
高等学校教育の改革に関する推進状況について

特色ある取組をしている学校（都道府県教委等が選出）

北海道 H24 浦河高校 全

・人文科学系列：社会教養、実用国
　語
・自然科学系列：環境科学、生活の
　数学
・情報・ビジネス系列：文書デザイ
　ン、マルチメディア表現
・健康・生活系列：生涯スポーツ、
　発達と保育
・地域・文化系列：素描、演奏研究

［設置の経緯］
・普通高校と商業高校を再編し、総合学科
　高校として設置
［教育課程の特色等］
・基礎・基本の確実な定着を目指し、少人
　数指導や習熟の程度に応じた指導など、
　個に応じた、きめ細かな学習指導の実施
・地域の自然環境や人材などの教育資源を
　生かし、自然体験活動、社会体験活動、
　ボランティア活動など、豊かな人間性、
　自己表現力やコミュニケーション能力を
　高める体験的な教育活動の実施
・商業科目等の選択科目の充実を図り、多
　彩な資格取得を目指す教育活動の実施

青森県 H8 七戸高校 全

・人文科学系列：現代文、国語表現
　Ⅰ、倫理、英語Ⅱ、発達と保育、
　服飾文化、家庭看護・福祉など
・自然科学系列：数学Ⅲ、物理、化
　学、生物、ライテイングなど
・情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ系列：会計、原価計
　算、簿記実務、文書デザイン・ビ
　ジネスマナー実践など
・食品科学系列：食品化学、食品製
　造、生物活用、アルコール発酵な
　ど
・福祉健康系列：生活支援技術、社
　会福祉基礎、介護福祉基礎、介護
　実習など

・総合的学習の時間は「自主研究Ⅰ・Ⅱ」
　と称し、進路決定に関わるテーマ・
　課題に取り組み、発表会を実施し、成果
　を地域に発信している
・福祉健康系列ではH21年度からは特例校
　の認定を受けており、介護福祉士国家試
　験受験資格取得を目指し、卒業後の実務
　経験期間中に、学科試験対応の講習会等
　を実施している
・小中学校学習支援ボランティア、老人施
　設・保育園等でのボランティア、農場で
　のサツマイモ栽培を通した保育園・小学
　校との交流、七戸町秋祭りに全校参加す
　るなど、地域との連携を積極的に図って
　いる
・食品科学系列の加工品（ジャム）の製造
　・販売など、校外での活動・実習を積極
　的に行っている

岩手県 H16 一関第二高校 全

・人文系列：現代文、リーディング
　など
・自然系列：数学Ⅲ、物理Ⅱなど
・環境・ビジネス系列：簿記、ビジ
　ネス情報、フードデザイン、農業
　機械など
・福祉系列：社会福祉基礎、生活支
　援技術など

・一関農業高校との統合により総合学科に
　再編整備
・個々に応じた、きめ細やかな学習指導と
　進路指導により、一人ひとりの進路実現
　を支援
・進学希望者への対応を強化し、「進学型
　総合学科」を目指す
・福祉系列では介護福祉士国家試験受験資
　格取得が可能(9ヶ月の実務経験後〉

宮城県 H11 本吉響高校 全

・進学共用系列：古典講読，国語表
　現Ⅰ、英語Ⅱ、ライティング、数
　学Ｂなど
・産業情報系列：簿記、工業数学基
　礎、製図、情報処理、ビジネス基
　礎、商業技術、生産システム技術
　など
・人間環境系列：農業科学基礎、被
　服製作、フードデザイン、生物活
　用、栽培環境、環境と衣食住、自
　然観察など
・生活表現系列：美術Ⅱ・Ⅲ、工芸
　Ⅰ・Ⅱ、素描、器楽演奏、音楽理
　論、作曲、ソルフェージュなど

・基礎学力の定着を目指し、国数英の基礎
　力を養う「ＳＳタイム」や「学び直
　し」、「少人数指導」を行っている
・環境教育と情報教育の2本柱を特色とす
　る
・人間環境系列には、「環境と衣食住」や
 「栽培環境」、「自然観察」などの独自の
　学校設定科目がある
・全生徒が音楽と美術の両方を必修とし、
　さらに「器楽演奏」や「工芸」を選択で
　きるなど、芸術表現による情操教育に力
　を入れている
・音響ＰＣ室では、パソコンを使って作曲
　ができる設備を有している

秋田県 H10 能代西高校 全

・生物資源系列：農業科学基礎など
・ビジネス系列：ビジネス基礎など
・情報科学系列：工業技術基礎など
・生活福祉系列：社会福祉基礎など

・系列を超えて学ぶ多様な自由選択科目の
　開設
・ドリームプランやチャレンジショップ活
　動
・情報選択・活用能力、プレゼンテーショ
　ン技術の育成に力を入れる「課題研究」
　の設定
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山形県 H10 鶴岡中央高校 全

・国際交流：異文化理解、時事英
　語、中国語
・情報科学：ＯＡ実習、マーケティ
　ング、原価計算
・美術・デザイン：絵画演習、立体
　造形、デザイン演習
・家政科学：被服製作、フードデザ
　イン、発達と保育
・社会福祉：社会福祉基礎、介護実
　習、こころとからだの理解　など

・3年間を見通し、一人ひとりの着実なキャ
　リア形成を進める
・慶応大先端生命科学研究所と連携、研究
　助手として最先端の研究
・アメリカワシントン州の高校と交換留学
・全国高校観光甲子園グランプリ
・地域と連携したシルクガールズプロジェ
　クト
・介護福祉士国家試験受験

福島県 H8 光南高校 全

・人文科学系列：古典講読、外国文
　化史など
・自然科学系列：数学Ⅲ、理科実験
　など
・国際教養系列：総合中国語、総合
　英語など
・人間科学系列：体育理論、被服製
　作など
・テクノアート系列：コンピュータ
　ミュージック・シンセサイザー、
　CGAなど
・情報ビジネス系列：ビジネス基
　礎、ビジネス情報演習など
・福祉介護系列：社会福祉基礎、手
　話・点字タイプなど

・7系列の内、テクノアート系列では、テク
　ノアート音楽とテクノアート美術に分か
　れ、音楽や美術に関する専門的な学習を
　通して幅広い知識、技術や能力を伸ばす
　とともに、コンピュータを活用して、音
　楽や美術に対する豊かな感性を磨く

茨城県 H16 大子清流高校 全

・人文科学系列：英語・国語・地歴
　等の文系分野
・自然科学系列：数学・理科等の理
　系分野
・農業系列：農業科学基礎や農業プ
　ロジェクト等の農業分野
・福祉系列：介護福祉基礎や介護総
　合演習等福祉分野

・国立大から短大・専門学校及び公務員・
　民間就職まで，進路希望ほぼ100％を実現
・国際理解教育のための日タイ交流の実施
・インターンシップ，キャリアガイダンス
　等の実施
・農業経営プロジェクト等におけるプレゼ
　ンの実施
・県内唯一の森林科学科を併置

栃木県 H12 足利南高校 全

・異文化コミュニケーション系列：
　フランス語、中国語
・生活デザイン系列：ニットデザイ
　ン、染色デザイン
・情報メディア系列：コンピュータ
　リテラシー
・自然科学系列：応用数学
・芸術・スポーツ系列：演劇（現代
　劇）、運動処方

・開放講座として、演劇（現代劇）、フラ
　ンス語、中国語、絵画、器楽を一般市民
　向けに実施。
・地域の伝統文化や産業について理解を深
　めることを目的に、ニットデザイン、染
　色デザインの講座を開設。

群馬県 H17 伊勢崎興陽高校 全

・いのちと緑を育む系列：植物バイ
　オテクノロジー、植物科学、グ
　リーンライフなど
・食を科学する系列：食品製造、食
　品化学、微生物基礎、製菓技術な
　ど
・食と経済を考える系列：食品流
　通、簿記、ビジネス情報など
・花と緑で環境を創る系列：草花、
　ガーデンデザイン、フラワーデザ
　インなど
・福祉と人間を学ぶ系列：社会福祉
　基礎、社会福祉援助技術、基礎介
　護など
・生活と文化を築く系列：発達と保
　育、被服製作、フードデザイン、
　児童文化など

・「食と生活」に関する学習領域を6系列設
　定
・地域の幼稚園や小学校との農業体験や保
　育を通じての交流活動を実施
・興陽フェスタ（農産物販売や系列発表）
　など、地域住民との交流事業を実施
・福祉系列では介護福祉士国家試験受験資
　格取得可能
・幼児期から高齢期に至る衣食住に関する
　実践的な学習を実施
・進路実現に向けた自由選択科目を設定
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H20 誠和福祉高校 全

・福祉系列：福祉心理、社会福祉援
　助技術、ボランティア福祉実践、
　高齢者文化など
・看護・医療福祉系列：基礎看護、
　看護基礎医学、母子看護など
・教養系列：栄養、数学探究、被服
　製作、ビジュアルデザインなど
・保育・幼児教育系列：児童文化、
　発達と保育、保育技術など

・平成20年度に2高校の統廃合により、新た
　な高校として開校
・福祉、看護、保育など幅広い福祉分野に
　対応した総合学科
・「ボランティア福祉実践」、「保育技
　術」、「福祉心理」などの独自の学校設
　定科目を設置
・「福祉科」（介護福祉士コース、福祉進
　学コース）を併設
・1年次全員が社会福祉基礎を履修

H22 吹上秋桜高校 定

・商業・情報系列：ビジネス関係
・生活・福祉系列：調理、保育、福
　祉関係
・文化・社会系列：文化、歴史、社
　会、芸術関係
・科学・技術系列：理科、ものつく
　り関係

・平成22年度に統廃合により、新たな高校
　として開校
・単位制、2学期制、Ⅱ部制
・Ⅰ部：10：00～　Ⅱ部：17：10～
・春、秋　2回の入学者選抜
・学校外における学修：ボランティア活
　動、インターンシップ等

千葉県 H17 安房拓心高校 全

・文理系列：普通教科・科目（文・
　理）
・園芸系列：草花、野菜、植物バイ
　オテクノロジーなど
・畜産系列：畜産、動物・微生物バ
　イオテクノロジーなど
・土木系列：測量、農業土木施工、
　社会基盤工学など
・調理系列：フードデザイン、調
　理、食品衛生など

・進路の実現に向けた学習活動を重視
・資格取得を目指した学習活動を推進
・安房地域の農業教育の拠点校として
 「食」と「農」の教育を推進
・ボランティア活動や部活動などが活発で
　活力のある学校づくり
・「産業社会と人間」と「自由選択（専門
　基礎科目）」の連動

東京都 H12 桐ヶ丘高校 定

・福祉・教養系列：ホームヘル
  パー、リビングデザイン
・情報・ビジネス系列：情報ビジネ
  ス基礎、マーケティング
・アート・デザイン系列：素描、陶
　芸等

・昼夜開講三部制
・不登校経験者や中途退学者等を主に受け
　入れる学校で、学ぶ意欲や熱意を重視
・入学者選抜は面接・論文等で、調査書は
　とらない
・カウンセリング機能の充実

神奈川県 H20 横浜緑園総合高校 全

・文化教養系列：国語総合、演劇表
　現、国語表現Ⅱ
・国際理解系列：現代社会、グロー
　バルイシュー、オーラル・コミュ
　ニケーションⅡ
・自然環境系列：科学と人間生活、
　自然観察、環境と社会
・情報ビジネス系列：情報Ａ、Web
　入門、マルチメディア表現
・生活福祉系列：家庭基礎、社会福
　祉基礎、発達と保育
・健康スポーツ系列：体育、高齢社
　会と健康、コンディショニングプ
　ラン

・学習指導要領における普通教科・科目も
　系列に位置付けて、基礎科目から発展的
　な科目へと系統的な学びを展開
・キャリア学習「ＭＩＲＡＩ」（産業社会
　と人間、総合的な学習の時間）の授業を
　柱に、自己の生き方や将来を見据えて自
　ら成長する力を3年間を通して育成
・「グリーンアクション活動」として、社
　会貢献活動への参加など生徒が自分の枠
　を広げる活動を推進
・学校間連携や校外機関・地域の教育力の
　活用により、体験的な学習の機会を提供

新潟県 H14 小千谷西高校 全

・人文科学系列：現代語、応用国
　語、ロシア語、中国語、ハングル
・自然科学系列：数学セミナーⅠ・
　Ⅱ
・情報システム系列：実習
・生活・健康系列：地域生活文化
・芸術文化系列：邦楽、素描構成、
　創作技法

・地域企業と連携を図り、地域密着型長期
　ディアルシステムを実施
・進路研究に地域理解を取り入れ、講演会
　や地域産業研修、上級学校研修を実施

埼玉県
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富山県 H9 上市高校 全

・グリーン分野：農業と環境、植物
　バイオ、造園計画、林産物利用、
　フラワーデザインなど
・スポーツ分野：ライフデザイン、
　生活英語、ボクシング、体育理
　論、郷土文化など
・福祉健康分野：福祉情報活用、コ
　ミュニケーション技術、服飾文
　化、子ども文化など
・情報ビジネス分野：広告と販売促
　進、電子商取引、表現メディアの
　編集と表現など

・個に応じた教育の実現を図り、左記の4つ
　の分野以外に、4大進学希望者を対象とし
　た人文国際分野、自然科学分野を加え、
　計6分野を用意し、様々な生徒の進路希望
　に対応
・キャリア教育の充実のため、「産業社会
　と人間」「総合的な学習」を活用し、多
　面的、系統的な取り組みを実践。進路ガ
　イダンスでは、県内の4つの大学から講師
　を招聘
・本県に赴任した新任のALTを対象に、生活
　に必要な日本語を、生徒が英語で教える
　行事「Let's Challenge！日本語教師」を
　毎年実施

石川県 H20 輪島高校 全

・生産システム系列：機械工作、電
　子情報技術、ロボット工学Ⅰ・Ⅱ
　など
・漆芸・デザイン系列：漆の文化
　Ⅰ・Ⅱ、デザイン技術、デザイン
　入門Ⅰ・Ⅱ、造形など
・総合ビジネス系列：簿記、会計、
　ビジネス情報など
・情報ビジネス系列：簿記、プログ
　ラミング、情報処理演習など

・普通科高校と専門高校の統合により開設
 （普通科・総合学科併置）
・地場産業である輪島塗を生かした総合選
　択科目群「漆芸・デザイン系列」を設定
・商業系2系列では、学校設定科目「観光ビ
　ジネス」を学んで「輪島の朝市」に参加
　し、地域産業振興に貢献

福井県 H8 丹南高校 全

・アート系列：アート素描、絵画な
　ど
・デザイン系列：デザイン素描、ビ
　ジュアルデザインなど
・地域文化系列：丹南の産業、クラ
　フトデザインなど
・情報科学系列：ビジネス応用、プ
　ログラミングなど
・人文科学系列：古典、日本史Bな
　ど
・自然科学系列：数学Ⅲ、化学Ⅱな
　ど
・生活福祉系列：基礎介護、社会福
　祉基礎など

・ショートホームでの美徳のことばに関す
　るスピーチを通して道徳的心情を養う
・毎月1回のペースで昼休みに約20分間、
 「ランチタイムサイエンス」というサイエ
  ンスショーを開催している

山梨県 H9 甲府城西高校 全

・自然科学系列：数学ⅡⅢ、数学Ａ
　ＢＣ、数学演習、物理ⅠⅡ等
・人文社会系列：国語表現Ⅰ、現代
　文、古典、倫理、政治経済等
・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ：工業技術基礎、工業数
　理基礎、メカ実習、機械工作等
・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ：電気基礎、電子技術、
　通信技術、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ応用等
・ﾋﾞｼﾞﾈｽ会計：ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎、簿記初
　級、会計等
・情報管理：情報処理、ﾋﾞｼﾞﾈｽ情
　報、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ等
・福祉生活科学：栄養、ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲ
　ﾝ、 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ等
・ｽﾎﾟｰﾂ健康：ｽﾎﾟｰﾂⅠ・Ⅱ・Ⅲ、生
　涯ｽﾎﾟｰﾂ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ理論と実際等

・自然科学やメカトロニクス、ビジネス会
　計、福祉生活科学等、多彩な8つの系列に
　わたり100科目以上の選択科目を開設
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都道府県・
指定都市名

設置
年度

学　　校　　名 課程

長野県 H20 長野市立長野高校 全

・人文系列：ながのろじー、史跡・
　地理巡検など
・理学系列：環境科学基礎、自然観
　察論、実験科学など
・芸術系列：ビジュアルデザイン、
　生活の書など
・生活系列：食文化、ファッション
　デザイン画など
・外国語系列：中国語、韓国朝鮮
　語、時事英語など
・社会学系列：ニュースを読む、ノ
　ーマライゼーションなど
・スポーツ系列：体つくり運動、ニ
　ュースポーツなど
・情報ビジネス系列：ＩＴワール
　ド、情報リテラシーなど

・普通科・家庭科併設の女子校から男女共
　学化し、校舎改築に合わせて施設整備
　し、1学年4学級募集（全12学級）の総合
　学科に転換
・深く豊かな人間性の育成と個に応じた学
　力の向上を図り、生徒一人ひとりの進路
　希望を実現するため、体育・芸術・家
　庭・商業・情報・福祉・看護・環境に関
　する専門科目を開設し、少人数授業を行
　う
・市の長野冬季五輪施設を活用し、スピー
　ドスケート部などのクラブ活動をはじ
　め、市内全域がキャンパスをうたう
・大学・地域との連携、海外の高校との交
　流を行う

岐阜県 H17 益田清風高校 全

・言語・文化系列：「異文化理解」
 「英語実践」「時事英語」など
・観光産業系列：「観光ビジネス」
 「地域研究」「ホテル講座」「観
　光地理」など
・健康福祉系列：「基礎介護」「社
　会福祉基礎」「栄養」「家庭看
　護・福祉」など

・総合学科と普通科、ビジネス会計科、経
　営情報科の4科を併置する高校
・観光産業系列では、地域と連携した体験
　的授業を多く展開し、地域の生活文化の
　探究や地域の特徴を生かした観光プラン
　の提案、よりよい観光資源の提案等を行
　い、地域の活性化に貢献できる能力や態
　度を身に付け、地域の観光産業・サービ
　ス業に貢献している
・健康福祉系列では、介護コース、保育コ
　ースを設け健康で快適に生活できる社会
　の実現のための能力と態度を育成してい
　る

静岡県 H15 藤枝北高校 全

・園芸科学系列：野菜、草花、植物
　バイオテクノロジー
・食品科学系列：食品製造、食品流
　通
・情報科学系列：(技術系)ハードウ
　エア技術、プログラミング技術、
　(処理系)簿記、会計
・応用環境化学系列：地球環境化学
　実習、工業化学
・自然科学系列：数学 Ⅲ、数学
　Ｂ、物理、化学
・人間社会系列：古典講読、日本史
　Ｂ、発達と保育

・明治36年に農学校として開校。平成15年
　に総合学科に学科改編
・学校設定科目「食生活と環境」（1年次3
　単位）では、一人一人が自分の畑を担当
　し、スイカ、大根、白菜を栽培して食料
　の大切さや作物を育てる喜びを学び、健
　全で豊かな食生活を営むための実践力を
　養う
・学校設定科目「茶業」（2,3年次4単位）
　の時間では、学校の農場で栽培した茶葉
　を、校舎内の製茶実習室で製茶し、販売
　を行っている（新茶、粉茶など）
・農業科目で栽培した作物などを、学校内
　企業「北高ストア」で販売している
・「生物活用」の時間などを使い、近隣の
　幼稚園や福祉施設と、農業を通した交流
　活動を行っている
・工業系コンテストや資格検定など、授業
　の成果を校外で試す機会を積極的に活用
　している

愛知県 H19 南陽高校 全

・総合探究系列：統合探究入門、ワ
　ールドスタディズなど
・人文国際系列：日本史探究、現文
　読解など
・自然科学系列：応用化学Ⅰ、応用
　数学Ⅱなど
・情報ビジネス系列：プログラミン
　グ、情報処理応用など
・福祉ネットワーク系列：社会福祉
　基礎、家庭看護福祉など
・フードコーディネート系列：フー
　ドデザイン、料理技能など
・ライフクリエーション系列：郷土
　の文学、生活英語など

・平成22年度から総合探究系列を設置、6学
　級7系列となる
・積極的に大学やＪＩＣＡ中部等の外部機
　関と連携を図り、学校設定科目「ワール
　ドスタディズ」において、フィールドワ
　ークやワークショップ、留学生との異文
　化交流など特色ある取組を実施
・学校設定科目「総合探究入門」におい
　て、テーマ別の研究やディスカッション
　を実施
・地域との交流を重視し、地域住民のため
　の学校開放講座を開催
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H11 飯南高校 全

・郷土・環境系列：木考学、環境の
　保護
・介護福祉系列：介護福祉基礎
・総合進学系列：社会科学入門、国
　際社会と日本
・コンピュータ系列：ビジネス計算
　基礎

・1学年2学級
・H11年度の学科改編を契機に全国初の連携
　型中高一貫教育を実施
・地域の小中高大の連携を通じたキャリア
　教育を推進
・キャリア教育の成果については３年次の
　総合的な学習の時間「いいなんゼミ」
　で、地域に向けて発表会を実施
・H19年度から2年間コミュニティ・スクー
　ルの研究指定を受け、今後の地域の学校
　のあり方について研究

H13 いなべ総合学園高校 全

・人文社会科目群：現代を読む、世
　界の動き
・自然科学科目群：自然環境、理科
　実験工作
・国際理解科目群：異文化理解、国
　際関係
・生活環境科目群：消費生活、環境
　科学基礎
・情報ビジネス科目群：情報と表
　現、ビジネス基礎
・デザイン科目群：デザイン技術
・社会福祉科目群：社会福祉基礎、
　介護福祉基礎
・スポーツマネジメント科目群：
　スポーツトレーニング

・1学年8学級
・多様な個性や進路希望を持つ生徒に対応
　するため、170科目以上の講座を開設
・大学（国公立・私立）、高等看護学校、
　専門学校、就職など幅広い進路に対応
・「産業社会と人間」「ＩＶＹタイム」の
　時間を中心にキャリア教育を体系的に実
　施

滋賀県 H16 日野高校 全

・ビジネス系列：ビジネス基礎、総
　合実践、商品と流通、マーケティ
　ング、ビジネス（職業）演習など
・マルチメディア系列：アルゴリズ
　ム、情報システムの開発、コン
　ピュータデザインなど
・福祉健康（ヒューマン）系列：社
　会福祉基礎、社会福祉援助技術、
　基礎介護、ボランティア活動など
・総合教養（アカデミック）系列：
　国語演習、社会演習、数学演習、
　英語演習など

・普通、商業の2学科を改編。
・学校設定科目のビジネス（職業）演習で
　は、職場実習を取り入れ、ビジネスで必
　要な知識やマナーを学習している
・平成21年度から3年間、文部科学省の研究
　開発学校として「学習上・生活上の困難
　のある生徒に対する、一人ひとりを大切
　にし、個々の教育的ニーズに対応した指
　導内容の在り方と障害理解に関する指導
　方法の研究開発」に取り組んだ
・研究の成果を継続する形で「産業社会と
　人間」、「総合的な学習の時間」の中に
　おいて「自己理解・他者理解」「自己表
　現」「コミュニケーション」の分野で社
　会常識やコミュニケーションスキル、ラ
　イフスキルを高めていく学習等を行って
　いる

京都府 H16 南丹高校 全

・国際理解系列：「地域研究」
・人間科学系列：「現代文特講」
・自然科学系列：「生命科学」
・スポーツ健康系列：「スポーツマ
　ネージメント」
・ビジネス情報系列：「総合実践」
・総合知的探究系列：「物理特講」
 「数学特講」

・平成24年度から全日制普通科及び総合学
　科併置校を総合学科単独校に改編
・生徒の知的好奇心や学問・研究を高める
　授業により大学進学等を目指す系列とし
　て「総合知的探究系列」を平成22年度か
　ら設置し、3年間同じクラスにて探究的な
　学習を展開。近隣大学の最先端設備を利
　用して、バイオ分野等で高大連携授業を
　実施
・特色ある科目
  「平和学」：戦争、南北問題、環境問題
　などについて学習することで自他の生命
　を尊重する態度を培う。その他、「ライ
　フスポーツ」「環境と科学」等、多様な
　学校設定科目を選択科目として開設
・「総合的な学習の時間」での特色ある取
　組
　大学の出前授業、障害者・福祉問題学習
  「ふれあいタイム」等を中心に、年間を
　通じて特色ある取組を実施
・体育、商業、情報系でハイレベルの専門
　科目を設置
・京都府キャリア教育実践研究指定校に採
　択。大学、企業や地域の人等の講話を通
　じて、自らの将来について考察し、発表
　する学習を展開

三重県
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大阪府 H19 千里青雲高校 全

・教育：教育と心理、幼児教育実技
・健康：競技スポーツ、基礎看護
・国際：留学のための英語、国際関
　係論入門
・科学：環境科学入門、科学実験工
　房
・文化：大阪の文化、20世紀の世界

・全国初の「教育」をはじめ、地域の特長
　に根ざした5つの系列を設定し、希望進路
　の実現に取り組む
・学外の学修の単位認定や2学期制による学
　期ごとの単位認定を実施し、柔軟な教育
　課程を実現している
・1年生においては、国語、数学、英語とい
　う基礎科目について、単位数を多く設定
　し、少人数展開の授業で丁寧な指導を行
　う。2年生においては、履修教科・科目の
　3分の2が選択科目となり、将来の進路を
　視野に入れた教科・科目に学習の重点を
　置いて学べるよう指導を行う。3年生にお
　いては、履修教科・科目の8割が選択科目
　となり､進路に対応した教科･科目の学習
　に集中して取り組めるよう指導している
・教育課程や指導上の特徴を踏まえ、学年
　ごとのきめ細かいガイダンス、学習とク
　ラブ活動との両立支援を行い、生徒一人
　ひとりが充実した高校生活を送ることが
　できるよう指導している

H15 武庫荘総合高校 全

・歴史･文芸系列:阪神地域史研究、
　戯曲研究等
・国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系列：M&M
　English、中国語等
・工業ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ系列：電子機械、工
　業所有権等
・情報ｻｲｴﾝｽ系列：情報と表現、ﾏﾙﾁ
　ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ等
・環境ｴｺﾛｼﾞｰ系列：地球環境化学、
　環境法等
・健康･福祉系列：社会福祉基礎、ﾗ
　ｲﾌｽﾎﾟｰﾂ

・学びたいことが学べるよう、少人数でも
　講座を開講
・情報、福祉、工業等、幅広い専門科目を
　設置
・「産業社会と人間」の中で、自主就業体
　験活動やｶﾚｯｼﾞｳｲｰｸ(大学生活の体験学習)

　等を実施
・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞでﾌｧｰﾑｽﾃｲや系列ごとの調査活
　動を内容とする修学旅行を実施

H18 三木東高校 全

・自然科学系列：森林と環境、アル
　ゴリズム、マルチメディア表現、
　情報と表現等
・和の文化系列：地域史、和の文化
　と茶道、毛筆原書等
・国際コミュニケーション系列：英
　語表現、異文化理解、コンピュー
　タ・ＬＬ演習等
・健康福祉系列：地域福祉、生涯ス
　ポーツ、社会福祉援助技術等
・経営アントレプレナー系列：ビジ
　ネス基礎、ビジネス情報、アント
　レプレナー

・1年次の「産業社会と人間」、2年次の
 「総合学習」、3年次の「課題研究」を中
　心として、3年間計画的にキャリア教育を
　推進
・学校設定科目「アントレプレナー」で
　は、商品開発や地域を応援する仮想の総
　合広告会社を設立し、お土産菓子の開発
　や、地元の特産品であるブドウを用いた
　商品の開発、特産品を用いたイベントの
　企画など、実践的な活動を実施

H19 太子高校 全

・ことばと文化系列：国語表現Ⅰ、
　倫理等
・社会のしくみ系列：数学Ⅱ、経済
　活動と法等
・子どもと暮らし系列：社会福祉基
　礎、ソルフェージュ等
・実務とキャリア系列：製図1、商
　品と流通等
・からだと健康系列：スポーツ、福
　祉援助技術等
・自然と技術系列：地理Ａ、化学等

・1年次の「産業社会と人間」の授業で、
 「能動的に聞く」ことと「わたしメッセー
　ジ」で話すことの大切さを学び、実践的
　なトレーニングを実施
・将来の進路と生き方を考える学習として3
　大ナビ（大学ナビ、仕事ナビ、進路ナ
　ビ）を実施
・二分間スピーチとして、「私」をテーマ
　としたスピーチを全員が行い、代表10名
　による年次発表会を実施

兵庫県
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奈良県 H7 山辺高校 全

・進学特修系列：応用数学、異文化
　理解、生活英語など
・グリーンテクノロジー系列：植物
　バイオテクノロジー、グリーンラ
　イフ、茶文化など
・生活デザイン系列：リビングデザ
　イン、発達と保育、くらしのエチ
　ケットなど
・ビジネス情報系列：商業技術、文
　書デザイン、情報実習など
・社会福祉系列：社会福祉基礎、基
　礎介護、社会福祉実習など

・5つの系列をもち、94の科目から自由に自
　分の時間割を作成できる
・系列の独自な専門科目茶文化、くらしの
　エチケット等に加え、各系列から自由に
　選択できる科目自動車工学、自動車整
　備、一般教養、総合スポーツＡ等を設置
・地域産業（茶栽培）の体験実習

和歌山県 H19 新翔高校 全

・地域文化系列：観光基礎、観光一
　般、観光実務、熊野と防災
・建設技術系列：施工演習
・ビジネス系列：計算技術、ビジネ
　スマナー
・教養系列：リスニングアクティビ
  ティ、科学探究
・情報系列：文書デザイン、プログ
　ラミング

・学校設定科目「観光」の科目選択生を中
　心に、地域と連携し観光誘致に取り組む
　活動を行っている
・1年次での必履修科目「くらしと建設」
 （工業系）、「ビジネスライフスタディ」
 （商業系）を設定している
・1・2年次でインターンシップを実施して
　いる
・学校設定科目「防災デザイン」の選択生
　を中心とした防災教育を展開し、地震・
　津波避難掲示板の作成・設置、防災紙芝
　居等による啓発活動を行っている

鳥取県 H10 米子高校 全

・国際文化系列：ハングル、中国語
　など
・環境科学系列：地球環境化学、植
　物バイオテクノロジーなど
・観光ビジネス系列：観光地理、観
　光実践など
・生活福祉系列：基礎介護、社会福
　祉基礎など
・健康スポーツ系列：レクリエー
　ション指導など
・工芸デザイン系列:工芸（陶芸、
　染色）など

・2年次の総合実習における職場体験学習
・アメリカや韓国の高校と姉妹校提携を
　し、国際交流を推進
・系列の学習を生かした総合美術展の開催

島根県 H7 邇摩高校 全

・ビジネス系列：ビジネス情報、情
　報処理、簿記、原価計算など
・環境系列：総合実習（農業）、環
　境科学、プラントデザインなど
・生活・文化系列：調理、発達と保
　育、被服製作など
・福祉系列：基礎介護、社会福祉基
　礎、社会福祉実習など

・2学期制
・1年次に「産業社会と人間」や総合選択科
　目の学習を通して自分の進路を考え、そ
　れに応じて2年次から4系列に分かれる。
　系列内はさらにモデルパターン（例：生
　活・文化系列では食物、被服、保育また
　は文化のパターン）に分かれている
・学校設定科目として各系列に応じ、生活
　教養、韓国語、中国語、幼児教育音楽、
　アジア・郷土など多数設定している

岡山県 H15 備前緑陽高校 全

・人文社会系列：岡山の歴史と文
　化、異文化理解、時事研究など
・自然科学系列：実用数学、物理、
　化学、生物など
・総合技術系列：工業化学、セラ
　ミック
　化学、機械工作など
・伝統工芸系列：工芸Ⅰ・Ⅱ、備前
　焼研究、クラフトデザイン、ガラ
　ス工芸など
・健康福祉系列：看護基礎医学、福
　祉住環境など

・備前高校（工業科）と備前東高校（普通
　科）の再編整備によりH15年度に開校
・各系列で専門的な知識を身に付け、資
　格・検定の取得を推進
・生活指針（「緑陽スタンダード」）を、
　生徒・教職員・保護者で共有した生徒指
　導の実施
・地域連携の推進を目指し、小学校での科
　学実験教室や清掃活動を実施
・国立大学等への進学希望者に対して特別
　進学クラスを設置
・備前焼をはじめとする地域伝統工芸の技
　と心を学ぶ、「陶芸の歴史と文化」「虫
　明焼研究」等の科目を設置
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広島県 H10 戸手高校 全

・人文･社会科学系列
・自然科学系列
・ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報系列
・芸術･健康･生活系列
・看護･福祉系列

　の5系列を設け、
 「郷土史」、「国際関係」、「フ
　ラワーアレンジメント」、「木材
  工芸」、「レクリェーションス
  ポーツ」等を開講

※系列に関係なく、選択が可能

・3年間に履修する科目の約半数が選択制。
　選択科目は、普通科目と専門科目、あわ
　せて120科目以上を開設。
・1年次の「産業社会と人間」では、職場見
　学・職場体験実習、社会人講師等を招い
　ての講演などを実施。
・2年次では総合的な学習の時間「自己探求
 （Ｅ－ＤＯＴ）」において、自分の進路、
　生き方について考えさせる。
・「総合的な学習の時間」の成果を、生徒
　主体の発表会により、全校生徒に還元。
・地域の歴史・文化・産業に関する科目を
　設定し、地域から人材を求めて、教育活
　動に取り入れ、生徒と地域とのつながり
  を深める。

山口県 H15 長府高校 全

・人文科学系列：時事研究・英文講
　読など
・自然科学系列：数学探究・生物探
　究など
・生活文化系列：発達と保育・家庭
　看護福祉・茶道・華道・香道など
・芸術系列：ソルフェージュ・素
　描・書道表現・陶芸など
・健康スポーツ系列：スポーツ科
　学・レクレーションスポーツなど

・H15に普通科から総合学科に改編
・校是は「和顔愛語」
・家庭クラブによる地域清掃活動を行うな
　ど、城下町長府に根ざした教育を実施
・学校設定教科「日本文化」、学校設定科
　目「茶道」「華道」「香道」を設置
・なぎなた部は、H21新潟国体及びH23山口
　国体演技の部優勝

徳島県 H24 鳴門渦潮高校 全

・自然科学系列：数学Ⅲ、数学Ｃ、
　物理Ⅱ、化学Ⅱなど
・人文科学系列：古典講読、総合英
　語、日本史Ｂなど
・福祉系列：社会福祉基礎、基礎介
　護、社会福祉実習など
・情報マネジメント系列：簿記、会
　計、文書デザイン、情報処理など

・学び方と生き方を模索する「ＰＹプロ
　ジェクト」の実施
　※ＰＹとはPromising Youths（将来ある
　　若者達）の略。ＰＹプロジェクトと
　　は、基礎学力と5つの力（読む、聞く、
　　調べる、まとめる、発表する）を身に
　　付けさせ、将来、自己実現が図れるよ
　　う、確かな学力とキャリアを育成する
　　事業であり、これにより、学力向上の
　　組織的取組及び検証システムを確立

香川県 H8 三木高校 全

・国際系列：異文化理解、英会話、
　英語理解など
・流通系列：簿記、商品と流通、原
　価計算など
・福祉系列：社会福祉基礎、社会福
　祉制度、基礎介護など

・漢文研究・評論研究・時事問題のような
　研究タイプの授業と、英会話・マーケ
　ティング・社会福祉実習のような参加型
　授業が多いのが特徴
・充実した進路ガイダンス（進路探究と産
　業社会と人間をすべての生徒に履修さ
　せ、将来の進路決定に役立てている）

愛媛県 H8 川之石高校 全

・人文国際系列：古典、現代文、日
　本史Ｂ、英語Ⅱ等
・自然科学系列：数学Ⅲ、物理、化
　学等
・生物生産系列：草花、果樹、バイ
　テク実習、総合実習等
・スポーツ科学系列：野外活動、ダ
　ンス、体つくり運動、健康科学等
・情報ビジネス系列：簿記、情報処
　理、商品と流通、総合実践等
・福祉サービス系列：社会福祉基
　礎、生活支援技術、介護実習等

・六つの系列を設置
・福祉サービス系列では、介護員養成研修
　(2級課程)を実施、卒業後9か月の実務経
　験を積めば、介護福祉士の受験資格が得
　られる教育課程を編成
・特色ある科目を設定(愛媛学、地域農業、
　食と健康、ボランティア基礎等)
・「産業社会と人間」で職場見学、学校見
　学、農家での現場実習を実施
・科目選択の指導を充実させるため、科目
　選択に関する保護者説明会、科目選択検
　討会を実施
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高知県 H18 春野高校 全

・文理教養系列：世界史Ａ・Ｂ、数
　学Ａ、英語Ⅱ、リーディングなど
・生活クリエイト系列：フードデザ
　イン、発達と保育、生活教養など
・環境デザイン系列：造園計画、造
　園緑化材料、ガーデンデザイン、
　造園技術など
・園芸科学系列：栽培実習、農業と
　環境、生物活用など
・食農科学系列：食品製造、製造実
　習など

・農業系列があり、系列選択科目群には、
　造園系の学校設定科目（作庭技術、ガー
　デン測量、庭園管理など）など特色ある
　科目を設置
・2、3年次生「なすプロジェクト（総合的
　な学習の時間）」の授業を通し、将来の
　社会生活や職業生活に必要な知識、態
　度、能力を養う取組を行っている

福岡県 H15 青豊高校 全

・人文科学系列：海と歴史、中国
　語、ハングル、国際社会と英語
・自然科学系列：理数数学、理数物
　理、理数化学
・ビジネス系列：文書デザイン、ビ
　ジネスコミュニケーション
・グリーン・ライフ系列：動物・微
　生物、バイオテクノロジー、環境
　科学
・総合生活デザイン系列：リビング
　デザイン、基礎介護、ボランティ
　ア入門
・地域文化学系列：地域芸能、郷土
　の文化、海の科学・山の科学

・トマト作戦
　自ら計画し、実行し、取りまとめて発表
　する力を育成するため､次の3つの取組を
　行う
　(1) マイライセンス運動：3年間で1人最
　　　低1資格を取得する
　(2) マイボランティア運動：1年間に1人1
　　　ボランティア活動を体験する
　(3) マイチャレンジ運動：高校生活のあ
　　　らゆる場の中から1人1目標を設定し
　　　達成までを競い合う

H8 神埼清明高校 全

・みどり系列：農業科学基礎、草
　花、生物活用など
・食品科学系列：食品製造、微生物
　基礎など
・情報ビジネス系列：ビジネス情
　報、簿記、文書デザインなど
・生活福祉系列：社会福祉基礎、介
　護実習、介護福祉基礎など
・健康スポーツ系列：スポーツⅠ、
　Ⅱ、Ⅲ、体育理論など
・人文教養系列：応用国語、現代
　文、数学Ⅱ・Ⅲ、英語Ⅱ、リー
　ディング、生物Ⅱ、化学Ⅱ、物理
　Ⅱなど

・職業別ガイダンス、進路別セミナー、進
　路見学会、ＹＥＳプログラム（職業能力
　のための研修）、大学ジョイントセミ
　ナーなど多様な進路ガイダンスプログラ
　ムを実施し、進学にも就職にも強い学校
　づくり
・スイカ作り、稲刈り
　などを通して、豊かな心を育てる生命教
　育を実施
・セルフプロデュースインターンシップな
　ど様々な体験活動を行い、キャリア教育
　を推進
・異年齢交流、全校ボランティアなど地域
　との交流を通して、コミュニケーション
　能力を育成
・プロジェクトアドベンチャー教育プログ
　ラムを新入生宿泊研修で導入

H12 嬉野高校 全

・観光・流通系列：観光一般、観光
　ビジネス実践など
・情報ビジネス系列：文書デザイ
　ン、会計実務など
・人文科学系列：英語Ⅱ、数学Ⅲ、
　数学Cなど
・文化教養系列：環境科学、暮らし
　の法律とマナーなど
・生活福祉系列：社会福祉制度、看
　護基礎医学など

学校の置かれた地域性等を考慮し、「観
光・流通系列」を設置
具体的には
　・ビジネスに関する基礎はもちろん、流
　　通業を中心とした販売・サービスの基
　　礎知識・技術や接遇マナーの学習
　・嬉野市の「お茶・温泉・豆腐」といっ
　　た名物について、年間を通して地元の
　　協力を得ながらの調査研究・実習
　・観光協会や旅館組合等の協力を得て、
　　地元観光業の調査研究・実習
　・「国内旅行業務取扱管理者」資格の取
　　得を目標にした授業展開

佐賀県
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H14 多久高校 全

・マルチメディア系列：デザイン技
　術、プログラミング、アプリケー
　ション技術実習など
・自然科学系列：数学Ⅲ、数学C、
　物理Ⅱなど
・人文科学系列：古典、英語Ⅱ、
　リーディングなど
・工業技術系列：電気機器、製図、
　機械設計など
・商業ビジネス系列：簿記、文書デ
　ザインなど
・健康福祉系列：介護福祉基礎、コ
　ミュニケーション技術など

･「産業社会と人間」において、「自己理
　解」「講話」「体験」によるキャリア教
　育の実施
・「系列体験学習」を実施
　具体的には、「産業社会と人間」（2単
　位）を前期集中履修とし、1年次の4月～7
　月までにすべての系列の先行体験学習を
　受講できる
・1年次系列選択科目（2単位）の後期集中
　履修
・系列を超えた資格取得の推進
・市内7小学校の児童対象に、本校生徒が各
　系列に関する体験授業を実施

H23 唐津青翔高校 全

・文理系列：国語、数学、英語など
・生活福祉系列：被服製作、社会福
　祉基礎、基礎看護など
・情報ビジネス系列：ビジネス基
　礎、商業技術、簿記など
・環境文化系列：日韓交流史、韓国
　語、海洋生物と環境など
・芸術系列：絵画、彫刻、書道など

・地域に貢献できる人材を育成することを
　目標として、地域の多様な生徒のニーズ
　に応えるために5つの系列を設置。中でも
　特徴的な系列は、地域性を生かし、自然
　環境や日韓交流について学ぶ「環境文化
　系列」
・「産業社会と人間」を充実させ、勤労
　観・職業観を育成
・すべての系列で資格取得に対応できるよ
　うカリキュラムを工夫
・地域協働の体験活動
・ボランティア活動等による地域への貢
　献・連携の推進

長崎県 H10 大村城南高校 全

・人文自然系列：古典、日本史、英
　語、中国語、韓国語、国際理解、
　数学、生物、化学
・情報ビジネス系列：ビジネス情
　報、プログラミング、簿記、原価
　計算
・食料科学系列：食品製造、食品開
　発、食品化学、微生物基礎、果
　樹、野菜
・環境デザイン系列：園芸デザイ
　ン、造園技術、環境科学基礎、植
　物バイオテクノロジー
・福祉・生活系列：社会福祉基礎、
　介護実習、介護福祉基礎、被服製
　作、フードデザイン

・農業高校を総合学科へ改編
・「産業社会と人間」の履修によりキャリ
　ア教育の実施
・1年次に農業科学基礎を履修させ、「農業
　体験（田植え実習等）」を重視した教育
　課程を編成
・平成24年度から福祉・生活系列に、卒業
　時に介護福祉士の国家資格が取得可能な
　教育課程を導入

H8 翔陽高校 全

・メカニクス：機械実習、機械工
　作、機械設計など
・エレクトロニクス：電子実習、電
　気基礎、電子情報技術など
・システム技術：建築実習、建築計
　画、建築構造など
・エコロジー：造園計画、造園技
　術、総合実習など
・フードサイエンス：食品製造、食
　品化学、総合実習など
・生活デザイン：フードデザイン、
　被服製作、家庭看護・福祉など
・情報ビジネス：ビジネス基礎、簿
　記、ビジネス情報など
・人文・理数：国語、数学、物理、
　英語など

・2学期制
・学校設定科目「グリーンデザイン」を全
　員履修し、下記の内容を学習

　①生活環境としての緑の必要性を認識
　　し、緑化管理に関する知識と技術を習
　　得するとともに、園芸作物の特性を理
　　解し、それらを利用して生活の向上を
　　図る能力と態度を身に付ける
　②具体的には、野菜や草花の栽培と観
　　察、緑化管理、草花の花壇等への植え
　　付け、環境汚染と地球環境問題等の学
　　習を行っている

H22 八代工業高校 定

・ヒューマン・コミュニケーショ
　ン：簿記、コンピュータ・ＬＬ演
　習、課題研究（商業）など
・テクニカル：工業技術基礎、実
　習、課題研究（工業）など

・定時制（普通科・機械科）の再編・統合
　により総合学科を設置
・高大等連携及び実務代替等、学校外にお
　ける学修の単位認定

佐賀県

熊本県



総　合　選　択　科　目　群 学　　校　　の　　特　　色
都道府県・
指定都市名

設置
年度

学　　校　　名 課程

大分県 H15 大分西高校 全

・自然科学系列：数学、理科、英語
　など
・人文科学系列：国語、英語、数学
　など
・社会科学系列：国語、公民、英語
　など
・グローバルコミュニケーション系
　列：英語理解、異文化理解など
・人間科学系列：基礎看護、理科な
　ど
・文化創造系列：フードデザイン、
　創作書道、絵画表現、保育音楽な
　ど
・スポーツ化学系列：スポーツ、体
　育理論など

・「産業社会と人間」と「総合的な学習の
　時間」を連動させ、3年間（計5単位）を
　通し、キャリア教育を推進している。こ
　の時間では、将来の進路や夢の達成に向
　け、スピーチコンテストやディベート、
　フィールドワーク、ポスターセッショ
　ン、個人研究などをすることで、調べる
　力、考える力、まとめる力、発表する力
　などを養う言語活動の実践、またその基
　礎となる積極的静聴力の育成を行ってい
　る
・進学力の向上につながる習熟度別指導な
　どの導入により、きめ細かい教育課程を
　編成し、生徒一人ひとりの進路保障に努
　めている

H9 都農高校 全

・普通科系列：普通科目を学習し、
　基礎学力を生かす系列
・ビジネス系列：商業・情報処理等
　の基礎知識、基礎技能を学ぶ系列
・福祉系列：福祉・健康の基礎知
　識・技能を学ぶ系列

・1・2年次に「学トレ（まなとれ）」を設
　定し、義務教育における学びの計画的復
　習や、3年次に「サクセス」を設定し、進
　学就職に必要な学力養成

H13 本庄高校 全

・普通系列普：通教科を中心に選択
　する系列
・食農系列：農業教科を中心に選択
　する系列
・商業系列：商業教科を中心に選択
　する系列
・生活文化系列：家庭教科を中心に
　選択する系列

・専門的な体育教科～スポーツ、トレーニ
　ング理論、ニュースポーツ科目を設定
・英語以外の外国語～中国語、ハングル科
　目を設定
・地域を知り、地域に貢献することを目的
　に、創立記念日の奉仕作業の実施

H17 門川高校 全

・ネイチャーサイエンス系列：自然
　や社会現象を科学的な視点で学習
　する系列
・フォレスト系列：森林の果たす役
　割や安全な農産物の生産について
　学習する系列
・オーシャン系列：海洋資源の開発
　や活用法について学習する系列
・ヒューマン系列：社会福祉全般や
　医学について学習する介護福祉
　コースと、高齢者や障害者の身体
　の健康維持の視点から学習する生
　活福祉コースを設置

・4年生大学への進学から、農業、福祉に関
　する専門的な知識・技能及び資格等を取
　得できる幅広い系列を設置

H20 霧島高校 全

・社会教養系列
・情報会計系列
・観光ビジネス系列
・生活科学系列
・文化芸術系列

・県内初の観光ビジネス系列や文化芸術系
　列を設置
・霧島地域にある観光産業や文化施設と連
　携した教育活動を展開する

H10 枕崎高校 全

・人文科学系列
・自然科学系列
・ビジネス情報系列
・ライフデザイン系列
・スポーツ健康科学系列

・生徒のニーズに即した少人数指導の充実
　を図る
・「意志の数だけ道がある」をキャッチフ
　レーズとした細やかな進路指導を行う
・総合学科学習活動発表会を実施する

鹿児島県

宮崎県
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沖縄県 H6 沖縄水産高校 全

・食品科学系列：水産基礎、水産食
　品管理、水産流通、水産食品製造
　など
・海洋生物系列：栽培漁業、海洋環
　境、水産生物、サンゴ礁の科学な
　ど
・流通ビジネス系列：ビジネス基
　礎、簿記、商業技術、原価計算、
　文書デザインなど
・生涯スポーツ系列： 体育理論、
　体つくり運動、、野外活動、
・マリンスポーツ系列：ダイビン
　グ、マリンスポーツ、水産生物、
　沖縄の海洋環境など
・服飾・調理系列：調理、被服製
　作、生活教養、発達と保育など
・情報通信系列：通信数学、電気基
　礎、電子回路、ハードウェア技
　術、通信技術、電気通信術、ネッ
　トワークシステム、電波法規など
・人文・自然教養系列：国際理解基
　礎、沖縄の歴史、郷土の文化、総
　合英語、時事英語、沖縄の自然、
　工芸、時事研究など
・福祉サービス系列：社会福祉基
　礎、生活支援技術、介護実習、
　コミュニケーション技術、こころ
　とからだのしくみなど

・水産に関する科目の設置
・系列の専門科目を基礎から発展、資格取
　得まで学習することが可能
・系列以外の科目の自由選択が可能

横浜市 H14 横浜総合高校 定

・エンジニア系列：工業技術基礎、
　基礎製図、ロボット工学など
・ビジネス系列：ビジネス基礎、簿
　記、情報処理など
・生活文化系列：ハンドクラフト、
　インテリア計画、実用中国語など
・人間科学系列：こころの健康と科
　学、役に立つ心理学、生き方を考
　えるなど

・Ⅰ部（午前）、Ⅱ部（午後）、Ⅲ部（夜
　間）の三つの部を持つ定時制高校
・Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部それぞれ4時間授業で、
　1日12時間の授業を設定
・入学した部以外の部の授業を選択するこ
　とによって、3年間で卒業することも可能
・企業と連携したキャリア教育の推進をH25
　より実施

名古屋市 H17 西陵高校 全

・アカデミー：英文表現、理科探究
　等
・健康スポーツ：健康科学、野外活
　動等
・国際ビジネス：国際理解等
・ビジネスマネジメント：マーケ
　ティング等
・情報メディア：情報ライセンス研
　究等
・介護福祉：福祉住環境等

・系列選択科目と自由選択科目を開設
・学校設定科目の開設
・介護福祉系列は、介護福祉士受検資格取
　得可能
・2年生でインターンシップを実施

大阪市 H13 扇町総合高校 全

・大阪文化系列：大阪学等
・環境科学系列：環境科学Ⅰ・Ⅱ等
・国際観光系列：旅行業演習等
・マーケティングデザイン系列：
　Webデザイン、マーケティングデ
　ザイン等
・情報ネットワーク系列：プレゼン
　テーション実習等
・会計ビジネス系列：会計演習等

・大阪文化・環境科学・国際観光・マーケ
　ティングデザイン・情報ネットワーク・
　会計ビジネスの6つの系列を設置
・生徒個々の進路選択に応えるカリキュラ
　ムを構築している

神戸市 H21 須磨翔風高校 全

・国際･文化：自己表現、フィール
　ドワーク､通訳英語研究など
・科学･環境：実用数学､地球環境な
　ど
・福祉･健康：福祉スポーツ､介護基
　礎など
・経営･情報：アプリケーションマ
　スター、旅行業務など
・教育･人間：実用の書、学内教育
　実習プログラムなど

・2学期制
・キャリアセンターによるキャリア教育プ
　ログラムの展開と「キャリアプランニン
　グ（毎年次必修）」
・徹底した学力の伸長：「国語総合」、
 「現代文」、「英語Ⅰ」を1単位増必修
・50分7時間授業週4日等
・積極的な地域連携：大学との教学連携シ
　ステム
・ボランティア活動の積極推進等
・豊かな心の育成：1年次「人間関係」必修
　設定等
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岡山市 H11 岡山後楽館高校
全
・
定

・国際文化系列：中国語、ハングル
　など
・情報科学系列：コンピュータ利用
　技術など
・健康福祉系列：社会福祉実習など
・工業技術系列：住居デザインなど

・昼夜開校型の定時制課程（10時間／日）
・修業年限は3年以上6年まで
・二学期制
・進路に関する中高6年間の一貫した教育
・平成24年度入学生より全日制に移行

福岡市 H12 福翔高校 全

・国公立理系
・国公立文系
・私立理系
・私立文系
・流通経済系：情報処理、簿記など
・情報システム系：プログラミン
　グ、ＩＴシステムなど

・民間非営利団体ジュニア・アチーブメン
　トが提供する経済教育プログラムの活用
・「話す」「聞く」「まとめる」といった
　コミュニケーションに欠かせないスキル
　を伸ばすための科目「日本語コミュニ
　ケーション」（総合的な学習の時間）を
　開設


