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情 報 配信中
飛龍高等学校ホームページ
飛龍高校の各種イベントや入試情報など、最新情報を
配信しています！

Instagram 公式アカウント
生徒の学校生活の様子や飛龍高校ならではの魅力など
随時配信していきます。

飛龍高等学校

〒410-0013 静岡県沼津市東熊堂491
Tel: 055-921-7942 Fax: 055-924-6998
Email: info@hiryu.ed.jp

学校法人沼津学園

飛龍高等学校

夢 を 実 現 させるドラ マ 。

夢ドラしようよ！

ことに重点をおいて高校を選びました。
私たち が 普 段 見 てい る 2 時 間 ほ ど の 映 画 は 、様 々

修学
旅行
eスポーツ

な登場人物がいて、ハラハラしたり感動したり
涙 を 流 し た り …。見 終 わ っ た 後 に 爽 快 感 が あ っ て
見て良か っ た な と いう 映 画 が 私 は 大 好 き で す 。
高校３ 年 間 の 映 画監 督 は 私 た ち で す 。
夢を実現させるドラマを完成させるのはあなた
自身なの で す 。
飛 龍 高 校 は、そ の 舞 台 と し て 最 大 限 の サ ポ ー ト
をしてく れ ま す 。
さ あ、個 性 あ ふ れ る 友 人 た ち と 一 緒 に 青 春 の 活 動
写真を撮りましょう。

生徒会長

山下

依花

（沼津市立門池中学校出身）
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いひぎり
祭

全 総合探究
国
大会出場

資格取得

私は高 校 生 活 を 楽し み な が ら 将 来 を 考 え る と いう

公務員
講座

高校で の ３ 年 間 は長 い よ う で あ っ と い う 間 で す。

部活動

日本一の挨拶

国家試験
合
格
校外研修

体育大会
HIRYU HIGH SCHOOL
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夢を叶える

目

4 つのステージ

次
P1 ……… 生徒会長の挨拶
P3 ……… ４つのステージ・目次
P5 ……… 総合スポーツコース
P7 ……… 未来クエストコース

充実した３年間を過ごすために… 一人ひとりの未来のために…
あなたが輝くステージはきっとここにある！

P9 ……… フードクリエイターコース
P11 …… 自動車工業科

１年生

２年生

３年生

希望の進路（一例）

P13 …… 進路実績
P15 …… 新入生のメッセージ

総合スポーツ

四年制大学・短期大学

スポーツ進学

コース

P5

▶

スポーツ・医療・看護系専門学校
▶

スポーツ

２年次より「スポーツ進学」か「スポーツ」のいずれかの系列

プロスポーツ選手
公務員（消防士・警察官・自衛官など）
就職（事務・製造・販売など）

を選択します。

P16 …… 夢を叶えた卒業生
P17 …… New Actions! 〜新しい取り組み〜
P19 …… 部活動紹介
P21 …… 運動部

３年間、運動部に所属することが原則です。

進学

P23 …… 文化部・施設紹介

普

四年制大学・短期大学

通

未来クエスト

科

コース

P7

（保育科・福祉科など）

こども・福祉
▶

▶

ITデザイン

２年次より「進学」
・
「こども・福祉」
・
「ＩＴデザイン」
・
「キャリアデザイン」のいずれかの系列を選択します。

P25 …… 年間行事・Q&A

保育・福祉・情報・美容系専門学校
公務員（消防士・警察官・自衛官など）
就職（事務・製造・販売・医療・介護など）

キャリアデザイン
四年制大学・短期大学（栄養科など）

フードクリエイター
コース

P9

▶

２年次より「リトルシェフ」か「リトルパティシエ」の

自動車工業科
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P11

３年次より「エンジニア」か「メカニック」のいずれかの
系列を選択します。

▶

リトルパティシエ

いずれかの系列を選択します。

自動車工業科

調理・製菓系専門学校

リトルシェフ

▶

国家試験合格
（２年生修了時）

自動車大学校
▶

メカニック

調理・製菓など）

四年制大学・短期大学（工業系など）

エンジニア
▶

就職（事務・製造・販売・

就職（事務・製造・販売・
自動車整備など）

HIRYU HIGH SCHOOL
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自分の可能性を追求したいあなた…心身ともに健やかであれ！
普通科

総合スポーツコース
スポーツ進学

2年次から選択

スポーツ進学系列の進路実績（令和２年度）
その他 2.1%（1人）※

公務員 8.3%（4人）
就職

16.7%
（8人）

専門学校

14.6%
（7人）

※プロ格闘家志望

大学

（四年制）

56.2%
全48名

短期大学 2.1%（1人）

卒業生インタビュー

（令和２年度卒業生 レスリング部 北海道札幌市立向陵中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？
高校では部活動で全国大会に出て活躍したい目標が
あったので、飛龍高校を選びました。部活動中心の生
活ではありましたが、大学でもレスリングを続けたい
と考えていたので、文武両道を掲げる総合スポーツコースで同じ志を持つ仲間
と刺激し合いながら生活できたのは、大きな財産となっています。

在校生に一言お願いします！
僕のように、親元から離れて寮生活を過ごしている生徒は多いと思います。生
活のほとんどを自分の力で行わなければならないので、親のありがたみがとても
わかると思います。同時に、寮生活３年間で身についたものは、今とても役に立っ
ているので、体調管理に気をつけて悔いのない高校生活を送ってください。

HIRYU HIGH SCHOOL

四年制・
短期大学

早稲田大学・中央大学・藤田医科大学・法政大学・日本大学・中京大学・
東洋大学・東海大学・神奈川大学・拓殖大学・帝京平成大学・山梨学
院大学・常葉大学・静岡産業大学・京都光華女子大学短期大学ほか

専門学校

静岡県立看護専門学校・下田看護専門学校・東海医療技術専門学校・
東海医療学園専門学校・東京電子専門学校・専門学校浜松医療学院・
東京スポーツレクリエーション専門学校ほか

職

公務員

伊勢ケ浜部屋 ( 相撲 )・アイリスオーヤマ・三菱電機・靜甲・中央電工・
医療法人社団緑祐会ほか

ありません。必要なのは、３年間やり遂げることができる意志の強さと誰にも負けないくらいそのスポーツに情熱を注ぐことができるかとい
うことだけです。高校生活はあくまでも通過点であり、大切なのは卒業後、自身の希望進路に進み、将来的に目標を達成できるかです。
総合スポーツコースでは、３年間を通して、文武両道を基本とした学習指導を行い、あなた自身が秘めている可能性を追求します。スポー
ツを通して培った力を生かして自身に合った進路を見つけましょう！

スポーツ
基礎学力の向上を中心とした授業を行うことで、幅広い進路選択に対応します。
様々な校外研修を体験することで心身を鍛え、健全な体と心を養います。
集団行動を通じて協調性や自立心を養い、現代社会に適応した人材を育てます。
３年間、運動部に所属することが原則です。

POINTS

スポーツ系列の進路実績（令和２年度）

主な進路先（令和２年度）

その他2.6%（2人）※

就職
24.7%

（19人）

専門学校
23.4%
（18人）

独立行政法人国立印刷局・駿東伊豆消防本部・静岡市消防局

在校生インタビュー

小川 潤大さん 中央大学 経営学部 経営学科進学
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主な進路先（令和２年度）

就

（27人）

の先輩方が築き上げてきた伝統と情熱ある指導者、そして可能性を秘めたあなたたちの飽くなき探究心による結晶です。中学時の実績は関係

2年次から選択

文武両道を基本とし、部活動に励みながら将来の目標達成のための進路の道を探究します。
トップアスリートを目指すとともに、自分の可能性を伸ばし、挑戦する前向きな心を養います。
難関大学、体育系の大学への進学を目指し、文系と理系に分かれ、進路の選択肢を増やします。
３年間、運動部に所属することが原則です。

POINTS

静岡県内では、スポーツの飛龍高校と認知されているように、毎年インターハイや選手権大会に出場し、多くの選手が活躍しています。ま
たメダリストをはじめ多くの競技でオリンピック選手やプロ選手を輩出するなど、夢を実現させた卒業生も大勢います。これらは全て、歴代

※プロボクサー志望

（３年 富士宮市立第三中学校出身）

飛龍を選んだ理由を教えてください！
２つ上の姉が飛龍高校に通っていたため、学校の様
子を色々聞くことができました。先生方の面倒見がよ
く、進路に対して親身になってサポートしてくれると
いうことを聞いて進学を決めました。水泳部に所属していますが、室内水泳場
があるため、年間を通して最高のコンディションで練習できることも決め手で
した。

どのような学校生活を送っていますか？
明るく活発な生徒が多いです。男女の仲も良く、休み時間は和気あいあいとし
た雰囲気で楽しく過ごしています。学業に関しては、最終学年で特に進路に影響
するため、部活動と同じぐらい集中して授業を受けています。

日本大学・国士舘大学・関東学院大学・国際武道大学・神奈川大学・
中京大学・日本文化大学・産業能率大学・帝京科学大学・帝京平成大学・
白鴎大学・千葉科学大学・静岡産業大学ほか

専門学校

下田看護専門学校・東海医療学園専門学校・専門学校白寿医療学院・
大阪社体スポーツ専門学校・日本ウェルネススポーツ専門学校ほか

大学

（四年制）

49.3%
（38人）

就

職

アイリスオーヤマ・日本製紙・田中司法書士事務所・ＴＨＫインテッ
クス・いなば食品・日本エコシステムほか

全77名

卒業生インタビュー

木村 和紗さん

四年制・
短期大学

在校生インタビュー

秋山 青海さん 専門学校浜松医療学院
アスレティックトレーナー学科進学
（令和２年度卒業生 バレーボール部 富士市立大淵中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？
中学生の頃は、部活動で怪我をすることが多く、万
全の状態でプレーできることはほとんどありませんで
したが、高校では、まず怪我のケアから始まり、怪我
と向き合いながら部活動に取り組むことができました。その結果、11 月の選手
権大会まで納得のいく状態で試合に臨むことができたことは良かったです。

在校生に一言お願いします！
私が専門学校進学を決めた理由は、私のように怪我で満足に運動をできない
選手のサポートを行いたいと思ったからです。高校での３年間は様々な経験を
積んで、自分の進路につなげることができる期間です。色々なことに挑戦して
自分の可能性を広げてください。

堀田 珠愛さん
（１年 富士宮市立大富士中学校出身）

飛龍を選んだ理由を教えてください！
私が飛龍高校を選んだ理由は、１年生のときにじっ
くりと自分の適性を探して、進級できるシステムに魅
力を感じたからです。柔道を続けながら将来の進路を
考えたかったので、両立できる総合スポーツコースを選びました。

どのような学校生活を送っていますか？
通学に時間がかかるので大変ですが、その分朝に強くなり、時間に余裕を持っ
て行動する意識がつきました。クラスは授業と休み時間のメリハリがついてお
り、明るく楽しい学校生活を送ることができています。

HIRYU HIGH SCHOOL
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高校３年間は様々な体験を経て、人間的に成長する場であり、次のステップアップのためには欠かすことのできない重要な

夢を見つける！夢が見つかる！
普通科

未来クエストコース

たことは少なくないと思います。
未来クエストコースの特色は、１年次に自分と向き合い、適性を模索しつつ、２年次からそれぞれの学習に専念することが
できるところです。総合探究や校外研修、各種資格への挑戦等、様々な体験を経て、進学から就職まで幅広い進路選択をする
ことが可能です。

2年次から選択

2年次から選択

2年次から選択

2年次から選択

進

こども・福祉

IT デザイン

キャリアデザイン

学

POINT

準備・計画・体験を基に、将来の展望
を明確にし、適性に合った大学・専門
学校への進学を後押しします。

未来クエストコースの進路実績（令和２年度）
その他 6.6%（5人）
大学

公務員 2.6%（2人）

就職

専門学校

（34人）

（22人）

四年制・
短期大学

日本大学・上武大学・和光大学・相模女子大学・淑徳大学・常葉大学・
静岡産業大学・静岡英和学院大学・日本大学短期大学・フェリシアこ
ども短期大学ほか

専門学校

小澤高等看護学院・専門学校白寿医療学院・横浜リゾート＆スポーツ
専門学校・東京モード学園・バンタンクリエイターアカデミー・専門
学校静岡電子情報カレッジ・静岡産業技術専門学校・沼津情報ビジネ
ス専門学校ほか

29%

就

全76名

付属の幼稚園や特養施設との交流を経て
実体験を積み、卒業後、上級学校での資
格取得に向けた準備を整えます。

主な進路先（令和２年度）

17.1%

44.7%

HIRYU HIGH SCHOOL

POINT

（四年制・短大）
（13人）
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時期です。でも現実的には、まだやりたいことが見つからない、自分にはどのような職業が向いているのかわからないといっ

職

花王コスメプロダクツ・田子重・ウシオ電機・長岡リハビリテーショ
ン病院・百葉の会・五十嵐水産・ヤマダホールディングス・日本製紙・
エリエール・太平洋ゴルフサービスほか

公務員

自衛隊自衛官候補生・自衛隊一般曹候補生

その他

プロボクサー志望・進学準備ほか

多様化するマルチメディアの学習を通して
ICT に関する興味を深め、クリエイティブ
な人材となるための基礎力を育てます。

POINT

卒業生インタビュー

総合探究や校外研修を通して、自分の
目標を模索し、可能性を広げることで
幅広い進路選択に対応します。

POINT

在校生インタビュー

登内 豪さん 常葉大学 経営学部 経営学科進学
（令和２年度卒業生 沼津市立愛鷹中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？
高校２年生の１学期までは、正直卒業後の進路につ
いて深く考えることはありませんでしたが、２年生の
半ばから進路ガイダンスやインターンシップを経て進
路に向き合う機会が増えたことから真剣に考えるようになりました。その際、
担任や進路の先生たちは親身になって遅い時間まで相談に乗ってくれて、精神
的に支えてくださったことは本当にありがたかったです。

在校生に一言お願いします！
大学では、パソコンを使って授業を受けたりレポートを作成したりするので、
高校在学中に取得した情報の検定が活用できていることを実感できます。高校
生活では、将来のために資格や検定に挑戦することをお勧めします。

望月 春菜さん
（１年 富士市立田子浦中学校出身）

飛龍を選んだ理由を教えてください！
秋の体験入学に参加して未来クエストコースの説明
を聞き、自分に合ってると感じたため、入学を決めま
した。学校の雰囲気も、思っていた以上に明るく落ち
着いた感じを受けたので体験入学に足を運んで正解でした。

どのような学校生活を送っていますか？
高校では中学校にはない部活動に入ろうと決めていました。体験入学のとき
にも参加したｅスポーツ部に入部して放課後は毎日楽しく活動しています。２
年生からは４つの系列に分かれて勉強をするので、今は自分がどの系列に向い
ているのか先生方に相談している最中です。
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食べる専門？から料理好き！まで…Let s cook and eat！
普通科

フードクリエイターコース

2年次から選択

POINTS

リトルシェフ
日本料理や中国料理からフレンチ＆イタリアンまで和・中・洋の基礎から応用まで学ぶことができます。
現役調理師から直接指導を受けることができるため、料理に関するあらゆる疑問はその場で解決できます。
多様なキャリアアップ研修をこなすことで、シェフとしての感性を刺激し、創作意欲を高めます。
各種検定にチャレンジすることで、実践的な知識を身につけ、技術力の向上を実感できます。

私たちが生きていく上でなくてはならないもの…それは食べることです。フードクリエイターコースでは、食べたり作った
りすることを通して、栄養素、衛生面、防災、食文化など幅広い技術と知識を身につけることができます。また最近話題の
SDGs やフードロスなどの環境問題に対しても詳しく学び、解決に向けて積極的に取り組んでいます。そして、多くの校外研
修を通して視野や興味を広げ、卒業後の進路の選択肢を増やすことが期待されています。
食べることが大好きな

食いしん坊 、調理技術を身につけたい人、飲食業に就くために専門学校進学を考えている人、栄養

士の資格取得を目指して大学進学を考えている人、料理好きならみんな大歓迎です！

リトルシェフ インタビュー
卒業生インタビュー

在校生インタビュー

井吹 怜央さん
（令和２年度卒業生

沓間水産株式会社
沼津魚がし鮨グループ就職

瀬戸 隆麻さん

沼津市立片浜中学校出身）

（３年 沼津市立愛鷹中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？

飛龍を選んだ理由を教えてください！

元々料理を作ったり食べたりすることが好きだった

実家が飲食店を営んでおり、私もゆくゆくはお店を

ので、飛龍高校を選びました。毎週の調理実習では、

継ぎたいと考えていたことと、部活動が盛んでバレー

グループ内で協力して料理を作るので、色々な意見が

部に入部希望だったことも入学のきっかけになりま

飛び交ってやりがいがあります。教えてくださる先生方のアドバイスも分かり

した。

やすく適格でよかったです。

どのような学校生活を送っていますか？

在校生に一言お願いします！

食物検定１級を目指して調理技術を磨いています。検定の勉強をする過程で
技術や知識を身につけることができるので、集中して取り組んでいます。卒業

私は現在寿司職人として働いていますが、先輩職人の技術を見よう見真似で

後は調理師免許を取得するために専門学校へ進学する予定です。

勉強しています。フードクリエイターコースの調理実習では外部のプロ講師の
先生も来てくださるので、疑問点はどんどん質問をして技術力を身につける努
力をすれば、後々楽になると思います。

フードクリエーターコースの進路実績（令和２年度）
四年制大学・
短期大学進学 12.8%（6人）

その他

14.9%

主な進路先（令和２年度）
四年制・
短期大学

（7人）

2年次から選択

POINTS

リトルパティシエ

就職

期大学部 (２名 )・静岡福祉大学
武蔵野調理師専門学校・中央歯科衛生士調理製菓専門学校・中央調理

専門学校

専門学校

（17人）

現役活躍中のパティシエたちから製菓製パンに関するすべての技術や知識を学ぶことができます。
県内唯一のプロ仕様最新設備の製菓実習室で、個々のレベルに合わせた菓子づくりを体感できます。
多様なキャリアアップ研修をこなすことで、パティシエとしての感性を刺激し、創作意欲を高めます。
各種検定にチャレンジすることで、実践的な知識を身につけ、技術力の向上を実感できます。

製菓専門学校・横浜こども専門学校・日本医歯薬専門学校・沼津情報
ビジネス専門学校ほか

36.2% 36.2%
（17人）

静岡産業大学・国立清水海上技術短期大学校・常葉大学・日本大学短

就

全47名

職

その他

沼津魚がしグループ・ヤヨイサンフーズ・日清医療食品・あきんどス
シロー・食鮮館タイヨー・清風会芹沢病院・酪農王国オラッチェほか
進学準備ほか

リトルパティシエ インタビュー
卒業生インタビュー

在校生インタビュー

服部 真季さん

ビジョナリーアーツ専門学校
製菓カフェ専攻進学

（令和元年度卒業生 神奈川県小田原市立城南中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？

飛龍を選んだ理由を教えてください！
家で料理やお菓子を作ることが好きなので、高校で

ションのことで盛り上がることが多かったです。将来

は授業として本格的に学びたいと思い、体験入学に参

で、地元のケーキ屋でアルバイトをして夢を叶えるために勉強していました。

HIRYU HIGH SCHOOL

（１年 伊豆の国市立大仁中学校出身）

クラスは女子生徒が多かったので、料理やファッ
はパティシエになってお店を開きたいと思っていたの

9

鈴木 彩生さん

加しました。体験授業で先輩方が手際よく料理を仕上
げていく腕前に感動し、私も同じようになりたいと思い、入学を決めました。

在校生に一言お願いします！

どのような学校生活を送っていますか。

製菓の実習は、ケーキから和菓子までジャンルを問わずにプロの講師から教

フードクリエイター独自のカリキュラムによって、調理技術や知識を身につ

わることができたので、とても勉強になりました。また、他のコースよりも校

けることができるため、効率良く勉強することができています。２年次にはリ

内外で実施するキャリアアップ研修が多く、充実した学校生活を送ることがで

トルパティシエ系列の選択を考えているため、ライフカルチャー部に入って放

きる点が魅力的だと思います。

課後もお菓子作りに励んでいます。

HIRYU HIGH SCHOOL
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自動車大国ニホンの未来を支える若き力！
自動車工業科

3年次から選択

POINTS

自動車工業科
エンジニア
２年次までの学習を踏まえ、電気・電子・ＡＩを使った情報ネットワーク等の多種多様な知識、技能について学習します。
ハイブリッド講習を通して、低圧電気の作用や安全性を学び、電気自動車の構造について理解を深めます。
各種資格取得の過程において、的確な技術力の向上と幅広い知識の習得に努めます。

2020年、新車販売台数世界一のトヨタ自動車や第３位の日産グループに代表される日本の自動車製造技術は、長らく世界の最
先端を走り続け、その根幹にあるのは常に安心・安全を追求し、供給している日本の技術者たちです。
飛龍高校自動車工業科は自動車大国ニホンの未来を背負って立つ技術者の育成に貢献している学科です。２学年修了時に自動
車整備士３級の国家資格100％取得を目指し、創立以来無事故を誇る安全面のもと、広大な実習場にて日々技術と知識を身につ
けています。時代とともに機械から電子化に移り変わっていく自動車整備技術にも対応した実習を行う一方で、板金技術のよう
に人間の手を必要とする職人作業もプロの講師を招いて習得できる伝統の科です。

エンジニア インタビュー
卒業生インタビュー

在校生インタビュー

草ケ谷 祐人さん

ホンダテクニカルカレッジ関東
一級自動車研究開発学科進学

佐藤 愛理さん

（令和２年度卒業生 三島市立中郷西中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？

飛龍を選んだ理由を教えてください！

実習が中心の学校生活でした。好きなことに集中し

私は自動車関連の職業に興味があったので、体験入

て取り組める環境だったので、毎日がとても充実して

学に参加して進学を決意しました。好きなことを授業

いました。私は自動車の構造や開発に興味があったの

として学ぶことができる環境はとても魅力的に感じま

で、プロの講師の方から説明を受けたり技術を目の当たりにすることができた

した。卒業生も技術者として多くの自動車工場や販売店で活躍しているという

りして良い経験になりました。

話を聞いて自分も頑張ろうと思いました。

在校生に一言お願いします！

どのような学校生活を送っていますか？

当時は先生方の指導が厳しいと感じていましたが、私たちの安全のために指

覚えることが多くて大変ですが、とても充実した毎日を過ごしています。ま

導してくださっていたことに感謝しています。自動車工業科では、実益のある

ずは国家３級整備士試験合格という目標に向かって知識を身につけ、技術を高

資格が沢山取れるので、自分の技術力を高めたり知識を深めたりするためにも

めていきたいと思います。他にも自動車工業科では資格が取得できるので、で

挑戦してください。

きる限り挑戦していきたいです。

自動車工業化の進路実績（令和２年度）
四年制大学 2.9%（1人）
短期大学 2.9%（1人）

就職

3年次から選択

POINTS

メカニック
2 年次までの学習を踏まえ、自動車整備士としての知識・技能について更に学習します。
自動車に搭載されたコンピュータに関する学習を通して、整備技術の変化に対応した技量を身につけることができます。
各種資格取得の過程において、的確な技術力の向上と幅広い知識の習得に努めます。

（１年 三島市立山田中学校出身）

44.1

%
（15人）

主な進路先（令和２年度）
四年制
大学
専門学校

専門学校

50.0%

就

（17人）

職

高千穂大学
富士メカニック専門学校・トヨタ東京自動車大学校・静岡工科自動車
大学校・ホンダテクニカルカレッジ関東ほか
ネッツトヨタ・ダイハツ・いすず・スバル・ホンダカーズ・SG モータース・
日本空調サービス・ジャトコほか

全34名

メカニック インタビュー
卒業生インタビュー

在校生インタビュー

岩瀬 未夢さん

株式会社 ホンダカーズ静岡就職

（令和２年度卒業生 富士宮市立第一中学校出身）

小林 奏希さん
（３年 沼津市立第四中学校出身）

どのような学校生活を送っていましたか？

飛龍を選んだ理由を教えてください！

女子が少ない学科なので、入学直後は不安な気持ちで

幼い頃から自動車が好きだったので、それがきっか

いっぱいでしたが、車好きが集まっているので共通の話

けで自動車について学ぶことができる飛龍高校に進学

題が多く、自然と打ち解けられるようになりました。自

を決めました。体験入学にも参加し、実習場内で実際

動車部で皆と協力して組み立てた自動車を走らせたときは胸が一杯になりました。

にハンドルを握って車を運転するという、他の学校では経験できない体験授業

在校生に一言お願いします！
家から学校まで距離があるため、通学するのは大変でしたが、電車の時間を

も決め手でした。同じ趣味や目標を持つ生徒が多いので、皆とはすぐに打ち解
けることができて良かったです。

利用して勉強をしていました。座ることができれば意外と集中できたので、通

どのような学校生活を送っていますか。

学時間が長い人にはお勧めです ( 笑 )。飛龍高校は運動部だけでなく、文化部も

２年生までは、とにかく国家試験合格を目指して集中して勉強をしていまし

盛んに活動しているので、仲間と一緒に思い出を作るためにも部活には入った

た。クラス全員が試験を受けるので、一緒に勉強したり、互いに教え合ったり

方がいいと思います。

して良い雰囲気で合格に向けて取り組むことができました。卒業後は、更に上
級の資格取得に挑戦したいと考えているので、今は進学先を決めるために何校
かオープンキャンパスに参加する予定です。

11

HIRYU HIGH SCHOOL

HIRYU HIGH SCHOOL

12

希 望 進 路 実 現 に 向 け た 取り 組 み

希望進路実現に向けた進学・就職指導

進 路 実 績

夜学講座・進学講座
大学進学・医療系専門学校合格に向け、早い段階から意識付けを徹底し、計
画性を持って物事に取り組む姿勢を身につけるための講座です。夜学講座は、

文武両道・実学の飛龍として、高い意識や明確な目標を持つ生徒が集まるなか、近

その他

部活動が終わった後から参加できるため、効率良く無駄のない学習が可能です。

5.3%

進学講座は、未来クエストコースの生徒で２年次から進学系列を選択した生

年進学率の上昇が顕著にみられます。このことは、運動を通して忍耐力や向上心を養い、

徒を中心とした放課後学習で、進学に向けて基礎から応用まで着実に力をつけ

目標達成まで計画を立てて遂行するという一連の流れを、卒業後の自分のビジョンに

大学

も反映させることができる生徒が数多くいるため、必然的に進学率の上昇に結び付く

就職

のではないかと推察されます。

35.1%

また、本校はスポーツコースの他にもフードクリエイターコース、自動車工業科と
いった特色ある科・コースがあるため、目的意識を持って学校生活を送る生徒が大勢

ることができます。

（四年制・短期）

います。三年間で即戦力となることができる技術力や豊富な知識を身につけて次のス

30.9%

専門学校

テップアップに臨むことができます。

28.7%

一方で、やりたいことや目標を探すために本校を選択した生徒も多くいます。総合

対象となる資格・検定の一覧（令和３年度）

資格取得奨学制度

科目

規定の資格や検定級の合格者に対して、奨学制度とし

英語

て受験料を全額補助する制度を令和３年度から取り入れ
ました。飛龍高校では、特色ある科・コースの中から、

探究や校外研修、進路ガイダンス等、様々な学校行事を経て卒業後、自分がどのよう
な進路に進むべきかを模索し、実行するサポート準備もできています。

令和２年度 卒業生進路状況

希望進 路実現に向けたサポート

数多くの資格に挑戦することが可能です。進学・就職問
わず、この制度によって、資格受験者の人数増加と学習

国語
情報

意欲を高めることを目的としています。
芸術

皆さん、大切な試合の直前や試験当日にバタバタした経験はありませんか。高校三年間は部活動や学習、仲間との触れ合いを経て人間的

家庭

に大きく成長していく大事な時期です。そして、その過程の中で卒業後の自分の進路を定め、最終的には希望進路に進むために全員が何ら

自工

かの形で筆記試験や面接試験を受けることになります。重要なのは、その日に至るまでの準備、計画がしっかりとできていたかどうかです。
本番当日に頭を抱えているようでは良い結果を期待することはできません。

資 格・検 定
級
受験料
実用英語技能検定（英検） 準２級〜１級
5,400〜12,600
TOEIC
6,490
英検準２級
TOEFL
US$245
同レベル以上
GTEC
（CBT）
9,720
日本漢字能力検定（漢検） 準２級〜１級
2,500〜5,000
日本語ワープロ検定
3,000
１級
情報処理技能検定-表計算3,000
Mos word
8,580（学割）
Mos excel
8,580（学割）
日本書写技能検定-毛筆２級〜１級
4,000〜7,000
日本書写技能検定-硬筆２級〜１級
3,500〜6,500
食物調理技術検定
１級
2,000
危険物取扱者資格-乙種- 各類（１〜６類）
各4,600
危険物取扱者資格-甲種6,600

公務員講座・インターンシップ

飛龍高校では、生徒全員の希望進路実現に向けて 準 備・計 画・体 験 のサポートを重点的に行っています。

高校卒業時に公務員を目指す需要が年々高まるなか、専門学校の講師や現役

準

備

★夜学講座
★放課後進学講座

計

＋

★面接・論文指導

画

★進路ガイダンス
★公務員講座
★就職ガイダンス

体

＋

験

★大学・専門学校見学
★インターンシップ
★ハイブリット講習

の警察官、自衛官等を招いて、公務員としての在り方から、公務員試験合格に
向けた講座や面接指導を希望者に向けて重点的に行います。現役公務員の生き
た情報を得ることができる貴重な講座です。
インターンシップは、職業体験を通して、自分の適性を模索する取り組みで、
２年次に行います。将来、自分がなりたい職業を体験することで目的意識や学
習意欲を高めることが狙いです。

令和２年度

主な進路実績

四年制大学（79人）

卒業生インタビュー

早稲田大学・中央大学・法政大学・藤田医科大学・日本大学・東洋大学・中京大学・東海大学・神奈川大学・相模女子大学・国士舘大学・
山梨学院大学・拓殖大学・高千穂大学・新潟医療福祉大学・神戸医療福祉大学・関東学院大学・京都芸術大学・国際武道大学・
帝京平成大学・帝京科学大学・常葉大学・静岡産業大学・静岡福祉大学・静岡英和学院大学ほか

大村 晃央さん

卒業生インタビュー
早稲田大学 社会科学部
（令和２年度卒業生 浜松市立三方原中学校出身）

短期大学（８人）

静岡市消防局
（令和２年度卒業生 伊東市立南中学校出身）

生徒会長として、仲間と協力して

私は幼い頃から消防士になること

国立清水海上技術短期大学校・日本大学短期大学・湘北短期大学・高山自動車短期大学・フェリシアこども短期大学ほか

様々な学校行事に携わり、充実した高

が夢だったので、部活動も勉強も両

専門学校（81人）

校生活を送ることができました。早い

立できる飛龍高校を選びました。公

段階から希望進路が定まっていたた

務員講座では実際に現役の消防士の

め、進路課の先生と相談して、計画的

方から、詳しい仕事内容や、試験や

に学習に取り組むことが出来ました。

面接に向けた対策を伺うことが出来

静岡県立看護専門学校・下田看護専門学校・小澤高等看護学院・東海医療技術専門学校・白寿医療学院・横浜医療秘書歯科助手
専門学校・日本医歯薬専門学校・横浜こども専門学校・大原公務員医療観光専門学校・武蔵野調理師専門学校・中央調理製菓専
門学校・中央歯科衛生士調理製菓専門学校・静岡産業技術専門学校・静岡デザイン専門学校・沼津情報ビジネス専門学校・トヨ
タ東京自動車大学校・静岡工科自動車大学校・ホンダテクニカルカレッジ関東ほか

就職（99人）
独立行政法人国立印刷局・駿東伊豆消防本部・静岡市消防局・陸上自衛隊・アイリスオーヤマ・三菱電機・中央電工・靜甲・日本製紙・
田中司法書士事務所・花王コスメプロダクツ・長岡リハビリテーション病院・魚がし鮨・ヤヨイサンフーズ・スシロー・食鮮館
タイヨー・ネッツトヨタ・ダイハツ・いすゞ自動車・ＳＧモータース・ホンダカーズ・ジャトコほか
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太田 陽さん
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一人で勉強することが苦手なので、夜学講座はとても助かり

たりしたので、とても参考になりました。剣道部では、技術

ました。寮に戻っても、自習室で仲間と一緒に勉強すること

力の向上とともに挨拶を基本とした礼儀作法を学ぶことがで

ができたので、私にとっては良い環境で受験に取り組むこと

きたので、今後に生かすことができると思います。学校全体

が出来て良かったです。

として、希望進路実現に向けたサポートがしっかりしている
と実感できました。

HIRYU HIGH SCHOOL
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夢
を
叶 え た
卒 業 生

新入生のメッセージ
入学して早いもので３ヶ月が経ちました！
高校生活にはそろそろ慣れてきたでしょうか？
新入生のナマの声を聞いてみましょう！

から後輩へ一言！

「野球」阪神タイガース

部活動や勉強でもやりがいを感じ、
自分にあった高校だと改めて
感じました。 （野球部男子）

寮で生活しているので、
親のありがたみが
分かりました。
（水泳部男子）

担任の先生や教科の先生が
とても優しく教えてくれて、
とても楽しい学校だと
思いました。 （男子）

今度会ったら
感謝の気持ちを
伝えよう！

まだ慣れずに不安なことが
ありますが、 友達関係では
十分満足しています。 （女子）

佐藤 蓮さん

夏くらいに新しい製菓室が
完成するそうなので、 そこで
お菓子を作るのが今から
楽しみ！ （女子）

設備が整っていて
授業や実習に
集中できる環境が
ありがたいです。 （女子）

夢に向かって
一緒に頑張ろう！

とてもいい雰囲気の中で勉強が
できるので、 自分の夢に向けて
進もうという意識が
深まってきました。 （女子）
15
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指導は厳しいが、
将来の役に立つことを
わかりやすく学ぶことが
出来る。 （男子）

愛知県一宮市立南部中学校出身

三島市立中郷西中学校出身

鈴木 厚太さん

皆の安心・
安全を一番に
考えています！

大盛 穂さん

大阪府大阪市立淀川中学校出身

高校最後の大会では思うような結果を残すことはでき
ませんでしたが、それでも夢をあきらめずに野球を続け
た結果、今の自分があると思っています。何事も “あき
めなければ夢は必ず叶う！”

澤上 竜二さん

奈良県香芝市立香芝中学校出身

高校時代を振り返ると多くの仲間や先生方に支えられ
ていたことを昨日のことのように思い出します。卒業後
はなかなか感謝の言葉を伝える機会を作ることが難しい
ので、卒業前に伝えることができるといいですね。

「サッカー」アスルクラロ沼津
後藤 虹介さん

富士市立岳陽中学校出身

©CEREZO OSAKA

「サッカー」アスルクラロ沼津

先輩方もとても
やさしく充実した
学校生活を送ることが
できて楽しいです。 （男子）

「野球」広島カープ

©SEIBU Lions

困ったら何でも
先生や友達に
相談しようね！

毎日が楽しくて仕方ない
です！＆ｅスポーツ最高！
（女子）

充実していると思う。
フードクリエイターコース
独自の授業がとても
楽しい。 （男子）

平井 克典さん

「サッカー」セレッソ大阪

私が学生のときは日本一になって沼津を盛り上げよう
をモットーに一生懸命取り組んでいました。プロの世界
で活躍の場を与えられたことで地元の活性化に貢献でき
ればと思っています。皆さんも地域に貢献できる活動に
は積極的に参加して沼津を盛り上げて行きましょう！

挨拶ができて礼儀正しい
人が多いと思った。
（バスケ部女子）

「野球」西武ライオンズ

富士市立岳陽中学校出身

高 校 時 代 の 仲 間 と は 今 も 連 絡 を 取 り 合 っ て い ま す。
飛龍高校は様々な地域から高い志を持った生徒が集
まってくるので、個性豊かな仲間と最高の思い出を作っ
てください。

「相撲」伊勢ケ浜部屋

©azul claro

健康を第一に考えてください。若いときの古傷はあと
になって響いてきます ( 笑 )。無理をしなければならない
場面は必ず出てくると思いますが、怪我の予防とケアな
ど体の管理はしっかりしましょう。

「相撲」伊勢ケ浜部屋

庵原 一成さん（翠富士） 焼津市立焼津中学校出身

武井 朔太郎さん（熱海富士） 熱海市立熱海中学校出身

高校生のときは先生方に随分ご迷惑をかけてしまいま
した ( 笑 )。でも高校三年間があったからこそ、今の自分
があると実感できています。勉強でもスポーツでも何か
自分が熱中できるようなことを見つけたら全力で取り組
んでください。

飛龍高校は、陽気で面倒見のよい先生方が大勢いると
思います。文化祭で恒例となった先生との寸劇は本当に
楽しかったです。進路についての相談も親身になって聞
いてくださりとてもありがたかったです。何か壁にぶち
当たったら何でも相談に乗ってくれると思います。

©azul claro

男子クラスだったので、とにかく騒がしかったですが、
体育大会やスキー実習などはどのクラスにも負けないく
らい情熱を燃やして一致団結したのがいい思い出になっ
ています。三年間はあっという間なので、思い出づくり
に励んでください。

「バスケットボール」ベルテックス静岡

大石 慎之介さん

沼津市立大岡中学校出身

「ボクシング」駿河男児ジム
木村 蓮太郎さん

函南町立函南中学校出身

「ソフトボール」太陽誘電ソルフィーユ

曽根 はん奈さん

静岡市立南中学校出身

©VELTEX SHIZUOKA

高校を卒業して随分たちますが、私立高校の利点は何
年たってもお世話になった先生方に会いに行けることだ
と思います。昔話や仕事の報告、悩みなど何でもいいと
思うので、気軽に訪ねてみませんか？

高校三年間は楽しかった思い出しかありません。クラ
スメイトとも仲良く過ごし、部活動もやりがいがあった
ので、その分苦手だった勉強にも前向きに取り組むこと
ができました。三年間高校生活をとことん楽しみましょ
う！

私はスポーツコースではありませんでしたが、部活動に関しては
特に問題なく参加することができました。クラスも少人数でしたが、
男女問わず仲が良く毎日がとても充実していました。将来の目標が
はっきりしているなら、特色ある科やコースで専門技術を身につけ
ながら部活動に励むのも選択肢としてはありだと思います。

HIRYU HIGH SCHOOL
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制服紹介
当校では季節を問わず、
さまざまなアイテムを組み合わせた

rt
Polo shi
White

コーディネートの制服で
登校・学習ができます。
パーカー・ポロシャツ・短パンは
任意選択となっています。

t
Polo shir e
blu
y
v
a
N

New Actions!

夏服
Summer
Uniform

〜新しい取り組み〜

夏服は、サラッとした涼しさが

生徒一人ひとりの感性を高め、より充実した高校生活を送るための新たな取り組み

魅力のポロシャツにチノパンタイ
プの短パンを合わせたスポーティ
で画期的なデザインです。

総合的な探究の時間（総合探究）
ただ机に向かって勉強するだけじゃつまらない！
クラスの仲間やチームメイトと協力し合って探究

nts
Short pa

kirt
Check s

Blazer
Parker

活動に取り組もう！

冬服
Winter
Uniform

製菓実習室新設
作って食べて笑顔あふれる魅力的なフードクリエイターコースですが、近年、
卒業後にパティシエの道を選択する生徒が増えてきました。そこでご期待に応
えて…県下最大級の最新設備を整えた製菓実習室を新設中です（７月末完成予

冬服は、防寒対策にオシャレ
感を取り込んだパーカー仕様で
す。上に羽織っても良し、今ど
きスタイルで中に着てフードを
出すのも良し！

定！）。インスタ映え間違いなし !? の新しい製菓実習室でお菓子づくりの技術を
磨いてみませんか。
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部活動紹介
Club Introduction

今しか 撮れない
青春の 一枚。
仲間と 感動を
！
分かち 合おう
19
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大きな目標 に向 か って日々 挑 戦！
仲間と一 緒に感動 を 分 かち合 おう！
大きな目標にむかってつらい練習を乗り越え、苦しい

ことも楽しいことも仲間と一緒に共有しながら、日々

挑戦し続ける飛龍の運動部は、あなたにとってかけが えのない財産となり、そこで得た仲間はきっと一生の
宝物になるはずです。

柔道

男子バスケットボール

【 柔の極みへ！ 】

運 動 部
Sports Clubs
硬式野球
【 白球にすべてを賭けて！ 】
主な実績

全国高等学校野球選手権静岡県大会準優勝ほか
本校出身プロ野球選手多数

水泳
高校総体静岡県大会総合優勝 28 回ほか
本校出身オリンピック出場者多数

相撲

21

全国高校総体個人優勝 団体第３位ほか
本校出身大相撲力士多数

HIRYU HIGH SCHOOL

【 小事は大事を生む 】
団体第３位ほか

剣道
【 百花繚乱 】
高校総体静岡県大会第３位（個人・団体）ほか

主な実績

ボクシング
【 心・技・体 】

高校総体静岡県大会優勝ほか
本校出身プロボクサー多数

主な実績

レスリング
主な実績

全国高校総体個人優勝 団体優勝ほか
本校出身オリンピック出場者
（北京オリンピック銀メダリスト）

男子バレーボール

【 静岡から角界に大旋風を巻き起こす！ 】
主な実績

高校総体静岡県大会個人優勝

【 I am a Fighter. 】

【 伝統と実績 】
主な実績

主な実績

【 飛龍魂 】
主な実績

選抜静岡県大会第３位
私学静岡県大会第３位ほか

卓球

主な実績

高校総体静岡県大会優勝
選手権静岡県大会優勝
ほか
本校出身プロバスケットボール選手多数

【 爽やかに軽やかに 】

【 可能性と挑戦 】

高校総体静岡県大会ベスト８
選手権静岡県大会ベスト８ほか

サッカー
【 東部から初の全国へ 】
主な実績

高校総体静岡県大会第３位
選手権静岡県大会
第３位ほか
本校出身プロサッカー選手４名

男子ソフトボール
【 今年も全国制覇！ 】
主な実績

全国高校総体優勝３回

全国選抜大会優勝４回ほか

女子ソフトボール
【 人間力を高める 】
主な実績

卓球の醍醐味であるラリーの応酬を目標に、楽しみながら仲間
同士切磋琢磨に励んでいます。

テニス

女子バスケット
主な実績

【 楽しく、堅実に！ 】

高校総体静岡県大会優勝
選手権静岡県大会優勝ほか

愛鷹運動公園テニスコートで私たちと一緒に爽やかな汗を流し
ませんか？

同

好

会

フェンシング
沼津市はフェンシングのまちＮＵＭＡＺＵとしてフェンシング
普及に力を入れています。高校から新しいスポーツを始めたい人、
大歓迎です。

レクリエーションスポーツ
一つのスポーツにこだわらず、バスケット・バレー・サッカー
等色々楽しみたい人！私たちと一緒にスポーツを楽しもう！

HIRYU HIGH SCHOOL
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FACILITY

施設紹介
飛龍高校で は、皆さんが
学校生活を快 適に過ごすための
魅力的な施設・設備が
整っています！

NEW

知的好奇心を刺激し、
仲間と切磋琢磨できる場所

!

製菓室
県内最大規模を誇るパティ
シエルーム。部屋もケーキも
インスタ映え間違いなし !?

飛龍の文化部は、伝統的な和太鼓から最先端のｅスポーツまで、さま
ざまなジャンルの部活動があります。仲間と一緒に学び合い、競い合い、
切磋琢磨しながら知的好奇心や探究心を刺激しあうことができます。

ｅスポーツルーム
飛龍は運動部だけじゃな
い。需要に答えてゲーミン
グ PC 追加決定！！

ウエイトルーム
国内最大手のゴールドジ
ム監修。筋力＆体力アップ
で勝てる体を作ろう！

農業・園芸
【 自然を身近に感じよう 】

文 化 部
Culture Clubs
自動車
【 ゼロから始めるエコカー製作 】
文字通り、ボディの型どりからエンジンまで、何もないところから自分
たちで組み立てたエコカーで大会上位入賞を目指し、製作・研究・整備の
毎日です。自分好みの車を作ろう！

和太鼓
【 極みを目指して！ 】
土日祝日は公演でさまざまな施設に伺って演奏を披露しています。現在、
コロナ禍によって公演活動は自粛中ですが、毎日の放課後練習では腕が鈍
らないように来るべき日に向けて鍛錬しています。

ライフカルチャー
【 地域社会とともに歩もう 】
ＪＡと協力して産直市で地元農産物を使ったお菓子を手作り販売してい
ます。一度食べたら病みつきになること間違いなし！？
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校内の花壇を整美しています。季節の花を育てることで、生徒や先生方
の心の安らぎに一役買うことができればと日々活動しています。農業ボラ
ンティアも今後計画中です。

音楽（吹奏楽・軽音楽・合唱）
【 音楽を通して感性を高めよう 】
歌が好き、バンドを組みたい、楽器を演奏したい等、音楽に関する活動
をしたいあなた！

模型・ものづくり
【 好きこそものの上手なれ！ 】
手先が器用な人もそうでない人もプラモ好きならぜひ模型部へ。黙々と
自分の世界に没頭するもよし。仲間と協力して大作を完成させるもよし。

美術・イラスト・切り絵
【 芸術に没頭し優雅な時間を過ごそう 】
作品作りは集中力を高め、感受性を養うことができます。完成品は唯一
無二のあなただけの芸術作品です。

和文化（書道・茶道・華道）
【 温故知新 】
古き良き日本文化から、現代に通じる万古不易な礼儀作法を学びます。
同時に伝統を未来に継承すべく日々活動しています。

報道（写真・放送・新聞）
【 真実を未来に残すために 】
その瞬間しか撮れないものを求めて作品づくりに励んでいます。また、
昼休みの放送では、リラックスして食事をとってもらえるように皆さんか
らリクエストがあった音楽をかけて食事の時間に花を添えています。

ｅスポーツ・情報

・・
【 文部両道 】

飛龍はスポーツだけじゃない。昼間は勉強に、夕方はゲームに集中して
充実した高校生活を送っています。もちろん目標は全国大会出場です。

囲碁将棋
【 目指せ！第二の藤井棋士 】
盤面という一つの宇宙のなかで戦略的なせめぎ合いが繰り広げられま
す。ルールがわからない初めての人でも大丈夫。私たちと一緒に楽しく気
ままに囲碁や将棋を指しませんか？

いひぎり寮（女子運動部寮）
二人部屋の綺麗な女子寮。学校まで

不二ヶ嶺寮（運動部寮）
教室まで徒歩１分？学校敷地内にあ

は皆自転車通学しています。

る５階建ての運動部寮です。

自動車工業科実習場

室内水泳場

科学
【 失敗は成功のもと 】
熱心な顧問の先生のもと、私たちと一緒にさまざまな実験をしてみません
か。失敗はマイナスではありません。もしかしたら新しい発見が見つかるか
も !?

ドラマクラブ

【 演劇を通して新しい自分を見つけよう 】
文化祭に発表できる作品をつくるために、放課後に演劇や朗読の勉強を
しています。違う自分を発見したいあなた！私たちと一緒に新しい扉を開
きましょう。

県下唯一の自動車工業科！徹底した

毎朝行われる水温調整で体育の授業

安全管理のもと、安心して高度な技術

も部活動も常に快適な環境で泳ぐこと

を学ぶことができます。

ができます！
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24

“夢ドラ”実現に向けた校内外研修

年間行事 〜ドラマを生む学校行事〜

月
4

4月

入学式
始業式
春の遠足

5月

保護者会総会
中間試験
進路ガイダンス
図書館オリエンテーション

6月

体育大会
第１回漢字検定
第１回英語検定
地区懇談会

総合スポーツコース
スポーツ進学

進学

7月

10月

8月

国家３級整備士試験
スポーツテスト
中間試験
創立記念日
いひぎり祭（文化祭）

11月

夏の一日体験入学
夏期進学講座
就職ガイダンス

9月

第２回漢字検定
第２回英語検定
秋の一日体験入学
修学旅行
秋の遠足
球技大会

12月

始業式
防災訓練
指定校校内選考試験
芸術鑑賞教室
就職試験開始
学校説明会＆部活動見学会

●進路ガイダンス

水泳実習
大学見学

期末試験
進路ガイダンス
終業式
冬期進学講座

10

キャリアデザイン

❷沼津聴覚特別支援
学校交流

●大学・専門学校
模擬授業見学

❷❸幼稚園PC実習
〇検定対策講習

❷❸幼雅園実習
❷❸介護実習
●オープンキャンパス
●集中講座

8
9

IT デザイン

●トップアスリート講座
❷ボウリング実習
❷ゴルフ実習

❷沼津聴覚特別支援
学校交流

●出前講座

12

❸ボウリング実習

●大学・専門学校
希望別見学

1

●トップアスリート講座
❷スキー教室
❸スキー実習

2

❶ボウリング実習
❶❷出前講座

自動車工業科

● SDGs 活動
❷いちご狩り
❶サービング研修 ❸ラッピング実習
❷アウトドア実習

❶安全運転研修（乗車体験）
❸低圧電気講習

❶❷陶芸教室
❸ドローン教室

●茶道体験
❶ジャム作り
❷蒲鉾研修
❷ガラス彫刻

●危険物取扱者試験対策講習
❸ガス溶接技能講習
❸ハイブリット講習

●インターンシップ

●アイシングクッキー

●インターンシップ

●料理教室（中学校教員対象）

●検定対策講習
❷❸東京ゲームショー

❷ハーバリウム
❸和菓子研修
❸寿司講座
❸出身中学校訪問

❶出身中学校訪問 ❸ジャム作り
❷ジャム作り

●３級整備士試験対策講習

❸ドローン教室

●SPAC講演鑑賞
●アウトドア野外研修

❶アイシングクッキー ❷フラワーアレジメント
❶茶道体験
❷英語でクッキング
❶和菓子研修
❸ガラス工芸

●危険物取扱者試験対策講習
❸特定整備講習（エーミング）

❷沼津聴覚特別支援
学校交流

●検定対策講習

●マナー講座
●コミュニティー講座

❶茶摘み実習
❷テーブルマナー

●東京モーターショー見学
❸沼津検査登録事務所見学

❸盲導犬センター
見学

●検定対策講習

❸スキー・スノボー
教室

❶テーブルマナー

❷キッズサッカー講習

11

フードクリエーターコース
❶衛生指導
❸調理師専門学校見学

7

求人票解禁
食物検定
総合地区懇談会
企業見学開始
三者面談
終業式

こども・福祉

トップアスリート講座
栄養学講座

5

6

未来クエストコース

スポーツ

●プレゼン大会
●出前授業

❷ドローン教室

❸テーブルマナー

❶防災食炊き出し訓練
●料理教室（園児対象）

●危険物取扱者試験対策講習
❷３級整備士試験対策講習

3

1月

始業式
防災訓練
３年生卒業判定試験
３年生千本浜奉仕作業

2月

Q&A
Q
A

選抜学力調査（入学試験）
第３回漢字検定
第３回英語検定

疑問・質問にお答えします！

入学時にかかる経費や授業料について教えて
ください。
昨年度例を参考にしてください。令和４年度については、秋頃に決定
します。

【入学時納付金】

入学金

50,000 円
120,000 円

【入学後の費用】

後援会費

30,000 円

【学費（月額）】

授業料 普通科

35,000 円

自工科

37,000 円

保護者会費

1,000 円

生徒会会費

700 円

※静岡県独自の授業料減免制度と国の就学支援金制度により、授業料の負担が
実質軽減されます。詳細につきましては、本校事務室までお問合せください。
また、本校独自の特別奨学生制度によって、入学時納付金や入学後の費用が
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Q
A

受験時に個人が必要な手続きについて教えて
ください。
ミライコンパスが運営するシステムに必要事項を記入することで個人
IDを取得して出願をすることができます。ID取得にはメールアドレスが必
須で、パソコンやスマートフォンを用いて手続きを行います。飛龍高校で

施設拡充費

免除される場合があります。

3月

卒業証書授与式
学年末試験
国家３級整備士試験
終業式
離任式

Q
A

●放課後補習

その他
● 全学年

Q
A
Q
A

昼食を経て面接試験を行います。合格発表に関しては、合格通知等を
各中学校へ送付します。校内やホームページ上での発表は行いません。
また、電話等による問い合わせには応じられません。

Q

運動部はスポーツ推薦（特別奨学生）ではない
生徒でも入部は可能ですか。

A

として活躍したり、全国大会に出場したりする生徒も過去には大勢います。

はい。もちろん可能です。未経験者でも入部後の努力によって、レギュラー

寮は運動部以外の生徒でも入ることは可能ですか。
男女寮ともに原則的には運動部に所属する生徒専用となっています。

一番力を入れていることは何ですか。
挨拶が日本一できる学校を目指しています。飛龍高校では、社会に
出てからの礼儀作法を重んじています。その一つとして気持ちの良い

けるように実践しています。

Q

学校の様子が知りたいのですが、平日でも可能
ですか。

A

にご連絡をいただければ希望日で調整することは可能です。部活動見

Q
A

●佐野美術館見学
●ガラス工芸
●劇団四季見学
●工場・企業見学

❶❷❸ 学年

の意識を高め、すべての生徒が立ち止まって挨拶をする習慣を身につ

入学試験や合格発表はどのように行われますか。
初日に国語・英語・数学の３教科による筆記試験、二日目に集団面

❷沼津情報ビジネス
専門学校研修
❸静岡デザイン
専門学校研修

挨拶の取り組みに力を入れています。職員が手本となることで、生徒

は、このIDを使用して一日体験入学等の申し込みをすることができます。

接試験を行います。遠方の中学校の受験生は初日の筆記試験終了後、

●佐野美術館見学
●ヨガ教室（通年）

この学校案内の裏表紙に記載されている学校開放日以外でも、事前
学をご希望の場合は、その旨もお知らせください。

スクールカウンセラーはいますか。

Q
A
Q
A

アルバイトをすることはできますか。
はい。学業に支障がない範囲であれば、許可制にて行うことが可能
です。１年生は、学校に慣れてきた２学期から始めることができます。

学食はありますか。
食堂はありません。昼休みには本館玄関口で弁当やパン等の販売を
しています。寮生は一度寮に戻って弁当を受け取り、教室で食べます。
基本的には、家からのお弁当になります。

Q
A
Q
A

緊急時の連絡はどのようにしていますか。
入学後にココメール（モバイル連絡網）を各家庭で設定し、それを
用いて保護者に一斉メールで配信します。

冷暖房はありますか。
授業を行う教室に完備しています。季節に応じて適切に使用し、学
業に集中できる環境を維持しています。

はい。常駐はしていませんが、毎週水曜日に来校して、生徒の悩み
等について相談に乗ってくれます。
HIRYU HIGH SCHOOL
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