います。

■いまの自分につながる高校生活がありましたか？

　仕事に前向きないまの自分をつくる上では、高校のホームルー

ム担任の先生から学んだことが多いと感じます。高校時代はけっ

こう先生に反発などもしていたのですが、担任の先生はいつもク

ラスの教室をきれいにしていて、私たちにもホームルームの一人

ひとりを大切にすることを要求してくれ

ました。そうい

う担任の先生の

日常の姿勢を見

るなかで、私自

身が働くことへの

真剣さを感じ、学

びとってきたと思

います。

【公立高校の専任教員として教壇に立つＫくん】
2007年度卒業。神奈川大学理学部情報科学科を卒
業後、神奈川県内の県立高校（総合学科）専任教員

【総合病院に看護師として勤務するＳさん】
2006年度卒業。看護学校を卒業後、小田原市内の
総合病院に勤務

旭丘高校を卒業して、教育・福祉・医療の
　　　　　分野で活躍している先輩たちが語る

　高校生活で見つけたもの
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旭丘で培った、すべての
人を大切にする気持ち

進路を確実にしてくれた
高校での学び

■いまどんな子どもたちと触れ合っているのですか？

　私は大学のときに教職を目指すことを決意したのですが、卒業

後はだいぶまわり道をし、この秋から特別支援学校の中学部で臨

任教員として務めています。私が受け持っている生徒たちは、重

い知的障害を持っていて、たとえば言語の力は、言葉を獲得しは

じめた２歳児と同じくらいの程度です。給食の介助のときなど、

意思の疎通を図るのがとても大変ですが、生徒たちとうまくコ

ミュニケーションがとれたときはうれしいし、生徒は可愛いです。

■障害児の教育には大変な困難があると思いますが？

　いまの仕事は、生徒たちが朝８時３０分にスクールバスで登校し

てから午後３時に下校するまで、休憩なくずっと付き添っていな

ければならないので、身体の面では毎日クタクタです。でも、気

持ちのうえではとても元気な自分がいます。それは、重い障害を

持ち、言葉もなかなか出ない生徒たちであっても、気持ちの小さ

な変化を見つけることができるし、日々の仕事の手応えを感じら

れるからだと思います。そういう自分でいられるのは、高校時代

にホームルームの仲間や生徒会の活動に参加した友だちとたくさ

んかかわり、否定的に見える仲間の行動の裏にある願いや、小さ

くても変わろう、伸びようとする肯定的な面を見つけるという視

点を身につけることができたからだと思っています。

　旭丘高校を卒業した友だちには福祉の分野で働いている人が多

く、いろいろ困難にぶつかってもみんなやめないでがんばってい

ます。やはり、すべての人の人権を大切にする姿勢や、人や社会

のために役に立つ生き方をしたいという

思いなど、旭丘

高校で培

われたも

のをみん

な が 持 っ

ているから

ではないか

と思います。

■ 仕事のやりがいはどんなど
きに感じますか？

　私は老人福祉施設の介護職員

をしています。介護の仕事は、

ただ面倒を見てあげるという姿勢では成り立ちませ

ん。利用者さんが私たちに身体一つさわらせるにも、そこには私

たちへの信頼を持ってもらわなければ成り立ちません。また、利

用者さんの人柄や生きる願いやその人の歴史や今の生活を知らな

ければ、その人を自立させるようなサポートは出来ないと思いま

す。そうした意味でも、利用者さんと信頼関係が築けて人間とし

ての深い関わりが出来たなと感じられるときが一番やり甲斐を覚

えます。

■進路はどのようにして決めましたか？

　中学校時代、将来福祉の仕事をしたいと思っていたことから、

福祉の科目を選択出来る旭丘高校総合学科に進学を決めました。

とても印象に残っているのが１年生の「産業社会と人間」で受け

た「バリアフリー」の授業です。自分が車椅子に乗ってまちへ出

たり電車に乗ったりと疑似体験をしました。駅の階段を他の人に

車椅子を持ってもらって上がるときの不安な思いを実感したり、

駅の障害者用トイレにカギがかかっていたりと、体験学習を通し

て障害を持った人たちの気持ちがよく分かりました。また、車椅

子で移動するとちょっとした段差でも苦労し、障害者の人たちが

いかに暮らしにくいかも知り、障害者の方の視点で地域や社会を

見る視点を学ぶとともに、障害者の権利を保障する法律のことに

も視野が広がるなかで、福祉への関心がぐっと高まりました。

■旭丘の福祉分野の授業で印象に残っているものは？

　やはり高校のとき地域の福祉施設で毎週１日かけて働く体験を

した「課題研究」（インターンシップ）です。福祉とはただ何か

をしてあげるもの、与えるものではなく、相手の気持ちを大切に

し、相手からも学ぶ、言ってみれば共に生きていくようなものだ

とわかりました。そして、そうした実感が、総合選択科目の福祉

の授業とも結びつきました。そこでは、ただ福祉の技術を知るの

ではなく、人権を大切にするという福祉の最も大切な原点を教え

てもらいました。だからこそ、いま、日々の忙しさの中でも利用

者さんを人として大切にしようとする自分でいられるのだと思い

ます。

【特別支援学校で障害児の教育に携わるＩさん】
1998年度卒業。佛教大学社会学部卒業後、
公立の特別支援学校で臨任教員として勤務

【介護職員として高齢者のケアをするＹさん】
2004年度卒業。東京福祉専門学校医療福祉学科卒業
後、福祉施設介護職員

※ 総合学科には「大学進学クラス」「進路探求クラス」「不登校生ベーシッ
ククラス」があります。
※ 総合学科進学クラスには大学進学者を対象にした「特待生制度」があり
ます。詳細は中学校におたずねください。
※ 普通科にも「不登校生ベーシッククラス」があります。なお、不登校生
徒のうち入学後、通常の一般クラスで高校生活を送ることを希望する方
は、「不登校生特別推薦枠」での入試制度も活用することができます。

533名（推薦266名、一般267名）

普通科（男女）270名、総合学科（男女）263名

2014（平成26）年度生

募集定員

募集学科

生徒募集！

いつでも、何でも相談できます「入試相談室」
　小田原駅から徒歩５分の城内キャンパス（第１校地）
に、入試相談室が開設されています。旭丘高校の学習
や学校生活、入試などについて相談し、アドバイスを
受けることができます。
❖旭丘高校の学校生活－ビデオ上映
❖旭丘高校の入試情報
❖一人ひとりに合った高校生活プラン相談
 お問い合わせ TEL：0465‒24‒2227（副校長・岡部）

体験入学セミナー・学校説明・相談会

文化祭

【第６回】11月９日土　【第７回】11月30日土
【第８回】12月７日土　【第９回】12月14日土
【第10回】１月11日土

【日時】11月16日土　午前10時～午後２時
※ 自由見学できます。入試相談コーナーも開きますので、お気軽
にご相談ください。

学校法人 新名学園 旭丘高等学校

2013（平成25）年度

旭丘高校
スクールレポート

学園創立111年

キミの未来を創る
キャリア教育
進路・進学教育
－教育・医療・福祉の現場で働く卒業生にインタビュー－
－多様な進路・進学を拓く在校生のカリキュラム紹介－

－旭丘の教育課程－

1 日「高校生活体験」であなたの“未来予想図”を描いてみませんか。
ぜひ、旭丘高校の体験入学セミナーにご参加ください。
▶在校生や保護者、先生たちの生の声が聞けます
▶一人ひとりの思いに応えるていねいなガイダンスを受けられます

　右上に記載したの日程で、体験入学セミナー・学校説明・相談会を開催しています。旭丘高
校の先生たちが開講し在校生も参加するユニークなセミナーを受講し、教師・保護者・生徒の
手による全体説明会に参加したあと、みなさんの居住する地区ごとに丁寧な個別相談の場があ
ります。また、随時入試センターでの説明・相談も受け付けていますので、ぜひ一度旭丘高校
に来て、旭丘高校のことを自分の目で見て肌で感じてください。

●第１校地　小田原駅から徒歩５分
　〒250‒0014　神奈川県小田原市城内１番13号
　TEL：0465‒24‒2227（代）
　FAX：0465‒22‒0216

●第２校地　小田原駅からスクールバス15分
　〒250‒0042　神奈川県小田原市荻窪1980
　TEL：0465‒21‒0660（代）
　FAX：0465‒21‒0680

http://www.niina-gakuen.jp

学校法人 新名学園

旭丘高等学校

　私立高校に通う生徒に対しては、国の就学支援金制度や神奈川
県の学費補助制度、そして様々な奨学金や福祉資金の制度があり
まる。これらを活用することによって、授業料負担が大きく軽減
されます。（年収約250万円以下は授業料負担なし、年収500万円ま
で半分以下の負担等）
　詳しくは学校案内Ｐ．19～20をご参照ください。また、毎回の体
験入学での説明とともに随時入試センターでの説明・相談を受け
付けています。

学費の問題で不安を抱えている方へ

　全体会で校長先生、生徒のみなさん、

保護者の方たちの話がそれぞれ響き合っ

て、一体となって学校づくりをしている

様子が伝わって来ました。こんな支え合

いの中で高校生活が過ごせるのは良い

なぁと感じました。自分の子どもにもこ

の学校で自分らしい居場所と活動の場を

見つけてほしいと思います。

生徒・保護者・
先生の

一体となった学
校づくりを実感



普通科 総合学科
知を育てる普通科目を中心に学び
進路を拓く基礎的で
発展的な学力と基礎教養を培うカリキュラム

一人ひとりの関心と進路に合わせ
進学や将来の職業に関する科目を選んで
学習できるカリキュラム

不登校生徒の学び直しと自立をサポートベーシッククラス
（普通科・総合学科）

Q 1
　旭丘高校の教育

目標には、「人間の
発

達・青年期の発達
」を大切にする視

点が

すわっていますが
、それは教育課程

にど

う生かされている
のですか？

Ａ 1
　みなさんが高校

生活を過ごす時期
は、

人間の「第二の誕
生」と呼ばれる、

ヒト

が人になる時で、
人間の発達にとっ

て極

めて重要な節目と
なる青年期前期で

す。

「自我と社会性の
目覚め」に直面し

、さ

まざまな葛藤を通
して、社会的精神

的に

自立していく時で
す。みなさん一人

ひと

りが人間としての
自己の確立を成し

とげ

ていく時です。

　本校では、この
青年期に必要な学

びの

課題を、「三つの『
せい』」という言葉

で

とらえています。
一つは生命・生活

の

「生」、二つ目は、
男性・女性という

性別

の「性」、そして、
政治の「政」、これ

を

自立と学びの中心
課題としています

。

　こうした青年期
の自立と学びの課

題と

結んだ人間らしい
「成長」と「発達

」の

問題を、みなさん
が生きる現実の生

活や

社会のなかでとら
えられるよう「生

活と

教育とを結合させ
る」視点で教育課

程を

編成しています。
各学年・各教科で

、さ

まざまな青年期教
育のカリキュラム

を

配置しています。

　日常の授業を中
心とした「教科学

習」

とホームルーム・
学年・生徒会の活

動、

学校行事や地域活
動への参加などの

「教

科外活動」とを結
びつけ、「平和」「人

権」

「環境」など、現代
社会の中心的なテ

ーマ

をとりあげる

問題解決型の

学習を大切に

し、生きる力

と豊かな学

力・キャリ

ア教育で進

路 を 拓 く

力を育て

ています。

ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ

Ｍｅｓｓａｇｅ

●普通科で学び、大学の文科系への進学を目指すＡさんの 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

●総合学科進学クラスから一般受験で 4年生大学文系への進学を目指すＣくんの 3年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 コミュニケーション

英語Ⅰ 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と情報 総合技術Ⅰ 受験の英語Ⅰ 総合 B LHR

●総合学科進路探究クラスから短期大学に進学し、保育士を目指すＤさんの３年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 英語Ⅰ 社会と情報 簿記 総合技術Ⅰ 職業と労働 総合 B LHR

●普通科で学び、大学の情報系学科への進学を目指すＢ君の 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 国語演習Ⅰ 英語演習Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ｂ コミュニケーション

英語Ⅱ
科学と
人間生活 世界史Ａ 体育 家庭

基礎 総合技術Ⅱ 時事問題 日本史Ｂ 総合国語Ⅰ 総合英語Ⅰ 受験の英語Ⅱ 総合 B LHR

２
年 世界史Ａ 日本史Ａ 理科総合Ａ 体育 家庭

総合 総合技術Ⅱ 社会福祉
基礎Ⅰ

社会福祉
援助技術Ⅰ 表現と創作 食生活 保育 探究国語Ⅰ 探究英語Ⅰ 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 数学Ａ 情報演習 総合A 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 英語演習Ⅱ 日本史Ｂ 古典講読 総合A 総合 B LHR

３
年 現代社会 体育 家庭基礎 芸術選択 総合国語Ⅱ 古典講読 総合英語Ⅱ 受験の英語Ⅲ 課題研究（インターンシップ）

（タウンニュース【地元新聞社】）総合 B LHR

３
年

現代
社会 体育 家庭

総合
芸術
選択

社会福祉
基礎Ⅱ

社会福祉
援助技術Ⅱ 被服の基礎 児童福祉 探究国語 探究英語Ⅱ 課題研究（インターンシップ）

（保育園で体験実習） 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 日本史Ａ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 数学Ｂ 物理 総合A 総合 B LHR

　普通科は、学習指導要領上の普通教育に関する各科目を中心に学び、進学・
進路の基礎となる広い基礎教養を身につけることを目的とした学科です。現在
旭丘高校では、次の 3つの点から普通科のカリキュラム改革に取り組んでいます。

① 共通履修科目の内容を、進路を拓く力、社会の主権者として生きる力（国民
的教養の基礎）の獲得の視点から充実させる。

② 言語と数量の認識を切り口として各教科の学習と進路の土台となる基礎的か
つ発展的な学力の形成を図る。

③ キャリア・進路教育と結んで進学・進路選択講座を拡充する取り組み。

❖ 4 年制大学や短期大学への進学を目標に高校生活を過ごすためのクラス。
❖将来の職業と生き方につながる学習分野（専攻分野）を見出し、目的をもって受験・進学に向かう新しい時代のキャリア教育。
❖一般入試・推薦入試・ＡＯ入試など大学の多様な入試制度を活用し、一人ひとりに合ったキャリアガイダンスが受けられます。
❖大学進学クラスには、給付制奨学金が受けられる特待生制度があります。

❖進学や将来の職業と関わる、多様で多彩な選択科目を履修。
❖自分の関心と進路に合せた独自の時間割（学習計画）を作成し、自分さがしと進路への学びを深める。
❖ 3 年次週 1回のインターンシップ（就業体験学習）等を通して職業観・労働観を培い、進路への目標とそれにかかわる学びの課題を見出す。

2014年度に向け、普通科カリキュラムがさらに充実

　旭丘高校での３年間は、ただ一生懸命に過ごし

ていた感じだったのですが、大学に入ってからあ

らためてその高校時代を通して自分が成長したこ

とを振り返り、確かめることが出来ました。一番

思うのは、ホームルームの仲間とのかかわりや生

徒会活動を通した地域や社会とのかかわりのなか

で、人や物事を捉える視点が、自分中心の目線で

はなく、相手の立場から見たり、物事の背景から

何かを考えたりするようになったことです。中学

校までは人とかかわるのが苦手だった私なのです

が、いまは接客業のアルバイトをしています。そ

のなかで、相手の願いや要求をつかんでそれに対

高校で進路の目標を見出し大学を一般受験

充実した大学生活を送っています！

★ 大学進学への目標を見出したきっかけはどんなこと
ですか？

☆ 高校に入ったときは、漠然と大学に行かなければと

思っていただけでしたが、高校入学後の生徒会活動

の中で新聞記者からインタビューを受けたことが

きっかけで報道の仕事に関心を持ち、自分もメディ

ア関係の仕事に就きたいという明確な目標を持つこ

とができました。

★大学生活はどうですか？
☆ 自分の納得のいく大学生活が過ごせているので、と

ても楽しいです。それには、高校時代に目標を持っ

て大学生活のイメージを具体的につくることができ

たことが大きかったと思います。オープンキャンパ

スで大学の先輩たちから自分たちでラジオ番組など

を作成する授業があることを聞き、魅力を感じたの

が今の大学と学科を選んだきっかけでした。

応することのできる自分がいて、そういうところ

が旭丘で身につけたことだなぁと感じます。

　高校時代に視野を広げてもらった分、大学での

科目選択はさまざまな分野の科目に挑戦したの

で、いまあらためて大学卒業後の進路については、

どうしていくか悩んでいます。でも、人間関係に

自信を持てたことで自分の進路選択の可能性が広

がったと感じる中でのことなので、どんな結論を

出すにしても、人の役に立ちたいという自分の気

持ちの原点を大切にして納得のいく進路を実現し

たいと思っています。

★ 大学を一般受験する
ための学力はどんな
場面で身につけまし
たか。

☆ 受験には英語は必ず

必要ですが、中学校

時代はとても苦手で

した。しかし、高校

１年生のときに英語

の先生が基礎からやり直すと同時に、受験に必要な

単語数を覚えることをきちんと要求してくれたこ

と、スピーチコンテストに出場する機会をつくって

くれたことで自分の英語力に自信がつき、受験に際

しても大きな力になりました。毎週多くの量の単語

を暗記する宿題はきつかったのですが、先生との信

頼関係があったからこそ、こなして行けたと思って

います。いま大学でも英語の授業は苦労しないで出

来ています。

★ 大学受験にのぞむ上で苦しかったことはどんなこ
とですか？

☆ もちろん、生徒会活動と受験勉強の両立は苦労しま

したし、日本史はやはり高校の授業だけではカバー

できず、予備校にも通いました。やはり自分の中で

目標がしっかり持てていたからこそ地道な受験勉

強を頑張れた原因だと思っています。

Q 2
　普通科のキャリア教育の特徴は何ですか？

Ａ 2
　旭丘高校では、キャリアと進路の課題にかかわって、それぞれの学年に〈参加・自治・学び〉の活動に関わる主要なテーマを設定しています。 1年次には交わりの力を培います。高校生活の課題をとらえ、共同する力をはぐくみます。 2年次には、平和・人権・環境など社会の問題に視野を広げていきます。ナガサキ修学旅行を節目に平和と人権の人類史的価値を学び、社会的な課題を自らの生きる課題と結んで学びと活動の場を広げます。

3年次に自分の生き方とともに具体的な進路をとらえるようにします。次世代を担い未来社会の創造に参加する「大きな進路」と具体的な自分の進学先や職業を選択する「小さな進路」を一つにしてつかむようにしていきます。　このようにホームルームと学年の集団的な活動を土台とした 3年間の総合学習を通して将来設計能力を高めるとともに各教科の学習を通して科学的な認識と職業・労働の基礎となる知識・技術・技能を身につけ、具体的な進路を拓く力を形成しています。

Q 3
　将来進学を考えていますが、旭丘高校の普通科
では学力の回復・定着・発展と進学指導・進路指
導をどのように図っていますか？

Ａ 3
　進学に必要な学力を形成するためには、一定量
の知識や技能の習得は不可欠です。本校ではその
ためのカリキュラムを組んで進学指導をしていま
すが、進路実現とキャリア・デザイン、生きる力
につながる発展的な学力を形成するためには、学
力というものについての見方・考え方をさらに
もっと深くとらえる必要があると考えています。
　本校では、「言語の力」と「数量を認識する力」
が学力を形成する大きな土台となっているととら
え、2014年度より普通科全クラスの 1 年次に「言
語」と「数量」の授業を導入します。「言語」の
授業では、言語の力が他者との「交わり」を通し
て豊かに形成されていくという、これまでの発達
研究や実践検証から得た知見をふまえ、共同学習
や共同活動を採り入れ、自己表現や他者理解と結
んだ授業づくりを進めます。「数量」の分野では、
乗法や除法等の演算の意味を高校生という発達段

階であらためて深く理解することが高校数学での
微積分の本質の理解に進んでいくといった、基礎
の理解が認識の次の発展・飛躍へとつながるよう
なカリキュラムづくりを探究していきます。
　また、学力の中心は認識の能力ですが、それは、
身体能力や感応・表現能力、労働能力や社会的能
力と関連しながら形成され、発展していくものと
とらえています　その視点から、学びを支えるか
らだ（身体）の形成を大切にしています。また、
ホームルームや生徒会の集団的な活動、地域での
体験的な学習等を通して、他者や現実の生活、社
会とかかわり、その中から学ぶ課題や学ぶ目的を
見出すとともに、学ぶ意欲を持った「学びの主体」
づくりを重視しています。
　このように学力の土台を耕すことと結びつけ
て、各教科での学習を深めるとともに、 2 年次・
3 年次には「進学・進路選択講座」を活用して生
徒一人ひとりが進学の目的にそった学習が出来る
ようにして
います。

旭丘高校普通科
の教育課程

Ｈさん
2010年度普通科卒業　
現在鎌倉女子大学家政学部家政保健学科 3年生

Ｓくん
2011年度総合学科大学進学クラス卒業生
東海大学文学部広報メディア学科 2年生

卒業生からのメッセージ 卒業生からのメッセージ

在校生からのメッセージ

Q&A

　旭丘高校には、中学校時代に不登校だった生徒たちの再スタートを
支援するベーシッククラスがあります。こんな特徴を持ったクラスです。

●30人以下学級の少人数編成（通常学級40人）。
●全日制高等学校の通常のカリキュラムを学びます。
● 不登校生徒の発達の求めにこたえる次の3つの柱を重視し、それぞれ
に対応した学校設定科目を配置したカリ
キュラムを編成しています。
①基礎的な学力の回復
②交わりと自立、社会性の獲得
③進路を拓くキャリア教育

● ホームルーム活動を基礎とし、通常のクラスと同様に委員会やクラ
ブ活動、生徒会活動、地域活動などに参加します。

●学校教育カウンセラーが配置されています。

※ ベーシッククラスのカリキュラムの詳細については、学校案内P.13
～14をご覧ください。

※ 中学校時代不登校の生徒で入学時から一般クラスで高校生活を過ご
す「不登校生徒特別推薦枠」での受験もできます。

※ 「ベーシッククラス」と「不登校生徒特別推薦枠」について詳しく
知りたい方は、毎回の体験入学セミナーで特設説明・相談会を開い
ていますので気軽にご参加ください。

Q 3
　総合学

科の生徒
が主に学

校生活を
過ごす第

2 校地（久
野・荻窪

キャンパ
ス）って

どんな

ところで
すか？

Ａ 3 　
　久野・

荻窪キャ
ンパスは

、「里山の
自然との

共生」を
テーマに

整備され
た広大な

校地です
。

緑に囲ま
れ眼下に

相模湾を
眺望する

落ち着い

た学習環
境の中央

センター
、のびの

びと体育

や部活動
ができる

総合グラ
ウンド・

体育館・

テニスコ
ート、里

山の自然
環境を生

かした総

合学習（
森林学習

や労作・
農作・工

作・陶芸
等）

の拠点と
なる総合

実習棟、食
農教育（共

同炊事・

共同食事
）のため

の学校農
園と共同

厨房・共

同食堂な
どユニー

クな施設
・設備が

充実して

います。

　通学に
は、毎朝

8 時30分
～40分の

間に小田

原駅西口
からスク

ールバス
が運行さ

れます。

スクール
バスはホ

ームルー
ムごとに

配車され
、

各ホーム
ルームの

リーダー
機関であ

る班長会

の指導の
もとに整

列や乗車
点検を行

い、自治

の力で日
々安全・安

心の運営
がなされ

ています
。

ホームルーム活動で

　　　　仲間とかかわり、

考え方を深めて進路をつかみました

　私は中学校１年生の６月から不登

校となり学校に行けませんでした。

当時の自分は、同級生や近所のおと

ななど他人の視線が怖くてずっと家

にこもっていましたが、中学校３年

生の担任の先生が「今の君でいいん

だよ」と自分を認めてくれたことで

一歩を踏み出し、旭丘高校の体験入

学で「ここでなら再出発ができそう

だ」と感じて入学しました。

　学校生活が軌道に乗ると周りに目

が向き、自分でもクラスのために何

か力になれると感じられたことで班

長に立候補し、その後、学年委員、

生徒会総務と自分の活動の場を広げ

ていくことができました。

　そして、今度は自分自身が困難を

抱える仲間とかかわるようになりま

した。その中で、あらためて、人は

それぞれ異なった状況の中でさまざ

まな感じ方・考え方をしていること

に気づき、その仲間の声を良く聞き、

その相手の状態に合った働きかけを

していかなければならないというこ

とを考えるようになりました。実際

に自分たちの働きかけを通して仲間

が変わっていく姿に触れて、さらに

大学で人間のことについて学んでい

きたいと、進路の目標を定め、指定

校推薦で和光大学人間科学部心理教

育学科の内定をもらっています

総合学科 3年　Ｙくん
和光大学人間科学部
心理教育学科進学予定

Q 1
　総合学科ってど

んな学科なのです
か？

Ａ 1 　
　高等学校には、「

普通科」と商業・
工業・農業など

の「専門学科」が
ありますが、「総合

学科」は普通科

と専門学科それぞ
れの長所を取り入

れた「第 3 の学

科」と呼ばれてい
ます。幅広い選択

科目の中から生

徒が自分で科目を
選択し学ぶことが

可能であり、生

徒の個性を生かし
た主体的な学習や

、将来の職業選

択を視野に入れた
自己の進路への自

覚を深めさせる

学習を重視してい
ます。（総合選択・

自由選択）

　幅広く開設した
普通科目・専門科

目の中から、自

分の個性と進路に
応じた選択と学習

をすることが出

来ます。 3 つの学
科の中では総合学

科は普通科・専

門学科と比べ、高
校生の満足度が最

も高いとのアン

ケート結果が出て
います。神奈川県

内で総合学科を

持つ私立高校は旭
丘高校だけです。

Q&A
Q2
　旭丘高校総合学科のカリキュラムの特徴は何ですか？

Ａ 2 　
　特徴の一つは単位制の学科で大学進学クラスと進路探求クラス、不登校生徒対象のベーシッククラスがあることです。二つ目は、進路を拓くキャリア学習と、それを支えるホームルーム活動が最大の特徴です。まず、 1年次の原則履修科目「産業社会と人間」では、現代社会を知り、将来の進路や職業について学びを深め、総合学科での自分の学習プランをつくります。　 2・ 3 年次の総合選択科目・自由選択科目では、一人ひとりの個性と進路に合わせて各分野での学びを深めます。そして 3年次には課題研究（インターンシップ）で、実際に働く体験を通して職業観・労働観を

培い、卒業後の自分の進路選択を確かなものにします。
　総合学科では、こうした柔軟で幅広い学びを深めるとともに、本校独自のホームルーム活動・学年単位の総合学習・総合技術教育（工業系）や多彩な選択科目の学習を通じて、キャリア形成・進路実現の基礎となる次のような力を育成します。◆ 他者を理解し、コミュニケーションをとるとともに、リーダーシップやフォロアーシップを発揮して集団を形成する力。◆ 自己を理解し、コントロールするとともに、主体的な行動を通して自己の能力を集団や社会の中で生かしていく力。◆ 情勢・状況を分析し、課題を見出し、課題解決に向けた方針を立てるとともに、その遂行にむけて点検・評価し改善を図る力。

◆ 生涯にわたって学び、働くことの意味や価値を見出し、将来設計と進路選択・行動選択を行い、自らを高めていく力。

旭丘高校総合学科
の教育課程

総合学科進学クラス

総合学科進路探求クラス

Ｍｅｓｓａｇｅ Ｍｅｓｓａｇｅ



普通科 総合学科
知を育てる普通科目を中心に学び
進路を拓く基礎的で
発展的な学力と基礎教養を培うカリキュラム

一人ひとりの関心と進路に合わせ
進学や将来の職業に関する科目を選んで
学習できるカリキュラム

不登校生徒の学び直しと自立をサポートベーシッククラス
（普通科・総合学科）

Q 1
　旭丘高校の教育

目標には、「人間の
発

達・青年期の発達
」を大切にする視

点が

すわっていますが
、それは教育課程

にど

う生かされている
のですか？

Ａ 1
　みなさんが高校

生活を過ごす時期
は、

人間の「第二の誕
生」と呼ばれる、

ヒト

が人になる時で、
人間の発達にとっ

て極

めて重要な節目と
なる青年期前期で

す。

「自我と社会性の
目覚め」に直面し

、さ

まざまな葛藤を通
して、社会的精神

的に

自立していく時で
す。みなさん一人

ひと

りが人間としての
自己の確立を成し

とげ

ていく時です。

　本校では、この
青年期に必要な学

びの

課題を、「三つの『
せい』」という言葉

で

とらえています。
一つは生命・生活

の

「生」、二つ目は、
男性・女性という

性別

の「性」、そして、
政治の「政」、これ

を

自立と学びの中心
課題としています

。

　こうした青年期
の自立と学びの課

題と

結んだ人間らしい
「成長」と「発達

」の

問題を、みなさん
が生きる現実の生

活や

社会のなかでとら
えられるよう「生

活と

教育とを結合させ
る」視点で教育課

程を

編成しています。
各学年・各教科で

、さ

まざまな青年期教
育のカリキュラム

を

配置しています。

　日常の授業を中
心とした「教科学

習」

とホームルーム・
学年・生徒会の活

動、

学校行事や地域活
動への参加などの

「教

科外活動」とを結
びつけ、「平和」「人

権」

「環境」など、現代
社会の中心的なテ

ーマ

をとりあげる

問題解決型の

学習を大切に

し、生きる力

と豊かな学

力・キャリ

ア教育で進

路 を 拓 く

力を育て

ています。

ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ

Ｍｅｓｓａｇｅ

●普通科で学び、大学の文科系への進学を目指すＡさんの 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

●総合学科進学クラスから一般受験で 4年生大学文系への進学を目指すＣくんの 3年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 コミュニケーション

英語Ⅰ 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と情報 総合技術Ⅰ 受験の英語Ⅰ 総合 B LHR

●総合学科進路探究クラスから短期大学に進学し、保育士を目指すＤさんの３年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 英語Ⅰ 社会と情報 簿記 総合技術Ⅰ 職業と労働 総合 B LHR

●普通科で学び、大学の情報系学科への進学を目指すＢ君の 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 国語演習Ⅰ 英語演習Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ｂ コミュニケーション英語Ⅱ

科学と
人間生活 世界史Ａ 体育 家庭

基礎 総合技術Ⅱ 時事問題 日本史Ｂ 総合国語Ⅰ 総合英語Ⅰ 受験の英語Ⅱ 総合 B LHR

２
年 世界史Ａ 日本史Ａ 理科総合Ａ 体育 家庭

総合 総合技術Ⅱ 社会福祉
基礎Ⅰ

社会福祉
援助技術Ⅰ 表現と創作 食生活 保育 探究国語Ⅰ 探究英語Ⅰ 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 数学Ａ 情報演習 総合A 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 英語演習Ⅱ 日本史Ｂ 古典講読 総合A 総合 B LHR

３
年 現代社会 体育 家庭基礎 芸術選択 総合国語Ⅱ 古典講読 総合英語Ⅱ 受験の英語Ⅲ 課題研究（インターンシップ）

（タウンニュース【地元新聞社】）総合 B LHR

３
年

現代
社会 体育 家庭

総合
芸術
選択

社会福祉
基礎Ⅱ

社会福祉
援助技術Ⅱ 被服の基礎 児童福祉 探究国語 探究英語Ⅱ 課題研究（インターンシップ）

（保育園で体験実習） 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 日本史Ａ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 数学Ｂ 物理 総合A 総合 B LHR

　普通科は、学習指導要領上の普通教育に関する各科目を中心に学び、進学・
進路の基礎となる広い基礎教養を身につけることを目的とした学科です。現在
旭丘高校では、次の 3つの点から普通科のカリキュラム改革に取り組んでいます。

① 共通履修科目の内容を、進路を拓く力、社会の主権者として生きる力（国民
的教養の基礎）の獲得の視点から充実させる。
② 言語と数量の認識を切り口として各教科の学習と進路の土台となる基礎的か
つ発展的な学力の形成を図る。
③ キャリア・進路教育と結んで進学・進路選択講座を拡充する取り組み。

❖ 4 年制大学や短期大学への進学を目標に高校生活を過ごすためのクラス。
❖将来の職業と生き方につながる学習分野（専攻分野）を見出し、目的をもって受験・進学に向かう新しい時代のキャリア教育。
❖一般入試・推薦入試・ＡＯ入試など大学の多様な入試制度を活用し、一人ひとりに合ったキャリアガイダンスが受けられます。
❖大学進学クラスには、給付制奨学金が受けられる特待生制度があります。

❖進学や将来の職業と関わる、多様で多彩な選択科目を履修。
❖自分の関心と進路に合せた独自の時間割（学習計画）を作成し、自分さがしと進路への学びを深める。
❖ 3 年次週 1回のインターンシップ（就業体験学習）等を通して職業観・労働観を培い、進路への目標とそれにかかわる学びの課題を見出す。

2014年度に向け、普通科カリキュラムがさらに充実

　旭丘高校での３年間は、ただ一生懸命に過ごし

ていた感じだったのですが、大学に入ってからあ

らためてその高校時代を通して自分が成長したこ

とを振り返り、確かめることが出来ました。一番

思うのは、ホームルームの仲間とのかかわりや生

徒会活動を通した地域や社会とのかかわりのなか

で、人や物事を捉える視点が、自分中心の目線で

はなく、相手の立場から見たり、物事の背景から

何かを考えたりするようになったことです。中学

校までは人とかかわるのが苦手だった私なのです

が、いまは接客業のアルバイトをしています。そ

のなかで、相手の願いや要求をつかんでそれに対

高校で進路の目標を見出し大学を一般受験

充実した大学生活を送っています！

★ 大学進学への目標を見出したきっかけはどんなこと
ですか？

☆ 高校に入ったときは、漠然と大学に行かなければと

思っていただけでしたが、高校入学後の生徒会活動

の中で新聞記者からインタビューを受けたことが

きっかけで報道の仕事に関心を持ち、自分もメディ

ア関係の仕事に就きたいという明確な目標を持つこ

とができました。

★大学生活はどうですか？
☆ 自分の納得のいく大学生活が過ごせているので、と

ても楽しいです。それには、高校時代に目標を持っ

て大学生活のイメージを具体的につくることができ

たことが大きかったと思います。オープンキャンパ

スで大学の先輩たちから自分たちでラジオ番組など

を作成する授業があることを聞き、魅力を感じたの

が今の大学と学科を選んだきっかけでした。

応することのできる自分がいて、そういうところ

が旭丘で身につけたことだなぁと感じます。

　高校時代に視野を広げてもらった分、大学での

科目選択はさまざまな分野の科目に挑戦したの

で、いまあらためて大学卒業後の進路については、

どうしていくか悩んでいます。でも、人間関係に

自信を持てたことで自分の進路選択の可能性が広

がったと感じる中でのことなので、どんな結論を

出すにしても、人の役に立ちたいという自分の気

持ちの原点を大切にして納得のいく進路を実現し

たいと思っています。

★ 大学を一般受験する
ための学力はどんな
場面で身につけまし
たか。

☆ 受験には英語は必ず

必要ですが、中学校

時代はとても苦手で

した。しかし、高校

１年生のときに英語

の先生が基礎からやり直すと同時に、受験に必要な

単語数を覚えることをきちんと要求してくれたこ

と、スピーチコンテストに出場する機会をつくって

くれたことで自分の英語力に自信がつき、受験に際

しても大きな力になりました。毎週多くの量の単語

を暗記する宿題はきつかったのですが、先生との信

頼関係があったからこそ、こなして行けたと思って

います。いま大学でも英語の授業は苦労しないで出

来ています。

★ 大学受験にのぞむ上で苦しかったことはどんなこ
とですか？

☆ もちろん、生徒会活動と受験勉強の両立は苦労しま

したし、日本史はやはり高校の授業だけではカバー

できず、予備校にも通いました。やはり自分の中で

目標がしっかり持てていたからこそ地道な受験勉

強を頑張れた原因だと思っています。

Q 2
　普通科のキャリア教育の特徴は何ですか？

Ａ 2
　旭丘高校では、キャリアと進路の課題にかかわって、それぞれの学年に〈参加・自治・学び〉の活動に関わる主要なテーマを設定しています。 1年次には交わりの力を培います。高校生活の課題をとらえ、共同する力をはぐくみます。 2年次には、平和・人権・環境など社会の問題に視野を広げていきます。ナガサキ修学旅行を節目に平和と人権の人類史的価値を学び、社会的な課題を自らの生きる課題と結んで学びと活動の場を広げます。

3年次に自分の生き方とともに具体的な進路をとらえるようにします。次世代を担い未来社会の創造に参加する「大きな進路」と具体的な自分の進学先や職業を選択する「小さな進路」を一つにしてつかむようにしていきます。　このようにホームルームと学年の集団的な活動を土台とした 3年間の総合学習を通して将来設計能力を高めるとともに各教科の学習を通して科学的な認識と職業・労働の基礎となる知識・技術・技能を身につけ、具体的な進路を拓く力を形成しています。

Q 3
　将来進学を考えていますが、旭丘高校の普通科
では学力の回復・定着・発展と進学指導・進路指
導をどのように図っていますか？

Ａ 3
　進学に必要な学力を形成するためには、一定量
の知識や技能の習得は不可欠です。本校ではその
ためのカリキュラムを組んで進学指導をしていま
すが、進路実現とキャリア・デザイン、生きる力
につながる発展的な学力を形成するためには、学
力というものについての見方・考え方をさらに
もっと深くとらえる必要があると考えています。
　本校では、「言語の力」と「数量を認識する力」
が学力を形成する大きな土台となっているととら
え、2014年度より普通科全クラスの 1 年次に「言
語」と「数量」の授業を導入します。「言語」の
授業では、言語の力が他者との「交わり」を通し
て豊かに形成されていくという、これまでの発達
研究や実践検証から得た知見をふまえ、共同学習
や共同活動を採り入れ、自己表現や他者理解と結
んだ授業づくりを進めます。「数量」の分野では、
乗法や除法等の演算の意味を高校生という発達段

階であらためて深く理解することが高校数学での
微積分の本質の理解に進んでいくといった、基礎
の理解が認識の次の発展・飛躍へとつながるよう
なカリキュラムづくりを探究していきます。
　また、学力の中心は認識の能力ですが、それは、
身体能力や感応・表現能力、労働能力や社会的能
力と関連しながら形成され、発展していくものと
とらえています　その視点から、学びを支えるか
らだ（身体）の形成を大切にしています。また、
ホームルームや生徒会の集団的な活動、地域での
体験的な学習等を通して、他者や現実の生活、社
会とかかわり、その中から学ぶ課題や学ぶ目的を
見出すとともに、学ぶ意欲を持った「学びの主体」
づくりを重視しています。
　このように学力の土台を耕すことと結びつけ
て、各教科での学習を深めるとともに、 2 年次・
3 年次には「進学・進路選択講座」を活用して生
徒一人ひとりが進学の目的にそった学習が出来る
ようにして
います。

旭丘高校普通科
の教育課程

Ｈさん
2010年度普通科卒業　
現在鎌倉女子大学家政学部家政保健学科 3年生

Ｓくん
2011年度総合学科大学進学クラス卒業生
東海大学文学部広報メディア学科 2年生

卒業生からのメッセージ 卒業生からのメッセージ

在校生からのメッセージ

Q&A

　旭丘高校には、中学校時代に不登校だった生徒たちの再スタートを
支援するベーシッククラスがあります。こんな特徴を持ったクラスです。

●30人以下学級の少人数編成（通常学級40人）。
●全日制高等学校の通常のカリキュラムを学びます。
● 不登校生徒の発達の求めにこたえる次の3つの柱を重視し、それぞれ
に対応した学校設定科目を配置したカリ
キュラムを編成しています。
①基礎的な学力の回復
②交わりと自立、社会性の獲得
③進路を拓くキャリア教育

● ホームルーム活動を基礎とし、通常のクラスと同様に委員会やクラ
ブ活動、生徒会活動、地域活動などに参加します。
●学校教育カウンセラーが配置されています。

※ ベーシッククラスのカリキュラムの詳細については、学校案内P.13
～14をご覧ください。
※ 中学校時代不登校の生徒で入学時から一般クラスで高校生活を過ご
す「不登校生徒特別推薦枠」での受験もできます。
※ 「ベーシッククラス」と「不登校生徒特別推薦枠」について詳しく
知りたい方は、毎回の体験入学セミナーで特設説明・相談会を開い
ていますので気軽にご参加ください。

Q 3
　総合学

科の生徒
が主に学

校生活を
過ごす第

2 校地（久
野・荻窪

キャンパ
ス）って

どんな

ところで
すか？

Ａ 3 　
　久野・

荻窪キャ
ンパスは

、「里山の
自然との

共生」を
テーマに

整備され
た広大な

校地です
。

緑に囲ま
れ眼下に

相模湾を
眺望する

落ち着い

た学習環
境の中央

センター
、のびの

びと体育

や部活動
ができる

総合グラ
ウンド・

体育館・

テニスコ
ート、里

山の自然
環境を生

かした総

合学習（
森林学習

や労作・
農作・工

作・陶芸
等）

の拠点と
なる総合

実習棟、食
農教育（共

同炊事・

共同食事
）のため

の学校農
園と共同

厨房・共

同食堂な
どユニー

クな施設
・設備が

充実して

います。

　通学に
は、毎朝

8 時30分
～40分の

間に小田

原駅西口
からスク

ールバス
が運行さ

れます。

スクール
バスはホ

ームルー
ムごとに

配車され
、

各ホーム
ルームの

リーダー
機関であ

る班長会

の指導の
もとに整

列や乗車
点検を行

い、自治

の力で日
々安全・安

心の運営
がなされ

ています
。

ホームルーム活動で

　　　　仲間とかかわり、

考え方を深めて進路をつかみました

　私は中学校１年生の６月から不登

校となり学校に行けませんでした。

当時の自分は、同級生や近所のおと

ななど他人の視線が怖くてずっと家

にこもっていましたが、中学校３年

生の担任の先生が「今の君でいいん

だよ」と自分を認めてくれたことで

一歩を踏み出し、旭丘高校の体験入

学で「ここでなら再出発ができそう

だ」と感じて入学しました。

　学校生活が軌道に乗ると周りに目

が向き、自分でもクラスのために何

か力になれると感じられたことで班

長に立候補し、その後、学年委員、

生徒会総務と自分の活動の場を広げ

ていくことができました。

　そして、今度は自分自身が困難を

抱える仲間とかかわるようになりま

した。その中で、あらためて、人は

それぞれ異なった状況の中でさまざ

まな感じ方・考え方をしていること

に気づき、その仲間の声を良く聞き、

その相手の状態に合った働きかけを

していかなければならないというこ

とを考えるようになりました。実際

に自分たちの働きかけを通して仲間

が変わっていく姿に触れて、さらに

大学で人間のことについて学んでい

きたいと、進路の目標を定め、指定

校推薦で和光大学人間科学部心理教

育学科の内定をもらっています

総合学科 3年　Ｙくん
和光大学人間科学部
心理教育学科進学予定

Q 1
　総合学科ってど

んな学科なのです
か？

Ａ 1 　
　高等学校には、「

普通科」と商業・
工業・農業など

の「専門学科」が
ありますが、「総合

学科」は普通科

と専門学科それぞ
れの長所を取り入

れた「第 3 の学

科」と呼ばれてい
ます。幅広い選択

科目の中から生

徒が自分で科目を
選択し学ぶことが

可能であり、生

徒の個性を生かし
た主体的な学習や

、将来の職業選

択を視野に入れた
自己の進路への自

覚を深めさせる

学習を重視してい
ます。（総合選択・

自由選択）

　幅広く開設した
普通科目・専門科

目の中から、自

分の個性と進路に
応じた選択と学習

をすることが出

来ます。 3 つの学
科の中では総合学

科は普通科・専

門学科と比べ、高
校生の満足度が最

も高いとのアン

ケート結果が出て
います。神奈川県

内で総合学科を

持つ私立高校は旭
丘高校だけです。

Q&A
Q2
　旭丘高校総合学科のカリキュラムの特徴は何ですか？

Ａ 2 　
　特徴の一つは単位制の学科で大学進学クラスと進路探求クラス、不登校生徒対象のベーシッククラスがあることです。二つ目は、進路を拓くキャリア学習と、それを支えるホームルーム活動が最大の特徴です。まず、 1年次の原則履修科目「産業社会と人間」では、現代社会を知り、将来の進路や職業について学びを深め、総合学科での自分の学習プランをつくります。　 2・ 3 年次の総合選択科目・自由選択科目では、一人ひとりの個性と進路に合わせて各分野での学びを深めます。そして 3年次には課題研究（インターンシップ）で、実際に働く体験を通して職業観・労働観を

培い、卒業後の自分の進路選択を確かなものにします。
　総合学科では、こうした柔軟で幅広い学びを深めるとともに、本校独自のホームルーム活動・学年単位の総合学習・総合技術教育（工業系）や多彩な選択科目の学習を通じて、キャリア形成・進路実現の基礎となる次のような力を育成します。◆ 他者を理解し、コミュニケーションをとるとともに、リーダーシップやフォロアーシップを発揮して集団を形成する力。◆ 自己を理解し、コントロールするとともに、主体的な行動を通して自己の能力を集団や社会の中で生かしていく力。◆ 情勢・状況を分析し、課題を見出し、課題解決に向けた方針を立てるとともに、その遂行にむけて点検・評価し改善を図る力。

◆ 生涯にわたって学び、働くことの意味や価値を見出し、将来設計と進路選択・行動選択を行い、自らを高めていく力。

旭丘高校総合学科
の教育課程

総合学科進学クラス

総合学科進路探求クラス

Ｍｅｓｓａｇｅ Ｍｅｓｓａｇｅ



普通科 総合学科
知を育てる普通科目を中心に学び
進路を拓く基礎的で
発展的な学力と基礎教養を培うカリキュラム

一人ひとりの関心と進路に合わせ
進学や将来の職業に関する科目を選んで
学習できるカリキュラム

不登校生徒の学び直しと自立をサポートベーシッククラス
（普通科・総合学科）

Q 1
　旭丘高校の教育

目標には、「人間の
発

達・青年期の発達
」を大切にする視

点が

すわっていますが
、それは教育課程

にど

う生かされている
のですか？

Ａ 1
　みなさんが高校

生活を過ごす時期
は、

人間の「第二の誕
生」と呼ばれる、

ヒト

が人になる時で、
人間の発達にとっ

て極

めて重要な節目と
なる青年期前期で

す。

「自我と社会性の
目覚め」に直面し

、さ

まざまな葛藤を通
して、社会的精神

的に

自立していく時で
す。みなさん一人

ひと

りが人間としての
自己の確立を成し

とげ

ていく時です。

　本校では、この
青年期に必要な学

びの

課題を、「三つの『
せい』」という言葉

で

とらえています。
一つは生命・生活

の

「生」、二つ目は、
男性・女性という

性別

の「性」、そして、
政治の「政」、これ

を

自立と学びの中心
課題としています

。

　こうした青年期
の自立と学びの課

題と

結んだ人間らしい
「成長」と「発達

」の

問題を、みなさん
が生きる現実の生

活や

社会のなかでとら
えられるよう「生

活と

教育とを結合させ
る」視点で教育課

程を

編成しています。
各学年・各教科で

、さ

まざまな青年期教
育のカリキュラム

を

配置しています。

　日常の授業を中
心とした「教科学

習」

とホームルーム・
学年・生徒会の活

動、

学校行事や地域活
動への参加などの

「教

科外活動」とを結
びつけ、「平和」「人

権」

「環境」など、現代
社会の中心的なテ

ーマ

をとりあげる

問題解決型の

学習を大切に

し、生きる力

と豊かな学

力・キャリ

ア教育で進

路 を 拓 く

力を育て

ています。

ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ

Ｍｅｓｓａｇｅ

●普通科で学び、大学の文科系への進学を目指すＡさんの 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

●総合学科進学クラスから一般受験で 4年生大学文系への進学を目指すＣくんの 3年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 コミュニケーション

英語Ⅰ 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と情報 総合技術Ⅰ 受験の英語Ⅰ 総合 B LHR

●総合学科進路探究クラスから短期大学に進学し、保育士を目指すＤさんの３年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 英語Ⅰ 社会と情報 簿記 総合技術Ⅰ 職業と労働 総合 B LHR

●普通科で学び、大学の情報系学科への進学を目指すＢ君の 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 国語演習Ⅰ 英語演習Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ｂ コミュニケーション英語Ⅱ

科学と
人間生活 世界史Ａ 体育 家庭

基礎 総合技術Ⅱ 時事問題 日本史Ｂ 総合国語Ⅰ 総合英語Ⅰ 受験の英語Ⅱ 総合 B LHR

２
年 世界史Ａ 日本史Ａ 理科総合Ａ 体育 家庭

総合 総合技術Ⅱ 社会福祉
基礎Ⅰ

社会福祉
援助技術Ⅰ 表現と創作 食生活 保育 探究国語Ⅰ 探究英語Ⅰ 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 数学Ａ 情報演習 総合A 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 英語演習Ⅱ 日本史Ｂ 古典講読 総合A 総合 B LHR

３
年 現代社会 体育 家庭基礎 芸術選択 総合国語Ⅱ 古典講読 総合英語Ⅱ 受験の英語Ⅲ 課題研究（インターンシップ）

（タウンニュース【地元新聞社】）総合 B LHR

３
年

現代
社会 体育 家庭

総合
芸術
選択

社会福祉
基礎Ⅱ

社会福祉
援助技術Ⅱ 被服の基礎 児童福祉 探究国語 探究英語Ⅱ 課題研究（インターンシップ）

（保育園で体験実習） 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 日本史Ａ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 数学Ｂ 物理 総合A 総合 B LHR

　普通科は、学習指導要領上の普通教育に関する各科目を中心に学び、進学・
進路の基礎となる広い基礎教養を身につけることを目的とした学科です。現在
旭丘高校では、次の 3つの点から普通科のカリキュラム改革に取り組んでいます。

① 共通履修科目の内容を、進路を拓く力、社会の主権者として生きる力（国民
的教養の基礎）の獲得の視点から充実させる。

② 言語と数量の認識を切り口として各教科の学習と進路の土台となる基礎的か
つ発展的な学力の形成を図る。

③ キャリア・進路教育と結んで進学・進路選択講座を拡充する取り組み。

❖ 4 年制大学や短期大学への進学を目標に高校生活を過ごすためのクラス。
❖将来の職業と生き方につながる学習分野（専攻分野）を見出し、目的をもって受験・進学に向かう新しい時代のキャリア教育。
❖一般入試・推薦入試・ＡＯ入試など大学の多様な入試制度を活用し、一人ひとりに合ったキャリアガイダンスが受けられます。
❖大学進学クラスには、給付制奨学金が受けられる特待生制度があります。

❖進学や将来の職業と関わる、多様で多彩な選択科目を履修。
❖自分の関心と進路に合せた独自の時間割（学習計画）を作成し、自分さがしと進路への学びを深める。
❖ 3 年次週 1回のインターンシップ（就業体験学習）等を通して職業観・労働観を培い、進路への目標とそれにかかわる学びの課題を見出す。

2014年度に向け、普通科カリキュラムがさらに充実

　旭丘高校での３年間は、ただ一生懸命に過ごし

ていた感じだったのですが、大学に入ってからあ

らためてその高校時代を通して自分が成長したこ

とを振り返り、確かめることが出来ました。一番

思うのは、ホームルームの仲間とのかかわりや生

徒会活動を通した地域や社会とのかかわりのなか

で、人や物事を捉える視点が、自分中心の目線で

はなく、相手の立場から見たり、物事の背景から

何かを考えたりするようになったことです。中学

校までは人とかかわるのが苦手だった私なのです

が、いまは接客業のアルバイトをしています。そ

のなかで、相手の願いや要求をつかんでそれに対

高校で進路の目標を見出し大学を一般受験

充実した大学生活を送っています！

★ 大学進学への目標を見出したきっかけはどんなこと
ですか？

☆ 高校に入ったときは、漠然と大学に行かなければと

思っていただけでしたが、高校入学後の生徒会活動

の中で新聞記者からインタビューを受けたことが

きっかけで報道の仕事に関心を持ち、自分もメディ

ア関係の仕事に就きたいという明確な目標を持つこ

とができました。

★大学生活はどうですか？
☆ 自分の納得のいく大学生活が過ごせているので、と

ても楽しいです。それには、高校時代に目標を持っ

て大学生活のイメージを具体的につくることができ

たことが大きかったと思います。オープンキャンパ

スで大学の先輩たちから自分たちでラジオ番組など

を作成する授業があることを聞き、魅力を感じたの

が今の大学と学科を選んだきっかけでした。

応することのできる自分がいて、そういうところ

が旭丘で身につけたことだなぁと感じます。

　高校時代に視野を広げてもらった分、大学での

科目選択はさまざまな分野の科目に挑戦したの

で、いまあらためて大学卒業後の進路については、

どうしていくか悩んでいます。でも、人間関係に

自信を持てたことで自分の進路選択の可能性が広

がったと感じる中でのことなので、どんな結論を

出すにしても、人の役に立ちたいという自分の気

持ちの原点を大切にして納得のいく進路を実現し

たいと思っています。

★ 大学を一般受験する
ための学力はどんな
場面で身につけまし
たか。

☆ 受験には英語は必ず

必要ですが、中学校

時代はとても苦手で

した。しかし、高校

１年生のときに英語

の先生が基礎からやり直すと同時に、受験に必要な

単語数を覚えることをきちんと要求してくれたこ

と、スピーチコンテストに出場する機会をつくって

くれたことで自分の英語力に自信がつき、受験に際

しても大きな力になりました。毎週多くの量の単語

を暗記する宿題はきつかったのですが、先生との信

頼関係があったからこそ、こなして行けたと思って

います。いま大学でも英語の授業は苦労しないで出

来ています。

★ 大学受験にのぞむ上で苦しかったことはどんなこ
とですか？

☆ もちろん、生徒会活動と受験勉強の両立は苦労しま

したし、日本史はやはり高校の授業だけではカバー

できず、予備校にも通いました。やはり自分の中で

目標がしっかり持てていたからこそ地道な受験勉

強を頑張れた原因だと思っています。

Q 2
　普通科のキャリア教育の特徴は何ですか？

Ａ 2
　旭丘高校では、キャリアと進路の課題にかかわって、それぞれの学年に〈参加・自治・学び〉の活動に関わる主要なテーマを設定しています。 1年次には交わりの力を培います。高校生活の課題をとらえ、共同する力をはぐくみます。 2年次には、平和・人権・環境など社会の問題に視野を広げていきます。ナガサキ修学旅行を節目に平和と人権の人類史的価値を学び、社会的な課題を自らの生きる課題と結んで学びと活動の場を広げます。

3年次に自分の生き方とともに具体的な進路をとらえるようにします。次世代を担い未来社会の創造に参加する「大きな進路」と具体的な自分の進学先や職業を選択する「小さな進路」を一つにしてつかむようにしていきます。　このようにホームルームと学年の集団的な活動を土台とした 3年間の総合学習を通して将来設計能力を高めるとともに各教科の学習を通して科学的な認識と職業・労働の基礎となる知識・技術・技能を身につけ、具体的な進路を拓く力を形成しています。

Q 3
　将来進学を考えていますが、旭丘高校の普通科
では学力の回復・定着・発展と進学指導・進路指
導をどのように図っていますか？

Ａ 3
　進学に必要な学力を形成するためには、一定量
の知識や技能の習得は不可欠です。本校ではその
ためのカリキュラムを組んで進学指導をしていま
すが、進路実現とキャリア・デザイン、生きる力
につながる発展的な学力を形成するためには、学
力というものについての見方・考え方をさらに
もっと深くとらえる必要があると考えています。
　本校では、「言語の力」と「数量を認識する力」
が学力を形成する大きな土台となっているととら
え、2014年度より普通科全クラスの 1 年次に「言
語」と「数量」の授業を導入します。「言語」の
授業では、言語の力が他者との「交わり」を通し
て豊かに形成されていくという、これまでの発達
研究や実践検証から得た知見をふまえ、共同学習
や共同活動を採り入れ、自己表現や他者理解と結
んだ授業づくりを進めます。「数量」の分野では、
乗法や除法等の演算の意味を高校生という発達段

階であらためて深く理解することが高校数学での
微積分の本質の理解に進んでいくといった、基礎
の理解が認識の次の発展・飛躍へとつながるよう
なカリキュラムづくりを探究していきます。
　また、学力の中心は認識の能力ですが、それは、
身体能力や感応・表現能力、労働能力や社会的能
力と関連しながら形成され、発展していくものと
とらえています　その視点から、学びを支えるか
らだ（身体）の形成を大切にしています。また、
ホームルームや生徒会の集団的な活動、地域での
体験的な学習等を通して、他者や現実の生活、社
会とかかわり、その中から学ぶ課題や学ぶ目的を
見出すとともに、学ぶ意欲を持った「学びの主体」
づくりを重視しています。
　このように学力の土台を耕すことと結びつけ
て、各教科での学習を深めるとともに、 2 年次・
3 年次には「進学・進路選択講座」を活用して生
徒一人ひとりが進学の目的にそった学習が出来る
ようにして
います。

旭丘高校普通科
の教育課程

Ｈさん
2010年度普通科卒業　
現在鎌倉女子大学家政学部家政保健学科 3年生

Ｓくん
2011年度総合学科大学進学クラス卒業生
東海大学文学部広報メディア学科 2年生

卒業生からのメッセージ 卒業生からのメッセージ

在校生からのメッセージ

Q&A

　旭丘高校には、中学校時代に不登校だった生徒たちの再スタートを
支援するベーシッククラスがあります。こんな特徴を持ったクラスです。

●30人以下学級の少人数編成（通常学級40人）。
●全日制高等学校の通常のカリキュラムを学びます。
● 不登校生徒の発達の求めにこたえる次の3つの柱を重視し、それぞれ
に対応した学校設定科目を配置したカリ
キュラムを編成しています。
①基礎的な学力の回復
②交わりと自立、社会性の獲得
③進路を拓くキャリア教育

● ホームルーム活動を基礎とし、通常のクラスと同様に委員会やクラ
ブ活動、生徒会活動、地域活動などに参加します。
●学校教育カウンセラーが配置されています。

※ ベーシッククラスのカリキュラムの詳細については、学校案内P.13
～14をご覧ください。
※ 中学校時代不登校の生徒で入学時から一般クラスで高校生活を過ご
す「不登校生徒特別推薦枠」での受験もできます。
※ 「ベーシッククラス」と「不登校生徒特別推薦枠」について詳しく
知りたい方は、毎回の体験入学セミナーで特設説明・相談会を開い
ていますので気軽にご参加ください。

Q 3
　総合学

科の生徒
が主に学

校生活を
過ごす第

2 校地（久
野・荻窪

キャンパ
ス）って

どんな

ところで
すか？

Ａ 3 　
　久野・

荻窪キャ
ンパスは

、「里山の
自然との

共生」を
テーマに

整備され
た広大な

校地です
。

緑に囲ま
れ眼下に

相模湾を
眺望する

落ち着い

た学習環
境の中央

センター
、のびの

びと体育

や部活動
ができる

総合グラ
ウンド・

体育館・

テニスコ
ート、里

山の自然
環境を生

かした総

合学習（
森林学習

や労作・
農作・工

作・陶芸
等）

の拠点と
なる総合

実習棟、食
農教育（共

同炊事・

共同食事
）のため

の学校農
園と共同

厨房・共

同食堂な
どユニー

クな施設
・設備が

充実して

います。

　通学に
は、毎朝

8 時30分
～40分の

間に小田

原駅西口
からスク

ールバス
が運行さ

れます。

スクール
バスはホ

ームルー
ムごとに

配車され
、

各ホーム
ルームの

リーダー
機関であ

る班長会

の指導の
もとに整

列や乗車
点検を行

い、自治

の力で日
々安全・安

心の運営
がなされ

ています
。

ホームルーム活動で

　　　　仲間とかかわり、

考え方を深めて進路をつかみました

　私は中学校１年生の６月から不登

校となり学校に行けませんでした。

当時の自分は、同級生や近所のおと

ななど他人の視線が怖くてずっと家

にこもっていましたが、中学校３年

生の担任の先生が「今の君でいいん

だよ」と自分を認めてくれたことで

一歩を踏み出し、旭丘高校の体験入

学で「ここでなら再出発ができそう

だ」と感じて入学しました。

　学校生活が軌道に乗ると周りに目

が向き、自分でもクラスのために何

か力になれると感じられたことで班

長に立候補し、その後、学年委員、

生徒会総務と自分の活動の場を広げ

ていくことができました。

　そして、今度は自分自身が困難を

抱える仲間とかかわるようになりま

した。その中で、あらためて、人は

それぞれ異なった状況の中でさまざ

まな感じ方・考え方をしていること

に気づき、その仲間の声を良く聞き、

その相手の状態に合った働きかけを

していかなければならないというこ

とを考えるようになりました。実際

に自分たちの働きかけを通して仲間

が変わっていく姿に触れて、さらに

大学で人間のことについて学んでい

きたいと、進路の目標を定め、指定

校推薦で和光大学人間科学部心理教

育学科の内定をもらっています

総合学科 3年　Ｙくん
和光大学人間科学部
心理教育学科進学予定

Q 1
　総合学科ってど

んな学科なのです
か？

Ａ 1 　
　高等学校には、「

普通科」と商業・
工業・農業など

の「専門学科」が
ありますが、「総合

学科」は普通科

と専門学科それぞ
れの長所を取り入

れた「第 3 の学

科」と呼ばれてい
ます。幅広い選択

科目の中から生

徒が自分で科目を
選択し学ぶことが

可能であり、生

徒の個性を生かし
た主体的な学習や

、将来の職業選

択を視野に入れた
自己の進路への自

覚を深めさせる

学習を重視してい
ます。（総合選択・

自由選択）

　幅広く開設した
普通科目・専門科

目の中から、自

分の個性と進路に
応じた選択と学習

をすることが出

来ます。 3 つの学
科の中では総合学

科は普通科・専

門学科と比べ、高
校生の満足度が最

も高いとのアン

ケート結果が出て
います。神奈川県

内で総合学科を

持つ私立高校は旭
丘高校だけです。

Q&A
Q2
　旭丘高校総合学科のカリキュラムの特徴は何ですか？

Ａ 2 　
　特徴の一つは単位制の学科で大学進学クラスと進路探求クラス、不登校生徒対象のベーシッククラスがあることです。二つ目は、進路を拓くキャリア学習と、それを支えるホームルーム活動が最大の特徴です。まず、 1年次の原則履修科目「産業社会と人間」では、現代社会を知り、将来の進路や職業について学びを深め、総合学科での自分の学習プランをつくります。　 2・ 3 年次の総合選択科目・自由選択科目では、一人ひとりの個性と進路に合わせて各分野での学びを深めます。そして 3年次には課題研究（インターンシップ）で、実際に働く体験を通して職業観・労働観を

培い、卒業後の自分の進路選択を確かなものにします。
　総合学科では、こうした柔軟で幅広い学びを深めるとともに、本校独自のホームルーム活動・学年単位の総合学習・総合技術教育（工業系）や多彩な選択科目の学習を通じて、キャリア形成・進路実現の基礎となる次のような力を育成します。◆ 他者を理解し、コミュニケーションをとるとともに、リーダーシップやフォロアーシップを発揮して集団を形成する力。◆ 自己を理解し、コントロールするとともに、主体的な行動を通して自己の能力を集団や社会の中で生かしていく力。◆ 情勢・状況を分析し、課題を見出し、課題解決に向けた方針を立てるとともに、その遂行にむけて点検・評価し改善を図る力。

◆ 生涯にわたって学び、働くことの意味や価値を見出し、将来設計と進路選択・行動選択を行い、自らを高めていく力。

旭丘高校総合学科
の教育課程

総合学科進学クラス

総合学科進路探求クラス

Ｍｅｓｓａｇｅ Ｍｅｓｓａｇｅ



普通科 総合学科
知を育てる普通科目を中心に学び
進路を拓く基礎的で
発展的な学力と基礎教養を培うカリキュラム

一人ひとりの関心と進路に合わせ
進学や将来の職業に関する科目を選んで
学習できるカリキュラム

不登校生徒の学び直しと自立をサポートベーシッククラス
（普通科・総合学科）

Q 1
　旭丘高校の教育

目標には、「人間の
発

達・青年期の発達
」を大切にする視

点が

すわっていますが
、それは教育課程

にど

う生かされている
のですか？

Ａ 1
　みなさんが高校

生活を過ごす時期
は、

人間の「第二の誕
生」と呼ばれる、

ヒト

が人になる時で、
人間の発達にとっ

て極

めて重要な節目と
なる青年期前期で

す。

「自我と社会性の
目覚め」に直面し

、さ

まざまな葛藤を通
して、社会的精神

的に

自立していく時で
す。みなさん一人

ひと

りが人間としての
自己の確立を成し

とげ

ていく時です。

　本校では、この
青年期に必要な学

びの

課題を、「三つの『
せい』」という言葉

で

とらえています。
一つは生命・生活

の

「生」、二つ目は、
男性・女性という

性別

の「性」、そして、
政治の「政」、これ

を

自立と学びの中心
課題としています

。

　こうした青年期
の自立と学びの課

題と

結んだ人間らしい
「成長」と「発達

」の

問題を、みなさん
が生きる現実の生

活や

社会のなかでとら
えられるよう「生

活と

教育とを結合させ
る」視点で教育課

程を

編成しています。
各学年・各教科で

、さ

まざまな青年期教
育のカリキュラム

を

配置しています。

　日常の授業を中
心とした「教科学

習」

とホームルーム・
学年・生徒会の活

動、

学校行事や地域活
動への参加などの

「教

科外活動」とを結
びつけ、「平和」「人

権」

「環境」など、現代
社会の中心的なテ

ーマ

をとりあげる

問題解決型の

学習を大切に

し、生きる力

と豊かな学

力・キャリ

ア教育で進

路 を 拓 く

力を育て

ています。

ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ ＣＵＲＲＩＣＵＬＵＭ

Ｍｅｓｓａｇｅ

●普通科で学び、大学の文科系への進学を目指すＡさんの 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

●総合学科進学クラスから一般受験で 4年生大学文系への進学を目指すＣくんの 3年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 コミュニケーション

英語Ⅰ 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と情報 総合技術Ⅰ 受験の英語Ⅰ 総合 B LHR

●総合学科進路探究クラスから短期大学に進学し、保育士を目指すＤさんの３年間のカリキュラム
１
年

産業社会と
人間 国語総合 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 英語Ⅰ 社会と情報 簿記 総合技術Ⅰ 職業と労働 総合 B LHR

●普通科で学び、大学の情報系学科への進学を目指すＢ君の 3年間のカリキュラム
１
年 言語 数量 国語総合 地理A 数学Ⅰ 化学基礎 体育 保健 社会と

情報
コミュニケー
ション英語Ⅰ 音楽Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 国語演習Ⅰ 英語演習Ⅰ 総合A 総合 B LHR

２
年 現代文Ｂ コミュニケーション英語Ⅱ

科学と
人間生活 世界史Ａ 体育 家庭

基礎 総合技術Ⅱ 時事問題 日本史Ｂ 総合国語Ⅰ 総合英語Ⅰ 受験の英語Ⅱ 総合 B LHR

２
年 世界史Ａ 日本史Ａ 理科総合Ａ 体育 家庭

総合 総合技術Ⅱ 社会福祉
基礎Ⅰ

社会福祉
援助技術Ⅰ 表現と創作 食生活 保育 探究国語Ⅰ 探究英語Ⅰ 総合 B LHR

２
年 現代文Ａ 世界史A 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保健 家庭基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 数学Ａ 情報演習 総合A 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 英語演習Ⅱ 日本史Ｂ 古典講読 総合A 総合 B LHR

３
年 現代社会 体育 家庭基礎 芸術選択 総合国語Ⅱ 古典講読 総合英語Ⅱ 受験の英語Ⅲ 課題研究（インターンシップ）

（タウンニュース【地元新聞社】）総合 B LHR

３
年

現代
社会 体育 家庭

総合
芸術
選択

社会福祉
基礎Ⅱ

社会福祉
援助技術Ⅱ 被服の基礎 児童福祉 探究国語 探究英語Ⅱ 課題研究（インターンシップ）

（保育園で体験実習） 総合 B LHR

３
年 現代文Ｂ 日本史Ａ 現代社会 数学Ⅱ 科学と

人間生活 体育 英語表現Ⅰ 美術概論 数学Ｂ 物理 総合A 総合 B LHR

　普通科は、学習指導要領上の普通教育に関する各科目を中心に学び、進学・
進路の基礎となる広い基礎教養を身につけることを目的とした学科です。現在
旭丘高校では、次の 3つの点から普通科のカリキュラム改革に取り組んでいます。

① 共通履修科目の内容を、進路を拓く力、社会の主権者として生きる力（国民
的教養の基礎）の獲得の視点から充実させる。

② 言語と数量の認識を切り口として各教科の学習と進路の土台となる基礎的か
つ発展的な学力の形成を図る。

③ キャリア・進路教育と結んで進学・進路選択講座を拡充する取り組み。

❖ 4 年制大学や短期大学への進学を目標に高校生活を過ごすためのクラス。
❖将来の職業と生き方につながる学習分野（専攻分野）を見出し、目的をもって受験・進学に向かう新しい時代のキャリア教育。
❖一般入試・推薦入試・ＡＯ入試など大学の多様な入試制度を活用し、一人ひとりに合ったキャリアガイダンスが受けられます。
❖大学進学クラスには、給付制奨学金が受けられる特待生制度があります。

❖進学や将来の職業と関わる、多様で多彩な選択科目を履修。
❖自分の関心と進路に合せた独自の時間割（学習計画）を作成し、自分さがしと進路への学びを深める。
❖ 3 年次週 1回のインターンシップ（就業体験学習）等を通して職業観・労働観を培い、進路への目標とそれにかかわる学びの課題を見出す。

2014年度に向け、普通科カリキュラムがさらに充実

　旭丘高校での３年間は、ただ一生懸命に過ごし

ていた感じだったのですが、大学に入ってからあ

らためてその高校時代を通して自分が成長したこ

とを振り返り、確かめることが出来ました。一番

思うのは、ホームルームの仲間とのかかわりや生

徒会活動を通した地域や社会とのかかわりのなか

で、人や物事を捉える視点が、自分中心の目線で

はなく、相手の立場から見たり、物事の背景から

何かを考えたりするようになったことです。中学

校までは人とかかわるのが苦手だった私なのです

が、いまは接客業のアルバイトをしています。そ

のなかで、相手の願いや要求をつかんでそれに対

高校で進路の目標を見出し大学を一般受験

充実した大学生活を送っています！

★ 大学進学への目標を見出したきっかけはどんなこと
ですか？

☆ 高校に入ったときは、漠然と大学に行かなければと

思っていただけでしたが、高校入学後の生徒会活動

の中で新聞記者からインタビューを受けたことが

きっかけで報道の仕事に関心を持ち、自分もメディ

ア関係の仕事に就きたいという明確な目標を持つこ

とができました。

★大学生活はどうですか？
☆ 自分の納得のいく大学生活が過ごせているので、と

ても楽しいです。それには、高校時代に目標を持っ

て大学生活のイメージを具体的につくることができ

たことが大きかったと思います。オープンキャンパ

スで大学の先輩たちから自分たちでラジオ番組など

を作成する授業があることを聞き、魅力を感じたの

が今の大学と学科を選んだきっかけでした。

応することのできる自分がいて、そういうところ

が旭丘で身につけたことだなぁと感じます。

　高校時代に視野を広げてもらった分、大学での

科目選択はさまざまな分野の科目に挑戦したの

で、いまあらためて大学卒業後の進路については、

どうしていくか悩んでいます。でも、人間関係に

自信を持てたことで自分の進路選択の可能性が広

がったと感じる中でのことなので、どんな結論を

出すにしても、人の役に立ちたいという自分の気

持ちの原点を大切にして納得のいく進路を実現し

たいと思っています。

★ 大学を一般受験する
ための学力はどんな
場面で身につけまし
たか。

☆ 受験には英語は必ず

必要ですが、中学校

時代はとても苦手で

した。しかし、高校

１年生のときに英語

の先生が基礎からやり直すと同時に、受験に必要な

単語数を覚えることをきちんと要求してくれたこ

と、スピーチコンテストに出場する機会をつくって

くれたことで自分の英語力に自信がつき、受験に際

しても大きな力になりました。毎週多くの量の単語

を暗記する宿題はきつかったのですが、先生との信

頼関係があったからこそ、こなして行けたと思って

います。いま大学でも英語の授業は苦労しないで出

来ています。

★ 大学受験にのぞむ上で苦しかったことはどんなこ
とですか？

☆ もちろん、生徒会活動と受験勉強の両立は苦労しま

したし、日本史はやはり高校の授業だけではカバー

できず、予備校にも通いました。やはり自分の中で

目標がしっかり持てていたからこそ地道な受験勉

強を頑張れた原因だと思っています。

Q 2
　普通科のキャリア教育の特徴は何ですか？

Ａ 2
　旭丘高校では、キャリアと進路の課題にかかわって、それぞれの学年に〈参加・自治・学び〉の活動に関わる主要なテーマを設定しています。 1年次には交わりの力を培います。高校生活の課題をとらえ、共同する力をはぐくみます。 2年次には、平和・人権・環境など社会の問題に視野を広げていきます。ナガサキ修学旅行を節目に平和と人権の人類史的価値を学び、社会的な課題を自らの生きる課題と結んで学びと活動の場を広げます。

3年次に自分の生き方とともに具体的な進路をとらえるようにします。次世代を担い未来社会の創造に参加する「大きな進路」と具体的な自分の進学先や職業を選択する「小さな進路」を一つにしてつかむようにしていきます。　このようにホームルームと学年の集団的な活動を土台とした 3年間の総合学習を通して将来設計能力を高めるとともに各教科の学習を通して科学的な認識と職業・労働の基礎となる知識・技術・技能を身につけ、具体的な進路を拓く力を形成しています。

Q 3
　将来進学を考えていますが、旭丘高校の普通科
では学力の回復・定着・発展と進学指導・進路指
導をどのように図っていますか？

Ａ 3
　進学に必要な学力を形成するためには、一定量
の知識や技能の習得は不可欠です。本校ではその
ためのカリキュラムを組んで進学指導をしていま
すが、進路実現とキャリア・デザイン、生きる力
につながる発展的な学力を形成するためには、学
力というものについての見方・考え方をさらに
もっと深くとらえる必要があると考えています。
　本校では、「言語の力」と「数量を認識する力」
が学力を形成する大きな土台となっているととら
え、2014年度より普通科全クラスの 1 年次に「言
語」と「数量」の授業を導入します。「言語」の
授業では、言語の力が他者との「交わり」を通し
て豊かに形成されていくという、これまでの発達
研究や実践検証から得た知見をふまえ、共同学習
や共同活動を採り入れ、自己表現や他者理解と結
んだ授業づくりを進めます。「数量」の分野では、
乗法や除法等の演算の意味を高校生という発達段

階であらためて深く理解することが高校数学での
微積分の本質の理解に進んでいくといった、基礎
の理解が認識の次の発展・飛躍へとつながるよう
なカリキュラムづくりを探究していきます。
　また、学力の中心は認識の能力ですが、それは、
身体能力や感応・表現能力、労働能力や社会的能
力と関連しながら形成され、発展していくものと
とらえています　その視点から、学びを支えるか
らだ（身体）の形成を大切にしています。また、
ホームルームや生徒会の集団的な活動、地域での
体験的な学習等を通して、他者や現実の生活、社
会とかかわり、その中から学ぶ課題や学ぶ目的を
見出すとともに、学ぶ意欲を持った「学びの主体」
づくりを重視しています。
　このように学力の土台を耕すことと結びつけ
て、各教科での学習を深めるとともに、 2 年次・
3 年次には「進学・進路選択講座」を活用して生
徒一人ひとりが進学の目的にそった学習が出来る
ようにして
います。

旭丘高校普通科
の教育課程

Ｈさん
2010年度普通科卒業　
現在鎌倉女子大学家政学部家政保健学科 3年生

Ｓくん
2011年度総合学科大学進学クラス卒業生
東海大学文学部広報メディア学科 2年生

卒業生からのメッセージ 卒業生からのメッセージ

在校生からのメッセージ

Q&A

　旭丘高校には、中学校時代に不登校だった生徒たちの再スタートを
支援するベーシッククラスがあります。こんな特徴を持ったクラスです。

●30人以下学級の少人数編成（通常学級40人）。
●全日制高等学校の通常のカリキュラムを学びます。
● 不登校生徒の発達の求めにこたえる次の3つの柱を重視し、それぞれ
に対応した学校設定科目を配置したカリ
キュラムを編成しています。
①基礎的な学力の回復
②交わりと自立、社会性の獲得
③進路を拓くキャリア教育

● ホームルーム活動を基礎とし、通常のクラスと同様に委員会やクラ
ブ活動、生徒会活動、地域活動などに参加します。
●学校教育カウンセラーが配置されています。

※ ベーシッククラスのカリキュラムの詳細については、学校案内P.13
～14をご覧ください。
※ 中学校時代不登校の生徒で入学時から一般クラスで高校生活を過ご
す「不登校生徒特別推薦枠」での受験もできます。
※ 「ベーシッククラス」と「不登校生徒特別推薦枠」について詳しく
知りたい方は、毎回の体験入学セミナーで特設説明・相談会を開い
ていますので気軽にご参加ください。

Q 3
　総合学

科の生徒
が主に学

校生活を
過ごす第

2 校地（久
野・荻窪

キャンパ
ス）って

どんな

ところで
すか？

Ａ 3 　
　久野・

荻窪キャ
ンパスは

、「里山の
自然との

共生」を
テーマに

整備され
た広大な

校地です
。

緑に囲ま
れ眼下に

相模湾を
眺望する

落ち着い

た学習環
境の中央

センター
、のびの

びと体育

や部活動
ができる

総合グラ
ウンド・

体育館・

テニスコ
ート、里

山の自然
環境を生

かした総

合学習（
森林学習

や労作・
農作・工

作・陶芸
等）

の拠点と
なる総合

実習棟、食
農教育（共

同炊事・

共同食事
）のため

の学校農
園と共同

厨房・共

同食堂な
どユニー

クな施設
・設備が

充実して

います。

　通学に
は、毎朝

8 時30分
～40分の

間に小田

原駅西口
からスク

ールバス
が運行さ

れます。

スクール
バスはホ

ームルー
ムごとに

配車され
、

各ホーム
ルームの

リーダー
機関であ

る班長会

の指導の
もとに整

列や乗車
点検を行

い、自治

の力で日
々安全・安

心の運営
がなされ

ています
。

ホームルーム活動で

　　　　仲間とかかわり、

考え方を深めて進路をつかみました

　私は中学校１年生の６月から不登

校となり学校に行けませんでした。

当時の自分は、同級生や近所のおと

ななど他人の視線が怖くてずっと家

にこもっていましたが、中学校３年

生の担任の先生が「今の君でいいん

だよ」と自分を認めてくれたことで

一歩を踏み出し、旭丘高校の体験入

学で「ここでなら再出発ができそう

だ」と感じて入学しました。

　学校生活が軌道に乗ると周りに目

が向き、自分でもクラスのために何

か力になれると感じられたことで班

長に立候補し、その後、学年委員、

生徒会総務と自分の活動の場を広げ

ていくことができました。

　そして、今度は自分自身が困難を

抱える仲間とかかわるようになりま

した。その中で、あらためて、人は

それぞれ異なった状況の中でさまざ

まな感じ方・考え方をしていること

に気づき、その仲間の声を良く聞き、

その相手の状態に合った働きかけを

していかなければならないというこ

とを考えるようになりました。実際

に自分たちの働きかけを通して仲間

が変わっていく姿に触れて、さらに

大学で人間のことについて学んでい

きたいと、進路の目標を定め、指定

校推薦で和光大学人間科学部心理教

育学科の内定をもらっています

総合学科 3年　Ｙくん
和光大学人間科学部
心理教育学科進学予定

Q 1
　総合学科ってど

んな学科なのです
か？

Ａ 1 　
　高等学校には、「

普通科」と商業・
工業・農業など

の「専門学科」が
ありますが、「総合

学科」は普通科

と専門学科それぞ
れの長所を取り入

れた「第 3 の学

科」と呼ばれてい
ます。幅広い選択

科目の中から生

徒が自分で科目を
選択し学ぶことが

可能であり、生

徒の個性を生かし
た主体的な学習や

、将来の職業選

択を視野に入れた
自己の進路への自

覚を深めさせる

学習を重視してい
ます。（総合選択・

自由選択）

　幅広く開設した
普通科目・専門科

目の中から、自

分の個性と進路に
応じた選択と学習

をすることが出

来ます。 3 つの学
科の中では総合学

科は普通科・専

門学科と比べ、高
校生の満足度が最

も高いとのアン

ケート結果が出て
います。神奈川県

内で総合学科を

持つ私立高校は旭
丘高校だけです。

Q&A
Q2
　旭丘高校総合学科のカリキュラムの特徴は何ですか？

Ａ 2 　
　特徴の一つは単位制の学科で大学進学クラスと進路探求クラス、不登校生徒対象のベーシッククラスがあることです。二つ目は、進路を拓くキャリア学習と、それを支えるホームルーム活動が最大の特徴です。まず、 1年次の原則履修科目「産業社会と人間」では、現代社会を知り、将来の進路や職業について学びを深め、総合学科での自分の学習プランをつくります。　 2・ 3 年次の総合選択科目・自由選択科目では、一人ひとりの個性と進路に合わせて各分野での学びを深めます。そして 3年次には課題研究（インターンシップ）で、実際に働く体験を通して職業観・労働観を

培い、卒業後の自分の進路選択を確かなものにします。
　総合学科では、こうした柔軟で幅広い学びを深めるとともに、本校独自のホームルーム活動・学年単位の総合学習・総合技術教育（工業系）や多彩な選択科目の学習を通じて、キャリア形成・進路実現の基礎となる次のような力を育成します。◆ 他者を理解し、コミュニケーションをとるとともに、リーダーシップやフォロアーシップを発揮して集団を形成する力。◆ 自己を理解し、コントロールするとともに、主体的な行動を通して自己の能力を集団や社会の中で生かしていく力。◆ 情勢・状況を分析し、課題を見出し、課題解決に向けた方針を立てるとともに、その遂行にむけて点検・評価し改善を図る力。

◆ 生涯にわたって学び、働くことの意味や価値を見出し、将来設計と進路選択・行動選択を行い、自らを高めていく力。

旭丘高校総合学科
の教育課程

総合学科進学クラス

総合学科進路探求クラス

Ｍｅｓｓａｇｅ Ｍｅｓｓａｇｅ



体験入学セミナー参加者の声から

　私は高校卒業後に大学進学をしたいという希望を持っていますが、まだいま一つ自分に自信が持てないでいました。でも、旭丘の体験入学で先輩たちの話を聞き、様々な体験や学びを通して目標を見つけ、一般受験とともに推薦入試やAO入試を活用して多様な
コースに進学をしてい
ることを知り、将来の
進路実現に向けた高校
生活のイメージが持て
ました。ここでなら夢
が実現できそうだと
感じました。

ここでなら夢が実現できそう

高校生活と学びでつかんだ

ボクたちの進路
　　  夢への航路

VOICE 1

VOICE 2

広く知識や関心を
　　深めてくれた高校生活

仕事にしっかり向かう
姿勢を、教えてくれた先生

■教師としての仕事にやりがいを感じる時は？

　県内の県立高校の総合学科で情報を担当する教師をしています

が、やり甲斐があるなぁと感じるのは、カリキュラムと授業を通し

て展開される学習活動の中で生徒の変化が現れたとき、つまり生徒

が何とも言えない良い顔を見せてくれたときです。それは、授業の

内容が「わかった」・「できた」というときだけでなく、「わかろう」・

「できるようになろう」として頑張っているときの姿に共鳴します。

自分が生徒たちに一番身につけてほしいのは、これから生涯学び続

ける力なので、授業等の教育活動の中で、物事に対する関心や問題

意識を育てていきたいと思っています。

　いま校務分掌ではカリキュラム編成・時間割編成の任を負ってい

ますが、こうした生徒の変化に触れると、その苦労が報われた気が

し、大変な仕事でも頑張ろうという気持ちになります。

■教員になろうと思ったきっかけはどんなことですか？

　学ぶ楽しさを知った時、この感動を伝えたいと思ったのが、教師

になろうと考えた一番のきっかけと理由です。その原体験の一つに、

自分たちで学ぶテーマを決めて学んだ学習の体験があります。今か

ら思うと、そこには私たちを学ぶ主体にしようとする先生の働きか

けがありました。学ぶって何か、学校とは何かということの意味を、

自分の中で捉えなおす大きなきっかけになりました。

　また、パソコンの授業を多く選択できたので、そのシステムに興

味を持ち、大学の情報科学科に進学。情報と数学の２つの教員免許

を取得し、いま情報科の教員として教壇に立っています。

■ 旭丘高校での学校生活は、今の自分にどう生かされていますか？

　いろいろなタイプの仲間と交わったことが、教師としての今の自

分の中に生きています。たとえば、発達上の課題を抱えた人は高校

にもいましたし、いま勤務している学校にもいます。そういう人に

も素直にかかわれるのは、旭丘高校での日常のホームルーム活動や

学校行事・授業などを通して社会にはさまざまな人が生活している

と知り、人に対する見方・考え方を広く深く考え、理解することが

できるようになったからだと思います。

　さまざまな分野に進む生徒たちを指導していくうえで、広い分野

の物事に関心や知識を持っていて生徒の進路への関心を受けとめた

り、アドバイスする必要があると思うので、旭丘高校の総合学科の

教育で広げてもらった視野を持ち続けたいと考えています。

■看護師の仕事に手応えを感じるときは？

　私の務めている病院の患者さんは、高齢の人たちが多いのです

が、患者さんが自分の名前を覚えてくれたときや、患者さんに感

謝されたり、頼りにされていると実感できるときが一番うれしい

です。看護師のチームワークが良いので恵まれていますが、やは

り、生命を預かっている責任の重さは、いつも気持ちの底にズッ

シリと感じています。

■進路選択の決め手は何でしたか？

　看護師は小さいころからの漠然とした夢でしたが、高校のとき

自分が肝炎で病院に入院したことがきっかけで看護の職業に就く

意思を固めました。最初は住み込みで準看護師の資格をとろうか

と考えていたのですが、担任の先生から「自分の夢に向うなら、

高い目標を持ちなさい」と激励されて看護学校の受験に挑戦し、

いまの自分があります。旭丘の友だちには、家族が障害を抱えた

ことと向き合うなかで福祉の仕事を選んだ人がかなりいます。友

だちとの交わりや学びを通して自分の生活の中での一見マイナス

の体験をむしろバネにして積極的な進路選択というプラスの方向

に変えていく人が多いように思います。

■いまの自分につながる高校生活がありましたか？

　仕事に前向きないまの自分をつくる上では、高校のホームルー

ム担任の先生から学んだことが多いと感じます。高校時代はけっ

こう先生に反発などもしていたのですが、担任の先生はいつもク

ラスの教室をきれいにしていて、私たちにもホームルームの一人

ひとりを大切にすることを要求してくれ

ました。そうい

う担任の先生の

日常の姿勢を見

るなかで、私自

身が働くことへの

真剣さを感じ、学

びとってきたと思

います。

【公立高校の専任教員として教壇に立つＫくん】
2007年度卒業。神奈川大学理学部情報科学科を卒
業後、神奈川県内の県立高校（総合学科）専任教員

【総合病院に看護師として勤務するＳさん】
2006年度卒業。看護学校を卒業後、小田原市内の
総合病院に勤務

旭丘高校を卒業して、教育・福祉・医療の
　　　　　分野で活躍している先輩たちが語る

　高校生活で見つけたもの

VOICE 4

VOICE 3
旭丘で培った、すべての
人を大切にする気持ち

進路を確実にしてくれた
高校での学び

■いまどんな子どもたちと触れ合っているのですか？

　私は大学のときに教職を目指すことを決意したのですが、卒業

後はだいぶまわり道をし、この秋から特別支援学校の中学部で臨

任教員として務めています。私が受け持っている生徒たちは、重

い知的障害を持っていて、たとえば言語の力は、言葉を獲得しは

じめた２歳児と同じくらいの程度です。給食の介助のときなど、

意思の疎通を図るのがとても大変ですが、生徒たちとうまくコ

ミュニケーションがとれたときはうれしいし、生徒は可愛いです。

■障害児の教育には大変な困難があると思いますが？

　いまの仕事は、生徒たちが朝８時３０分にスクールバスで登校し

てから午後３時に下校するまで、休憩なくずっと付き添っていな

ければならないので、身体の面では毎日クタクタです。でも、気

持ちのうえではとても元気な自分がいます。それは、重い障害を

持ち、言葉もなかなか出ない生徒たちであっても、気持ちの小さ

な変化を見つけることができるし、日々の仕事の手応えを感じら

れるからだと思います。そういう自分でいられるのは、高校時代

にホームルームの仲間や生徒会の活動に参加した友だちとたくさ

んかかわり、否定的に見える仲間の行動の裏にある願いや、小さ

くても変わろう、伸びようとする肯定的な面を見つけるという視

点を身につけることができたからだと思っています。

　旭丘高校を卒業した友だちには福祉の分野で働いている人が多

く、いろいろ困難にぶつかってもみんなやめないでがんばってい

ます。やはり、すべての人の人権を大切にする姿勢や、人や社会

のために役に立つ生き方をしたいという

思いなど、旭丘

高校で培

われたも

のをみん

な が 持 っ

ているから

ではないか

と思います。

■ 仕事のやりがいはどんなど
きに感じますか？

　私は老人福祉施設の介護職員

をしています。介護の仕事は、

ただ面倒を見てあげるという姿勢では成り立ちませ

ん。利用者さんが私たちに身体一つさわらせるにも、そこには私

たちへの信頼を持ってもらわなければ成り立ちません。また、利

用者さんの人柄や生きる願いやその人の歴史や今の生活を知らな

ければ、その人を自立させるようなサポートは出来ないと思いま

す。そうした意味でも、利用者さんと信頼関係が築けて人間とし

ての深い関わりが出来たなと感じられるときが一番やり甲斐を覚

えます。

■進路はどのようにして決めましたか？

　中学校時代、将来福祉の仕事をしたいと思っていたことから、

福祉の科目を選択出来る旭丘高校総合学科に進学を決めました。

とても印象に残っているのが１年生の「産業社会と人間」で受け

た「バリアフリー」の授業です。自分が車椅子に乗ってまちへ出

たり電車に乗ったりと疑似体験をしました。駅の階段を他の人に

車椅子を持ってもらって上がるときの不安な思いを実感したり、

駅の障害者用トイレにカギがかかっていたりと、体験学習を通し

て障害を持った人たちの気持ちがよく分かりました。また、車椅

子で移動するとちょっとした段差でも苦労し、障害者の人たちが

いかに暮らしにくいかも知り、障害者の方の視点で地域や社会を

見る視点を学ぶとともに、障害者の権利を保障する法律のことに

も視野が広がるなかで、福祉への関心がぐっと高まりました。

■旭丘の福祉分野の授業で印象に残っているものは？

　やはり高校のとき地域の福祉施設で毎週１日かけて働く体験を

した「課題研究」（インターンシップ）です。福祉とはただ何か

をしてあげるもの、与えるものではなく、相手の気持ちを大切に

し、相手からも学ぶ、言ってみれば共に生きていくようなものだ

とわかりました。そして、そうした実感が、総合選択科目の福祉

の授業とも結びつきました。そこでは、ただ福祉の技術を知るの

ではなく、人権を大切にするという福祉の最も大切な原点を教え

てもらいました。だからこそ、いま、日々の忙しさの中でも利用

者さんを人として大切にしようとする自分でいられるのだと思い

ます。

【特別支援学校で障害児の教育に携わるＩさん】
1998年度卒業。佛教大学社会学部卒業後、
公立の特別支援学校で臨任教員として勤務

【介護職員として高齢者のケアをするＹさん】
2004年度卒業。東京福祉専門学校医療福祉学科卒業
後、福祉施設介護職員

※ 総合学科には「大学進学クラス」「進路探求クラス」「不登校生ベーシッ
ククラス」があります。
※ 総合学科進学クラスには大学進学者を対象にした「特待生制度」があり
ます。詳細は中学校におたずねください。
※ 普通科にも「不登校生ベーシッククラス」があります。なお、不登校生
徒のうち入学後、通常の一般クラスで高校生活を送ることを希望する方
は、「不登校生特別推薦枠」での入試制度も活用することができます。

533名（推薦266名、一般267名）

普通科（男女）270名、総合学科（男女）263名

2014（平成26）年度生

募集定員

募集学科

生徒募集！

いつでも、何でも相談できます「入試相談室」
　小田原駅から徒歩５分の城内キャンパス（第１校地）
に、入試相談室が開設されています。旭丘高校の学習
や学校生活、入試などについて相談し、アドバイスを
受けることができます。
❖旭丘高校の学校生活－ビデオ上映
❖旭丘高校の入試情報
❖一人ひとりに合った高校生活プラン相談
 お問い合わせ TEL：0465‒24‒2227（副校長・岡部）

体験入学セミナー・学校説明・相談会

文化祭

【第６回】11月９日土　【第７回】11月30日土
【第８回】12月７日土　【第９回】12月14日土
【第10回】１月11日土

【日時】11月16日土　午前10時～午後２時
※ 自由見学できます。入試相談コーナーも開きますので、お気軽
にご相談ください。

学校法人 新名学園 旭丘高等学校

2013（平成25）年度

旭丘高校
スクールレポート

学園創立111年

キミの未来を創る
キャリア教育
進路・進学教育
－教育・医療・福祉の現場で働く卒業生にインタビュー－
－多様な進路・進学を拓く在校生のカリキュラム紹介－

－旭丘の教育課程－

1 日「高校生活体験」であなたの“未来予想図”を描いてみませんか。
ぜひ、旭丘高校の体験入学セミナーにご参加ください。
▶在校生や保護者、先生たちの生の声が聞けます
▶一人ひとりの思いに応えるていねいなガイダンスを受けられます

　右上に記載したの日程で、体験入学セミナー・学校説明・相談会を開催しています。旭丘高
校の先生たちが開講し在校生も参加するユニークなセミナーを受講し、教師・保護者・生徒の
手による全体説明会に参加したあと、みなさんの居住する地区ごとに丁寧な個別相談の場があ
ります。また、随時入試センターでの説明・相談も受け付けていますので、ぜひ一度旭丘高校
に来て、旭丘高校のことを自分の目で見て肌で感じてください。

●第１校地　小田原駅から徒歩５分
　〒250‒0014　神奈川県小田原市城内１番13号
　TEL：0465‒24‒2227（代）
　FAX：0465‒22‒0216

●第２校地　小田原駅からスクールバス15分
　〒250‒0042　神奈川県小田原市荻窪1980
　TEL：0465‒21‒0660（代）
　FAX：0465‒21‒0680

http://www.niina-gakuen.jp

学校法人 新名学園

旭丘高等学校

　私立高校に通う生徒に対しては、国の就学支援金制度や神奈川
県の学費補助制度、そして様々な奨学金や福祉資金の制度があり
まる。これらを活用することによって、授業料負担が大きく軽減
されます。（年収約250万円以下は授業料負担なし、年収500万円ま
で半分以下の負担等）
　詳しくは学校案内Ｐ．19～20をご参照ください。また、毎回の体
験入学での説明とともに随時入試センターでの説明・相談を受け
付けています。

学費の問題で不安を抱えている方へ

　全体会で校長先生、生徒のみなさん、

保護者の方たちの話がそれぞれ響き合っ

て、一体となって学校づくりをしている

様子が伝わって来ました。こんな支え合

いの中で高校生活が過ごせるのは良い

なぁと感じました。自分の子どもにもこ

の学校で自分らしい居場所と活動の場を

見つけてほしいと思います。

生徒・保護者・
先生の

一体となった学
校づくりを実感


