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大正 11 年 9 月 23 日

課 程

全日制 総合学科

利用交通機関

JR 身延駅よりバス 7 分｢身延高校｣バス停下車

教員数

42 名

生徒数

257 名

学科名
総合学科
校

１年

２年

３年

男

女

男

女

男

女

41

39

42

36

55

44

訓

質実剛健 互助互譲
の実現」を支援していきます。

学校の特色

○「魅力づくりプロジェクト」
例えば、大学との連携では質の高い学びを通して、自分の

本校は大正 11 年に設立が認可され、90 余年の歴史と伝統を

住む地域に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。政

持つ学校です。卒業生は 22,000 名を超え、広く各界で多くの先

治・行政分野においては、山梨県立大学と連携し、町への政

輩が活躍しています。身延山の麓に位置し、緑に囲まれた近代

策提言や活性化の具体的なプロジェクトを進めています。福

校舎が周辺の景観とよく調和する恵まれた教育環境にあります。
「質実剛健」「互助互譲」の校訓の下に、自主的かつ創造的
な学習態度を育成すること。剛健の気風を養いながら人間性を
育てること。また規律節制を守る自律的生活態度を身につけさ
せることを教育目標としています。峡南地域の教育の拠点とし

祉分野では、身延山大学との連携を通して介護実習の充実を
図り、専門的な知識・技能の向上に繋げています。防災の分
野では、常葉大学との連携を通して防災講話や防災サマーキ
ャンプを行い、地域防災リーダー育成に取り組んでいます。
◆４つの選択科目群

て、「生きる力」を備えた人間づくりのため、活発で魅力ある
学校づくりを目指しています。
平成 31 年度より県下初となる「連携型中高一貫校」として新
たなスタートを切ります。 学力の向上、豊かな人間性の育成、
地域との協働 を柱とし、次代を担う人材を育成します。また

1 年は必修科目が多いですが、
2 年以降は選択科目を豊富に
用意しています。選択科目が豊富なため、適切な科目を各自
が選択できるように、内容の系統性や専門性において、関連
する 4 つのグループ（選択科目群）で分類しています。
◆選択科目群

英語・数学は中学校の先生が授業に参加し、入学当初の皆さん

１

の学習をアシストします。

年

進学型総合学科高校

必修科目を中心に全教科を平均的に学習します。(特進
共 通

クラスを設置し、習熟度別授業や少人数授業を実施)

理数科学 理科系大学への進学に適したグループ。主な進路先は
科目群

本校は、多様な選択科目から各自が自分の進路希望に則し

医学部・薬学部・看護学部・理学部・工学部・生命環
境学部等です。

た時間割を作成、授業を展開することで進路実現をより確実
なものとしていく「進学型総合学科高校」です。翌 26 年度か

２ 人文社会 文科系大学への進学に適したグループ。主な進路先は、

らは、一人一人の夢の実現に向けて手厚い指導をする校内体

年

制「ドリームプロジェクト」と、地域やＰＴＡ・同窓会、中

・

学校や大学と連携・協力して本校や地域の活性化に取り組む

３ 福祉健康 私立文科系大学を中心に、短大・専門学校に適したグ

体制「魅力づくりプロジェクト」に取り組んでいます。

年

科目群

法学部・経済学部・人文学部・教育学部・国際社会学
部等です。

科目群

ループ。主な進路先は、経済経営系、福祉介護系、保
育系、食物栄養系、体育スポーツ系学部学科です。

○「ドリームプロジェクト」

文化情報 私立文科系大学を中心に、短大・専門学校・就職に適

1 年次、必修科目「産業社会と人間」を通して「夢の発見」

科目群

に繋げます。2 年次からは、「総合的な学習の時間」を通し

したグループ。主な進路先は、国際社会学系、芸術系、
情報系学部学科です。また、就職をサポートします。

て「夢の育み」、多様な選択科目と手厚い進路指導により「夢
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在校生から一言
【総合学科３年】
私は、社会学系の大学に進学したいと考えています。大学で
は、ジェンダーや宗教問題など現代社会に関わる問題を学びた
いと考えています。そのために文系の授業が多い、人文社会科
目群を選びました。３年生になり、授業は受験を意識した内容
になって、みんなの勉強に対する意欲が上がっています。一日
一日の学習を積み重ね、希望する大学に必ず合格します。

【総合学科３年】
身延高校では、自分で授業が選択できるため、個人の進路に
特化した有意義な時間を過ごすことができます。また、大学見
学や職場見学、進路ガイダンスといった進路決定の手助けも手

恵まれた自然環境と充実した設備

厚くしてくださるため、在学中に夢に近づくことができます。

緑に囲まれた校舎と 2 階建ての体育館、整備された大小 2 つ

そのため入学時には何の目標もなかった私ですが、今では具体

のグラウンドと多目的室内練習場があります。校舎内にはパソ

的な目標を持って日々過ごすことができています。今年は目指

コン、視聴覚機器も充実しており、時代に合った教育環境にあ

してきた職に就けるよう夢実現に向かって頑張ります。

ります。さらに、廊下などには有名絵画も飾られ、芸術色豊か

【総合学科２年】

な雰囲気のある校舎となっています。

１年次の「産業社会と人間」の授業で、自分の将来や進路に
ついて深く考えることができました。私は理数系の科目が得意

一人一人の可能性を開く進路指導

で、大学でどのようなことが勉強につながっているか調べ、興

本校では、自己の進路について明確な目的意識を持たせ、目

味がわいたのです。身延高校は豊富な選択科目や少人数授業な

標実現のためにたゆまぬ努力を重ねる生徒を育成しています。

どで一人ひとりをしっかりサポートしてくれます。２年次にな

生徒の進路は大学、短大、専門学校、就職と多岐にわたってい

った現在は、より進路を意識して勉強し、夢を叶えられるよう

ますが、どのような進路希望にも充分に対応可能です。進路講

に力をつけていきたいです。

演会、宿泊学習会、進路ガイダンス、先輩の話を聞く会、課外

【総合学科２年】

授業、公務員試験対策講座など、多くの行事があります。

私は俳優になりたいという夢を叶えるため、文化や言語に触

これらの行事を通じて、自分に適した進路を発見し、それを

れられる科目を多く選択しています。授業では適度な緊張感の

実現させることで、卒業式に全員が達成感を持って本校を巣立

中、楽しく学ぶことができる環境があり、生徒と同じ目線で向

っていけるように、誠心誠意サポートしています。

き合ってくれる先生方がいます。こんな環境で学ぶことができ
ることに感謝し、夢の実現に向けて、まずは大学受験から頑張

多方面で活躍する部活動

っていこうと思います。

本校では、ほとんどの生徒が部活動に参加し、恵まれた環境

卒業生の進路状況

のなか毎日の練習に取り組んでいます。
運動部では、男子ソフトボール部、陸上競技部、カヌー部、

平成２９年度卒業生の主な進学・就職先

が関東大会やインターハイ、国体に出場する活躍をしています。

山梨大学 山梨県立大学 都留文科大学 山形大学 前橋工科

文化部では、家庭クラブや吹奏楽部が地域に根ざした活動をし、

大学 健康科学大学 帝京科学大学 山梨学院大学 山梨英和

美術部が全国総合芸術文化祭での実績を重ね、演劇部は関東大

大学 桜美林大学 明星大学 大正大学 城西大学 東京工芸

会で上位に入る実績を誇ります。

大学 東京福祉大学 東京女子体育大学 横浜商科大学 千葉

学校行事
４月 入学式
スタディーサポート
特進オリエンテーション
５月 高校総体
特進進路学習会
６月 定期テスト
学園祭（身高祭）
７月 防災サマーキャンプ
８月 スタディーサポート
９月 定期テスト
生徒会役員選挙
上級学校・職場見学会

10 月 教養講座
ライフミュージアム
11 月 強歩大会
定期テスト
12 月 修学旅行
１月 スキー教室
２月 総合学科発表会
定期テスト
３月 卒業証書授与式
球技大会
特進進路学習会

工業大学 静岡産業大学 静岡福祉大学 常葉大学 上武大学
法政大学 成蹊大学 帝京大学 中部大学 秀明大学 日本大
学 大東文化大学 東海大学 東京情報大学
山梨学院短期大学 帝京学園短期大学 常葉短期大学 山梨
県立産業技術短期大学校 山梨県立宝石美

大学

41 名

短大

4名

専修

22 名

身延町役場 峡南広域行政組合消防本部

就職

22 名

海上保安庁 メッツ身延工場 アリメント

術専門学校 甲府看護専門学校 山梨秀峰
調理師専門学校 大原学園甲府校

工業 日本軽金属蒲原製造所 百葉の会
テルモ富士宮工場
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