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■内海高等学校とは
[課
程] 全日制普通科
[校
訓] 誠実・努力 －何事にも誠実に取り組み、努力する人材を育てる－
[教育目標] 国家及び社会の有為な人物になるよう、次の目標を掲げて心と体を鍛えます。
・学習と余暇の善用に努める。
・甘えを捨て、自立の精神を養う。
・地域社会に貢献し、母校を愛する。
[基本方針]

安全・安心で、生徒職員ともに元気な学校づくり
ＳＤＧｓの理念を踏まえて、生徒の長所を引き出し地域社会に貢献する学校づくり

令和３年度より
新制服になりました。

■内海高校の特色
内海高校は、令和元年度に創立８０周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。
少人数教育を特徴としており、情熱あふれる先生方が学習にも部活動にも丁寧で親身な対応をしています。
小さな成功体験をたくさん積むことで達成感を味わいながら、一人一人が成長できる学校です。

<基礎基本を大切にします>
(1) 授業規律の確保
真剣な授業を通して、基本から実力育成まで徹底した教科指導を
しています。
(2) 少人数教育
１クラスの人数が 20 人前後になるような少人数編成を基本とし、
きめ細かな指導を行っています。さらに科目によっては習熟度別
の授業により、理解度に応じた学習活動を行っています。

授業内で生徒が主体となって活動しています

(3) 基礎数学（学校設定科目 １年生）
中学までの復習から始まり、高校数学の基礎となる内容の定着を
はかります。
(4) 朝の学習・読書（２・３年生）
基礎学力の定着や読書に慣れ親しむとともに、落ち着いた雰囲気で一日を
スタートします。
(5) 黒潮タイム（総合的な探究の時間）
SDGs の理念を踏まえて、グループ活動・発表などをします。
自分の考えを表現する力、自分の生き方を考える力を伸ばします。

「総合的な探究の時間」で実験をしています

(6) 将来、社会人として通用する、ルールの遵守とマナーの向上
高校生らしい身だしなみ、基本的生活習慣の確立、あいさつの励行、
そして皆勤を目指します。

<社会で通用する人材を育てます>
(1) 元気で気持ちのよいあいさつを励行しています。
(2) ルールを守り、マナーの向上を目指します。
(3) いつでも面接試験を受けられる身だしなみを心がけます。
「なるには講座」で実習をしています

<３年間を見通した進路指導を行います>
(1) キャリアアップシート（全学年）
遠足、修学旅行などの行事ごとに具体的な目標を設定し
自分の活動について振り返り、その後の活動に生かしていきます。
(2) 進路講演会（２年生）
外部から講師を招き、進学や就職に関する基礎的な理解を行い、
高校生活の過ごし方について考えます。
(3) 進路ガイダンス（３年生）
約 15 校の大学・専門学校から講師を招き、５名前後の小グループに分かれ、

「進路対策講座」で面接の練習をしています

進路希望に合ったより具体的な説明を受けます。就職希望者は、筆記試験対策講座を受講します。
(4) 進路相談会（３年生）
校外の企画にも学年全体で参加します。
(5) 面接ガイダンス（３年生）
入学・入社試験を想定した面接に関する講義や実技指導を受けます。
(6) ライフプランニング講座（２年生）
７名ほどのグループに分かれ、生命保険会社のライフプランナーの
説明を聞きながら、自らの人生設計をシミュレーションします。

「ライフプランニング講座」
で自分の人生設計について考えています

(7) 進路対策講座（３年生）
面接練習や、ＳＰＩ対策などを行い、就職・進学試験に備えます。
(8) インターンシップ（１・２年生）
地元を中心とした約 20 の事業所にご協力いただき、
夏休みに３～５日間の実習を行います。
(9) 大学・企業見学（２年生）
大学や企業を訪問し、説明を聞いたり、施設の見学をしたりします。

インターンシップで職業体験をしています

(10) なるには講座（１・２年生）
大学・専門学校や企業から講師を招き、実際の体験を通して学問や職業についての理解を深めます。
(月)

■教育課程と類型選択
[１年生]
全クラス共通の授業を行います。また、学校設定科目「基礎数学」
により数学の基礎学力の定着をはかります。
[２年生]
文型・理型にわかれ、習熟度別の学級編成を活かし基礎学力の充実
をはかります。
[３年生]
生徒の進路希望に応じた学級編成を行い、進路実現に必要な学力の
定着をはかります。

(火)

8:55～9:00

一
年
生
の
時
間
割
例

１時間目
9:05～9:55
２時間目
10:05～10:55
３時間目
11:05～11:55
４時間目
12:05～12:55
５時間目
13:30～14:20
６時間目
14:30～15:20

(水)
ＳＴ

英語会話

保健

古典

コミュ英Ｉ

現代文

体育

数学Ａ

音楽Ｉ

地学基礎

体育

社会と情報

世界史Ａ コミュ英Ｉ 家庭総合
社会と情報

数学Ｉ

家庭総合 英語会話

コミュ英Ｉ

音楽Ｉ

地学基礎

数学Ｉ

体育

黒潮Ｔ

数学Ａ

現代文

ＨＲ

世界史Ａ

清掃

15:35～15:40

ＳＴ

令和２年度に内海高校は、学校安全の普及と向上に尽力し、多大な
成果をあげた「愛知県学校安全優良校」として、愛知県教育委員会か
ら表彰を受けました。書類審査、実地調査等の審査を経ての表彰で、
県立高校唯一の表彰となりました。
今後も地域の皆様とともに学校安全教育の充実に取り組んでいきます。

■ボランティア活動
近隣の老人福祉施設や地域へのボランティア活動についても積極的に行っています。
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■学校安全優良校
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■通学状況（令和２年度）
河和駅、内海駅からすぐにバスに乗り継ぐことができます。

■アクセス

Ｎ

名鉄河和線
バス

「河和駅」より、バス１０分、自転車 15 分
「内海駅」より、バス７分、自転車 12 分
南知多町コミュニティバス（海っ子バス）
西海岸線「内海高校前」

名鉄河和駅

国道247号

美浜町役場
知多厚生
病院
南知多道路

内海高校

南知多ＩＣ
名鉄内海駅

内海高校前
バス停

■部活動・同好会
[運動部]
硬式野球・サッカー・卓球・バスケットボール・バドミントン・硬式テニス・剣道・弓道
[文化部]
和太鼓・家庭科・音楽・ボランティア同好会
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■海外生徒派遣
南知多ライオンズクラブ様により、海外へ生徒を派遣していただいております。
2017.12～2018.1
マレーシアに本校から２名の生徒を派遣
していただきました。現地の学校などを訪
れ、文化の交流をしてきました。
2019.12～2020.1
同じくマレーシアに本校の生徒１名を派
遣していただきました。

■進路概要（令和２年度卒業生）
約３割の生徒が進学、約７割の生徒が就職しています。

■主な進路先（過去３年分）
[進学]
〈４年制大学〉日本大学、東洋大学、愛知淑徳大学、愛知学院大学、星城大学、大同大学、中部大学、東海学園大学、
名古屋学院大学、日本福祉大学、名古屋芸術大学、名古屋造形大学、名古屋文理大学
〈短期大学〉 名古屋文化短期大学、名古屋柳城短期大学
〈専門〉
セントラルトリミングアカデミー、トライデントデザイン、名古屋医健スポーツ、名古屋観光、
名古屋医療秘書福祉、名古屋観光、名古屋工学院、名古屋こども、名古屋ビジュアルアーツ、
名古屋理容美容、西尾市立看護、朝日大学歯科衛生士、日本マンガ芸術学院、中日美容、
穂の香看護、東海工業、ユマニテク調理製菓、米田柔整
〈その他〉
愛知県立名古屋高等技術専門学校（公共職業訓練普通課程）
[就職]
<製造>
トヨタ自動車、豊田自動織機、AGC、アイシン精機、アドヴィックス、ＪＦＥスチール、
アイシン･エィ･ダブリュ、加藤化学、日本製鉄、カリモク家具、えびせんべいの里、大阪富士工業、
コデラダイナックス、日鉄精圧品、日鉄テックスエンジ、ビューテック、フジプレコン、
輸送機工業、山九、親和パッケージ、盛田
<介護>
ビラオレンジ、大地の丘、メディコ阿久比、ゆうゆうの里
<販売・接客> アオキスーパー、フィールコーポレーション、ナガシマリゾート
<美容>
アール・ビイ・ワイ
<調理>
芋銀、サンフード
<その他>
名古屋鉄道、あいち知多農業共同組合、アイチ物流、アスクルロジスト、ＪＦＥスチール物流中部、
半田港運

■卒業生から
西尾市立看護専門学校
令和元年度卒業生

中村宏大さん

こんにちは。僕は現在、看護専門学校に通っ
ている学生です。内海高校に入学する前、正
直この学校にあまり良いイメージはありま
せんでした。しかし入学してみると、人間関
係や部活動、イベントなどとても楽しく、充
実した学校生活を送ることができました。
特に部活動は、先生方も自分たちが楽しく
活動ができる環境作りをしてくれたおかげ
もあり、のびのびと楽しく取り組むことが
できました。
内海高校は、人数が少ないので先生との距
離感が近く、話す機会が多いのが特徴だと
思います。先生方は一人一人に対して手厚
い対応をしてくださるので、進学や就職活
動ではとても頼りになります。高校ではた
くさんの思い出が作れるので、今を大切に
高校生活を送ってください！

ＪＦＥスチール
令和元年度卒業生

坂田元那さん

私の高校生活の思い出は、たくさんの友達
や先生方に出会えたことです。楽しくも丁
寧な授業や新しい発見のある様々な行事、
休み時間や登下校など、何気ないことです
が友達と過ごした３年間が私にとってはと
ても大切な思い出です。内海高校では、社会
人として基本的なことができるように、挨
拶や返事など身近なことを日々意識しまし
た。また、社会人になるためのマナーを学ぶ
こともできました。就職試験に向けて多く
の先生方と面接練習を行い、それぞれ違っ
たアドバイスをいただけたので、面接当日
は落ちついて面接に臨むことができまし
た。今は社会人となり、寮生活をしながら研
修を受けています。研修では、資格の取得を
目指し日々勉強しています。大変ですが、こ
れから立派な社会人になれるように努力を
続けていきます。

