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● 大学や短大への進学を目標に３年間の高校生活を過ごすた
めのクラス。

● ホーム・ルーム活動や授業、学校・社会に参加する活動を
通して学びと進路への課題意識を深め、上級学校で学びた
い分野（専攻分野）を見いだすことで、目的を持って受験・
進学への準備を進めます。

● 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。

※ 総合学科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。

● 学力の基礎となる一般教科・普通科目群を土台に、
進学や将来の職業と関わる多様で多彩な選択科目
を選んで履修。

● 一人ひとりが自分の関心と進路に合わせた独自の
時間割（学習計画）を作成し、自分さがしと進路
への学びを深めます。

● １年次「産業社会と人間」（原則履修科目）や３年
次「課題研究」（インターンシップ）を中心に職業観・
労働観を培い、進路への目標と、それにかかわる学
びの課題を見出します。

総合学科大学進学クラス

総合学科進路探求クラス
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■�「総合技術Ⅰ・Ⅱ」は現代社会の技術の基礎を学ぶ本校独自のユニークな教科目です。

CURRICULUM
学科・コースの教育課程

ここで私は夢を見つける
仲間と私の学びを創る

　旭丘高校の３年間でたくさんの学校参加・社会参加の場面を与えても
らったことが、自分を大きく成長させてくれました。特に、生徒会長として
私学の高学費問題に取り組む全国の高校生との交流を通してものの見方・
考え方を広げ、深められたこと、史跡と学校・まちづくりの問題で、学園
の代表と小田原市長さんとの懇談に参加し自分たちの意見表明にきちんと
答えていただいたことなど、他校ではできない、かけがえのない体験でした。
　こうした活動の中で、自分自身が新聞の取材を受けたこ
とで報道に関心を持ち、人びとの願いを正確に伝えられる
記者になりたいと思うようになりました。確かな進路の目
標を見いだすことで専攻の学科が決まり、大学受験の勉強
にも意欲がわき、一般受験をクリアすることができたので、
これからも自分の夢に向かって歩いていきたいと思います。
（２０１１年度総合学科卒業生　真田悟司くん
＝東海大学文学部広報メディア学科１年生）

　もともと子どもが好きで保育の仕事をしたかった私は、保育や福祉の授
業を選択できる総合学科へ入学を決めました。何をやっても自分はダメだ
と感じていた以前の私でしたが、高校に入って人と交わり、学ぶ楽しさや

課題を見いだし課題を解決する力がついたという実感を持てたこと
で少しずつ自信を回復してきました。なかでも、職業人の１日に密
着したドキュメンタリーなどを見て、みんなで感想を出し合い討
論する「産業社会と人間」の授業が好きでした。保育士の仕事内
容についてもこの授業で深く知り、あらためて魅力を感じました。
　そして３年次に鴨宮愛児園を体験先としたインターンシップで、
子どもの気持ちと育ちをしっかりつかんで接する保育士さんの姿
と出会い、「ただ好きなだけではダメ、もっとしっかり子どものこ
とを学びたい」と短大進学への決意を新たにすることができました。
（２０１１年度総合学科卒業生　長岡千紗さん
＝鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科１年生）
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卒業生からのメッセージ

卒業生からのメッセージ

大学への進学をめざし、
　　学ぶ目的を見つけ知の力を培う

自分だけの時間割で
　　　学び・進路を見出す



　中学生の皆さんはいま、「第二の人間の誕
生」と呼ばれる、ヒトが人なる時、人間の発
達にとって極めて重要な節目となる時－青年
期の入り口に立っています。「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、社会的精神的自立－人間としての自己の
確立を成しとげていきます。この青年期に必
要な学びの課題は、「三つの『せい』」という
言葉で表すことの出来る問題であると思いま
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」の確立です。
　本校では、こうした青年期の自立と学びの

「第二の誕生」と旭丘高校の教育課程

● 知を育てる一般教科・普通科目群を中心に学
ぶ学科。

● ホーム・ルームを土台とした共同の力で学び
と進路を支えます。

● 仲間とかかわり、自己を表現し対話する交わ
りの活動が学ぶ力の土台をつくります。

● ２・３年次の「進学・進路選択講座」で現代
社会を生きる力と進路を拓く力を培います。

● 学び直し
　―３つの柱を重視した全日制高校の教育課程を履修します。
　○基礎的な学力の回復（学び直し）
　○交わりと自立（交わりと社会性）
　○進路を拓く（キャリア教育）

　● 仲間と共に育つ
　 ―ベーシッククラスとして学級集団を形成し、ホーム・ルーム

活動や生徒会活動、クラブ活動、学校行事、地域活動に参加す
る中で他者や集団との関係をつくり直しながら成長・発達を図
ります。

● 支援のネットワーク
　 ―生徒たちを支える教師と保護者、保護者同士のネットワーク

を大切にします。カウンセラーによる相談体制もあります。
● 不登校状態を克服し、２年次より一般クラスへ移行することを

目指します。

※ ベーシッククラスについての詳細は、「旭丘高校教育通信第２
号」で特集をしていますので、そちらをご参照ください。

普通科一般クラス

ベーシッククラス（普通科・総合学科）

大学での学びの土台となる広い基礎教養を身につけ進路実現を図りたいCさんのカリキュラム
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新名学園　
旭丘高等学校　
学校長　

水野　浩

課題に応えるべく、「成長」と「発達」の課
題を、皆さんが生きる現実の生活や社会のな
かでとらえ「生活と教育とを結合させる」視
点で教育課程が編成され、普通科と総合学科
の両課程ともさまざまな青年期教育のカリ
キュラムが配置されています。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。

　高校に入って、それまで学校という場が嫌いだった自分が、学校大好き
人間へと１８０°変わりました。入学してすぐ、偶然もあって班長を引き受け、
その後生徒会長になったことで、自分の活動する場ができたことが大き
かったと思います。
　今年６月、教育実習で旭丘に来させていただきました。高校の時の授
業で、一粒のコーヒー豆が生産され輸入されるプロセスから現代の世界

（国際関係）を見たり、賃金が決まる仕組みを学んだことなどが印象に
残っていたので、自分も、知識を与えるだけでなく、物事の仕組みや背
景を考えさせる授業をしたいと研究授業に挑戦しました。
　担当したベーシッククラスの後輩たちが自分と同じように学校生活
に居場所を見つけ、自分を変えたいと生き生き学び活動している姿と
触れ合い、あらためてエネルギーをもらいました。
（２００８年度普通科卒業生　熊澤悠記くん
＝神奈川工科大学創造工学部ホームエレクトロニクス開発学科４年生）

Message 卒業生からのメッセージ

学びと生活の共同を通して
　　　　　　自立と社会性を育む

不登校生徒のみなさんの
　　　新たなスタートを支援
 — 学力・生活力・進路力を培います



❖�総合学科には大学進学クラスと進路探求クラスがあります。
❖�総合学科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。
❖�不登校生徒の学びと成長を支援する文部科学省の認可を受
けた特別教育課程実施指定校です。
※�普通科・総合学科ともに、不登校生徒の再チャレンジをサ
ポートする入試制度（不登校生徒を対象とした「ベーシッ
ククラス」と一般クラスへの特別推薦枠）があります。毎

回の体験入学でセミナーと並行してベーシックク
ラスの授業や学校生活を紹介する『特設説明・相
談会』を開設しています。

普通科（男女）２４０名　総合学科（男女）２３３名

ベーシッククラス（普通科・総合学科、男女）６０名

２０１３（平成２５）年度生
　

●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

「ホームページ」http://www.niina-gakuen.jp/

学校法人 新名学園

旭丘高等学校

●インターンシップ
　 ―就業体験学習

●キャリア教育
　 ―３年間を通して展開される総合学習

●食と農の教育
　 ―農業体験・共同炊事・共同食事

　総合学科３年次には、週１回１日の日程で地域の
福祉施設や保育園・幼稚園・事業所・商店・企業な
どで就業体験を通して学ぶ「課題研究」（インターン
シップ）の授業があります。学校の中では得られない、
地域に生きるさまざまな方々からの貴重な指導とア
ドバイスを受けることができます。働くことの困難
さと喜びに触れ、職業人としての社会的責任と専門
性への自覚を深め、進路に向けて自ら学ぶ課題を見
出し、卒業後の進路選択を確かなものにしていきます。

　旭丘高校では、１年次に交わりの力を培い（高校生の課題は何
かを学ぶ）、２年次に平和・人権・環境など社会の問題に視野を
広げ（ナガサキ修学旅行で平和と集団生活の意味、生き方を学
ぶ）、３年次に自分の生き方と具体的な進路を結ぶ（大きな進路
と小さな進路を一つにした将来設計づくりを学ぶ）、高校生の発
達課題の実現をサポートするホーム・ルームと学年の活動を土
台とした総合学習のカリキュラムが準備されています。

　農業実習体験と共同炊事・共同食
事を一体的に行う学習。（１つのホー
ム・ルームが３ホーム・ルーム約１２０
人分の食事をつくって会食する）「栽
培・収穫・加工・調理・食事」のプ
ロセスを学ぶ「食農教育」。進路と
職業の基礎となる命の根源をみんな
で学ぶことが出来る。旭丘高校にし
かないユニークな体験授業です。

男女共学募集学科
生徒募集！

ANNIVERSARY

　学園創立１１０周
年

―地域と歩み、未来
を創る

　　旭丘高校の魅力
と特徴 ❶

いつでも、何でも相談できる「入試相談室」もあります！
　土曜日に行なわれる体験入学セミナーの他に、小田原
駅から徒歩５分の城内キャンパスに「入試相談室」を常
時開設しています。お気軽にご利用ください。

サマーセミナー・学校説明会

体験入学セミナー・学校説明・相談会

文化祭―見学と相談会―

第２校地見学・総合学科説明会

【第１回】７月２8日土　【第２回】８月２5日土

【第３回】９月２9日土　【第４回】１０月２7日土
【第５回】１１月１０日土　【第６回】１１月２4日土
【第７回】１２月１日土　【第８回】１２月８日土
【第９回】１月１２日土

【日時】１１月１7日土　午前１０時〜午後３時
※自由に見学できます。入試相談コーナーもあります。

【日時】１０月１4日日　午前９時〜１２時


