
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三重県高校入試研究会 

桑名高校 暁高校 

川越高校 暁高校(６年制) 

四日市高校 鈴鹿高校 

四日市南高校 鈴鹿高校(６年制) 

神戸高校 高田高校 

津東高校 高田高校(６年制) 

津西高校 鈴鹿高専 

津高校 

上野高校 

松阪高校 

宇治山田高校 

伊勢高校 
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桑名高校  桑名市大字東方 1795 ℡ 0594-22-5221 

     http://www.kuwana-h.ed.jp/  

桑名高校の歴史は古く、明治４３年に設立され、今年創立１０９年目を迎えます。普通科、理数科、衛生看

護科、衛生看護専攻科および定時制課程を設置する学校です。全校生徒数も 1,200 名余りと、県内で最大規模

となっています。 

  

  

  

  

  

  

  

 

【学校の特徴】全日制では普通科、理数科、衛生看護科の３学科で構成されています。普通科では、２年次に

文理選択をします。理数科は、４０名１クラスで３年間同じクラスで過ごしますので、助け合いの心や絆が深

まります。文系も理系も選択できます。衛生看護科は、県内唯一の設置高校であり、衛生看護専攻科の２年を

合わせて最短５年間で看護師になることができます。また、文武両道を大切にしていて、部活動も活発です。 

【本校の取組】理数科は、夏休みの初期に琵琶湖合宿を行い、教科学習だけでなく、琵琶湖博物館などで特別

課外授業も行います。秋には地元企業に協力していただいて実験や観察などの校外研修も行っています。また、

２年生は年間を通して理科・数学の課題研究を実施し１月に発表を行っています。課題を自分で発見して考え

る力、課題を研究して解決する力、結果をまとめて発表する力を養うことを目標に、精力的に取り組んでいま

す。普通科２年生も今年から自分で課題を設定し、探究的な活動を実施し１月に発表する予定です。 

３年ほど前より主として名古屋大学への進学を目標にした「名大チャレンジサポート」というプロジェクト

を立ち上げ、取り組んでいます。また、学習指導だけではなく、キャリア教育にも力を入れています。 

【大学入試結果】大学入試の結果は良好で、理数科で５割を超える生徒が、普通科でも４割ほどの生徒が国

公立大学に合格しています。名古屋に近いこともあって、名古屋大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学への

進学が多いことが特徴になっています。また、三重大学にも毎年多くの生徒が合格しています。 

募集定員 ３６０名（普通科２８０名、理数科４０名、衛生看護科４０名） 【３学期制】 

始業時刻 ８時３０分 終業時刻 ６限―15:00、７限―16:00 授業時間 ５０分 

授業時数 月―６限 火―７限 水－７限 木―７限 金―６限 土 なし 

課外授業 土曜課外：原則月２回午前中に実施（土曜課外の時間帯は部活動を禁止とし、勉学との両立を図

っています。） 

放課後課外：２年生の後期から実施 

夏休み課外：110分×５日間の講座（1 日４講座）を４週にわたり実施 

（土曜学校開放として教室等を自習室として開放しています。定期テスト前の土曜日には卒業生

を講師として招き、教えてもらう機会を設けています。） 
習熟度別指導 実施していません。 

特別な取組 理数科２年生の課題研究、普通科２年生の探究的な活動 

制服、指定品 男子：学生服、女子：セーラー服  
服装等規則 「桑高生としての自覚と誇りをもって行動しよう」（生徒手帳より抜粋） 

最寄り駅からの

所要時間 
桑名駅（ＪＲ関西線、近鉄名古屋線）下車西南約 0.6㎞、西降車口より徒歩 10分 

登校時の電車到

着時刻 
（近鉄名古屋線）津 7：27――白子 7：38――伊勢若松 7：43――塩浜 7：54―― 

四日市 7：59――富田 8：04――桑名 8：13  徒歩 10 分  始業時間 8:30 
代表的なクラブ

活動 
【運動部】硬式野球、軟式野球、ソフトボール、陸上競技、水泳、柔道、剣道、ソフトテニス、

硬式テニス、バレーボール、バスケットボール、卓球、ハンドボール、バドミントン、山岳、

サッカー、体操、ボウリング、空手道、ダンス 

【文化部】バトン、放送、新聞、吹奏楽、演劇、書道、美術、英語、クッキング、茶道、        

自然科学、邦楽、競技かるた 

【同好会】オカリナ、軽音楽、文芸、囲碁将棋  

主な受賞歴 2017 名大 MIRAI GSC（=global science campus）第３(最終)ステージ修了（ドイツ研修派遣） 
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川越高校  三重郡川越町豊田 2302-1 ℡ 059-364-5800 

      http://www.mie-c.ed.jp/hkawag/  

昭和 61 年に新設された新しい高校です。開学当初より英語科の印象が強かったのですが、平成 24 年に英語科

を国際文理科に改編しました。それまでに培ってきた英語科のノウハウをベースにしつつ、理系への進学にも対

応できるようにカリキュラムを編成して、「英語に強い理系」を目指しています。 

 

【学校の特徴】現在、国際文理科が２クラス、普通科が６クラスになっています。国際文理科ではカリキュラム

編成を工夫することにより、２年次から理系を選択することができるようになっています。 

もともと英語科で行なっていた「異文化理解」「科学英語探究」など、特色のある講座はそのまま継続して英語

教育に力を入れています。国際文理科では、２年生全員を対象に「海外スタディツアー」を実施しており、３日間

ほどシンガポールに滞在し、大学での英語による講義を受講することや、英語でのプレゼンテーションと質疑応答

を行ないます。川越高校独自の授業プログラムの取組の一つで、単なるその場だけの語学研修ではなく、３年間で

「スピーキング」を中心とする発信型の英語力の育成を目指しています。 

【新しい取組】文部科学省のアクティブ・ラーニング研究校の指定を受けており、グループワークやペアワークを

実践しながら、学校全体として授業改善に取り組んでいます。昨年度から電子黒板やタブレットなどのＩＣＴ機器

の整備も進めています。スマホと連動した学習管理システムも導入して、宿題やメッセージの連絡、Webテストな

どに利用しています。学習や活動の履歴を記録して「ポートフォリオ」を作成することにも使っていく考えです。 

また、新たに大学入試で求められている英語の４技能については、国際文理科（旧英語科）がこれまで積み上げ

てきたノウハウをもとに学習体制を整備しています。 

【大学入試結果】普通科からも毎年数多くの生徒が国公立大学や難関私立大学に進学しています。普通科から国公

立大学に合格した生徒の割合を見てみると、平成２９年３月卒業生は３３％で、年々その割合が高くなっています。

（国際文理科は、５１％の生徒が国公立大学に合格しました。） 

募集定員 ３２０名（国際文理科：８０名、普通科：２４０名） 【２学期制】 

始業時刻 ８：４０ 終業時刻 １５：３５ 授業時間 ５５分 

授業時数 月－６限 火－６限 水－６限 木－６限 金－６限 土－ 

課外授業 
・平日課外（ほぼ毎日実施） ・夏期課外（３年生は５週間、１，２年生は２週間） 

・土曜学習会（ほぼ毎週実施、考査前は質問会を実施） 

習熟度別指導 国際文理科の数学等で習熟度別授業を実施 

特別な取組み 生徒が主体的に学ぶアクティブラーニング型授業を学校全体で実施 

制服、指定品 
制服（ブレザー・ネクタイ）、室内用サンダル、体育館シューズ、体育ジャージ、体育ハーフパ

ンツ、半袖（Ｔシャツ） 

服装等規則 礼儀正しくして品格を高めるとともに、明るい社会人としての素養を身に付けることに努める 

最寄り駅からの

所要時間 

近鉄川越富洲原駅から徒歩約１８分 

近鉄朝日駅から徒歩約１８分、ＪＲ朝日駅から徒歩約１５分 （各駅から自転車通学可） 

近鉄富田駅から専用バスで約１０分 

登校時の電車到

着時刻 

近鉄川越富洲原駅８時１０分・８時２３分 近鉄伊勢朝日駅８時８分・２０分 

ＪＲ朝日駅８時１３分 

代表的なクラブ 空手道、バスケットボール、陸上、ハンドボール、卓球、吹奏楽、演劇、英語、クイズ研究所 

主な受賞歴 空手道部が２０年連続全国大会出場 
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四日市高校  四日市市富田四丁目 1-43  ℡ 059-365-8221 

          http://www.shiko.ed.jp/  

明治３２年に第二中学校として設立され、来年には創立 120周年を迎える「四高」。近年では難関大学への

進学で目覚しい実績を挙げ、三重県を代表する進学校として名実ともに評価が定着しています。今年度から２

回目の SSH（スーパーサイエンスハイスクール）がスタートし、新たなステージアップを目指しています。 

 

【学校の特徴】本校には「普通科」と「普通科国際科学コース」の２コースが設置されています。熱意があり何事

にも一生懸命な生徒が多数受検してくれています。 

平成２６年度から５年間 SGH（スーパーグローバルハイスクール）の指定校として、「国際的に活躍できるグロー

バルリーダーの育成を図る」ことを目的に「グローバル・マインド」「グローバル・リーダー学」「グローバル・

アクション」「白熱英語講座」を開設し、先駆的な教育課程を研究開発に取り組んできました。 

【新しい取組】本年度から２回目の SSHが始まりました。本校ではこれまでの４年間取り組んできた SGHの経

験、ノウハウを活かした、「国際科学技術人材育成プログラム」の構築に力を入れています。名古屋大学などの大

学とも連携して、大学の先生による講演会、大学に出向いての研究授業などを継続的に実施していく計画です。 

また、アメリカ、マレーシアなど、海外に出かけてのフィールドワークも行いたいと考えています。 

【大学入試結果】難関国公立大学を中心に、毎年現役生の５０％前後の生徒が国公立大学に合格しています。今春

の大学入試では、東大に１１名、京大に１４名、阪大に７名、地元の名古屋大学に２７名、三重大学に５２名が合

格しています。また、医学部への進学希望も増えており、国公立の医学科に１３名が合格しました。（合格者数は

いずれも既卒生を含む） 

【募集定員以外の項目については、全てＨ３０年度の状況です】 

募集定員 普通科：320 名（国際科学コース:80名、普通コース－240 名）（来年度入試） 【２学期制】 

始業時刻 ８：３５ 終業時刻 １５：５０（掃除終了時刻） 授業時間 ６５分 

授業時数 

（1年次） 
月－５限 火－５限 

水－65分 4限 

50 分－2 限 
木－５限 金－５限 土－なし 

課外授業 １年生は夏期休業のみ実施  （100分×２限－英、国、数） 

習熟度別授業 
〈２年生のみ実施〉 英語表現－２クラス３講座展開、１クラス２講座展開 

古典－２クラス２講座展開、３クラス３講座展開 

特別な取組 SSH（スーパーサイエンスハイスクール２期目の１年目） 

制服、指定品 制服、校章、体育衣料、シューズなどを指定している。 

服装等規則 
服装は質素端正を旨とし、四日市高校生としての品性を保つように心がける。頭髪は清

楚で高校生らしさを失わないようにする。 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄－富田駅 徒歩１分、ＪＲ－富田駅 徒歩７分 

登校時の電車到

着時刻 
７：３０～８：２０くらい 

代表的なクラブ

活動 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、剣道、柔道、体操、硬式野球、ﾃﾆｽ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、陸上

競技、ｻｯｶｰ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、卓球、水泳、山岳、ﾗｸﾞﾋﾞｰ、吹奏楽、SSH科学、SSH生物、SSH

電氣、放送、音楽、演劇、ﾊﾞﾄﾝ、将棋、美術、文芸、茶道、英語、書道、新聞、調理 

主な受賞歴 

テニス部：全国総体出場 水泳部：国民体育大会出場 美術部：全国高総文祭出場 放

送部：NHK杯全国放送ｺﾝﾃｽﾄ出場 将棋部：全国高校将棋選手権大会出場 SSH 生物部：

日本生物学オリンピック出場 SSH科学部：全国物理ｺﾝﾃｽﾄ物理ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2018出場  
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四日市南高校  四日市市大字日永字岡山 4917  ℡ 059-345-3177 

              http://www.4nan.jp/  

本校は昭和３４年に設立され今年６０周年を迎えます。昭和４９年から平成７年まで、第１群として四日市高校

と総合選抜制度を実施しました。学校群解消後は、独自の校風を築きながら、四日市市南部を代表する進学校と

して、着実に実績と伝統を積み重ねています。 

 

【学校の特徴】本校には「普通科」と「数理科学コース」の２コースがあります。「数理科学コース」は難関大学

合格を目指すコースで、高校入学試験で数学の得点を 2 倍の 100 点満点に換算する「傾斜配点」を行っているの

が大きな特徴です。数理科学という名称から、理系の印象を受けるでしょうが、文系志望の生徒にも適切に対応し

て、全ての生徒のニーズに応じた学力を伸ばしています。 

【新しい取組】新しい大学入試への対応の一環として、「地元に顔を向けた」探究活動に力を入れています。例え

ば、四日市市主催でおこなわれる「プロボノ１ＤＡＹチャレンジプログラム」で地域の企業や団体の活動に参加し

たり、「あすなろう鉄道の明日を考える会」で利用促進のあり方などについて話し合ったりしました。さらに広い

範囲での活動として、「みえ高校生県議会」で実際に県会議員の方々に質問したり、井村屋、中京大学との「産高

大連携学習」で、商品開発に取り組む活動にも参加したりしています。このような一人ひとりの活動を、個人の「ポ

ートフォリオ」としてまとめ、大学の推薦入試や AO入試に役立てようと考えています。 

【大学入試結果】今年の国公立大学現役合格者数は１３２名で、昨年度の１４３名には及ばなかったものの、数理

科学コースで約６割、普通科で約４割に達しています。今年度も名古屋大学に６名が合格しましたし、三重大学に

は３８名が合格しています。 

募集定員 普通科：３２０名（数理科学コース：８０名、普通科：２４０名） 【３学期制】 

始業時刻 ８：４５ 終業時刻 １５：４５ 授業時間 ４５分 

授業時数 月-７限 火－７限 水－７限 木－７限 金－７限 土－ 

課外授業 ２、３年の希望者を対象に６０～９０分、時間割を定めて実施しています。 
１～３年の希望者

に午前中に実施 

習熟度別指導 習熟度別クラス編成は行っておりません。 

特別な取組 土曜日を原則として自習生徒のために教室を開放しています。 

制服、指定品 
男子：ブレザー、パンツ夏・冬用、カッターシャツ長袖・半袖、ネクタイ、カーディガン 

女子：ブレザー、スカート夏・冬用、ブラウス長袖・半袖、リボン、カーディガン 

校内ルール等 
カーディガンは学校指定のものに限る。市販のセーター・カーディガンの着用不可。 

原付免許の取得およびアルバイトについては原則禁止。 

最寄り駅からの

所要時間 

ＪＲ関西本線 南四日市駅（ＪＲ亀山駅より約 20分）下車 自転車約 15分 

四日市あすなろう鉄道八王子線 西日野駅下車 徒歩５分、内部線 南日永駅下車 徒歩 10分 

三交バス 笹川中学校前下車 徒歩３分 

登校時の 

電車到着時刻 

鉄道の輸送容量により、混雑を避けるため原則として学年別に乗車時刻を定めています。 

西日野駅着＝１年生：７時４９分、２年生：８時１１分、３年生：８時３３分 

代表的なクラブ

活動 

【運動部】ワンダーフォーゲル、剣道、硬式野球、サッカー、女子サッカー、バドミントン 

バレーボール、柔道、ソフトテニス、卓球、水泳、硬式テニス、バスケットボール 

ハンドボール、陸上競技 

【文化部】囲碁将棋、イラスト、インターアクト、演劇、音楽、家庭、茶道、書道、吹奏楽 

筝曲、天文、電算無線、美術、文芸、放送映画 

主な受賞歴 平成 30年度第 42回全国高等学校総合文化祭日本音楽部門出場（箏曲部） 
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神戸高校 鈴鹿市神戸 4-1-80 059-382-

0071   http://www.kambe.ed.jp/ 
神戸高校は、大正 9 年に旧制第 5 中学校として開設され、2020 年に創立 100 周年を迎えます。創立以来「質

実剛健」を校訓としており、「神高体操」がよく話題に上るほどです。勉強とクラブ活動の両立を目指すことで、

自分自身の器を大きく広げていこうと、あえて「二兎を追う生徒たち」をキャッチフレーズにも掲げています。 

 

【学校の特徴】本校には普通科のほかに理数科があります。理数科の名称が示すように理系志望の生徒が多い

ですが、文系志望の生徒にも対応できるカリキュラムとなっています。英語、数学については２クラスの生徒

を習熟度別に３つの講座に分けて、より少ない人数で細やかな授業を行っています。普通科は２年次から文系・

理系に分かれますが、６クラスのうち例年文系が 4クラスに対して理系は２クラスで、２，３年次は、「発展」

文系 1クラスを編成します。なお、理数科が国公立大学を目指す「特別進学クラス」という位置づけではあり

ますが、普通科からも三重大学、三重県立看護大学などを中心に、国公立大学へ多数進学してます。 

【新しい取組】○制服が新しくなります：創立１００周年を節目として制服をマイナーチェンジします。平

成３１年度入学生が着用する新制服は、現行制服のイメージを踏襲しながら夏服と冬服の統一感を持たせたも

のになります。女子の夏服については、半袖シャツに加えてオーバーブラウスも選べるようになります。 

○小･中学校との連携を行っています：地元中学校と連携し、中学校が開催する土曜学習会で学習サポートを

行っています。また、小学校でも本校生徒による実験授業を行います。教員志望あるいは科学に興味関心の強

い生徒が化学実験をマスターし、小学生と一緒に実験を行います。昨年度は約40名が参加しました(理数科)。 

【大学入試結果】今年度は理数科から 18名、普通科から 7名の合計 25名が三重大学に合格しました。三

重大学の合格者はこの 3年で、一昨年度 11名、昨年度 18名と順調に増加してきました。 

募集定員 普通科：３２０名（理数科：８０名、普通科：２４０名） 【２学期制】 

始業時刻 ８：３０ 終業時刻 １５：４０ 授業時間 ４５分 

授業時数 月-７限 火－７限 水－７限 木－７限 金－７限 土－ 

課外授業 

１年後期から早朝や放課後に実施している。今年度夏休みには、Ⅰ期からⅤ期にわたり、 

１年 ８講座（英・数・国を中心に）、２年 １１講座（英・数・国を中心に） 

３年 ４８講座（５教科）実施した。土曜学習会も英・数・国を中心に実施している。 

習熟度別指導 
普通科：１年生英語で少人数講座、２年生理系数学で習熟度別クラス編成を実施 

理数科：１・２年生英語・数学で２クラス３講座の授業展開 

特別な取組み 韓国ピョンジョム高校との国際交流事業（隔年で相互を訪問） 

制服、指定品 
制服－ブレザー（男女とも）、ネクタイ、リボン（女子）、ジャージ、スリッパ、 

体育館シューズ 

服装等規則 生徒としてふさわしい端正なものを用い、質素で清潔であるよう心掛ける。 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄鈴鹿市駅－徒歩８分、ＪＲ河曲駅－自転車８分、伊勢鉄道鈴鹿駅－徒歩１２分 

登校時の電車到

着時刻 

近鉄鈴鹿市駅（下り）８時２５分、ＪＲ河曲駅（上り）８時６分、（下り）８時５分 

伊勢鉄道鈴鹿駅（上り）８時２分、（下り）８時７分 

代表的なクラブ

活動 

平成３０年度 全国大会出場：山岳（男女とも 7年連続）、演劇 

東海･中日本大会出場：ソフトテニス、卓球、水泳、吹奏楽 

主な受賞歴 平成２９年度全国高等学校総合体育大会陸上競技女子ハンマー投げ４位入賞 
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津東高校 津市一身田上津部田 1470  ℡ 059-227-0166 

       http://www.mie-c.ed.jp/htuhig/  
昭和５８年に、津女子高校から男女共学として新生スタートを切りました。平成１９年度から普通科内に「S

クラス」を設置し、翌２０年度の入試から前期選抜を開始するなどして、進学校として実績を積み重ねてきまし

た。３０年度入試から S クラスを１００名に拡充するなど、さらに進学指導の充実に力を入れています。 

 

【学校の特徴】本校では９９％の生徒が進学を希望しており、約９割の生徒がセンター試験を受験しています。学

習に対する前向きな姿勢が様々なところで見られ、普段の授業はもちろんのこと放課後もＨＲ教室や図書室、特別教

室などいろいろな場所で学習する姿が見られます。また、担任室前の廊下では、テスト前だけでなく日常的に先生に

質問をし、教えてもらっている姿をみかけます。夏休み、冬休み、春休みの長期休業期間には、朝８時から夕方６時

まで、生徒が自主的に勉強する「学習マラソン」を実施し、毎回数十人の生徒が参加しています。 

このような生徒の意欲に応えるために、毎年、夏季休業中に大学の見学ツァーを実施しています。今年度は１，２年

生とも和歌山大学、大阪市立大学、滋賀県立大学に出かけました。保護者のみなさんを対象とした見学ツァーも秋に

実施しており、今年度は名古屋工業大学、南山大学を訪問しました。ご家庭とも協力しながら、より良い学習環境作

りに取り組んでいます。 

【新しい取組】平成１９年度に開設されたＳクラスは、国公立大学への進学を希望する生徒たちで編成されるクラ

スです。この S クラスの生徒が学習面の核となって、全校的に大学合格進学実績を伸ばしてきました。さらに S ク

ラスの効果を高めるために、本年度より定員を８０名から１００名に拡充し、進学指導のレベルアップに取り組んで

います。 

【大学入試結果】国公立大学の合格者数を見てみると、平成２７年度５５名、２８年度７２名、２９年度７５名、

３０年度６８名と、順調に増加する傾向にあります。地元の三重大学には毎年１０数名が合格していますし、昨年度

と今年度は名古屋大学にも合格者が出ています。 

  

募集定員 
普通科：３２０名 

Ｓクラス：１００名（前期６４名、後期３６名）、Ｆクラス：２２０名 
【３学期制】 

始業時刻 8:40 終業時刻 
７限の時：16:20 

６限の時：15:20 
授業時間 ５０分 

授業時数 
月-７限 

(H26年度入学生から) 
火－７限 水－６限 木－７限 金－６限 

土曜補講-３限 

Ｓクラスは原則全員 

Ｆクラスは希望者 

課外授業 平日及び長期休業中に補講を実施しています。 

習熟度別指導 
Ｓクラスは全年次において国語・英語・数学で、Ｆクラスは１年次において英語・数学で、２・

３年次において理系数学で少人数習熟度別授業を実施しています。 

特別な取組 総合的な学習の時間での外部関係機関と連携しての取組、学習マラソン、大学見学会 

制服、指定品 制服はありません。体育関係（ジャージ、シューズ等）とスリッパは指定しています。 

服装等規則 端正を旨とし、常に簡素で清潔で、高校生としてふさわしい服装をするよう指導しています。 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄津駅から徒歩約２０分、バス５分 

登校時の電車到

着時刻 

近鉄 白子７：４６→津７：５６、中川７：４９→津８：０５ 

ＪＲ 亀山７：４０→津８：００ 

代表的なクラブ

活動 
フェンシング部、ソフトボール部、陸上競技部、新体操部、吹奏楽部、演劇部など 

主な受賞歴 フェンシング部・陸上競技部は全国総体出場、新体操部 県総体 団体３位 
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津西高校   

   

昭和４９年の創立以来２１年間にわたって、津高校と第２群を構成しました。平成１２年度にはそれまでの「語学・

人文」コースと「自然科学」コースを「国際科学科」に統合して現在に至っています。その後、進学校としての実

績を積み重ね、高い人気を誇っています。 

【学校の特徴】“サポートを惜しまない学校”をモットーに、「よくわかる授業」と「きめ細やかな学習サポー

ト」を実施し、生徒一人ひとりが第一志望大学へ合格できる学力を身につけるまで懇切丁寧にサポートしています。

その一環として、土曜、早朝、放課後、長期休業中など様々な課外授業を実施しています。本校では単位制を導入

していますので、自分の進路希望に応じた授業を選択することができます。また、数学、英語では習熟度別学習や

少人数学習も実施しています。さらに、｢ようこそ先輩｣（社会人ＯＢの講話）、外部講師による進路講演会、オー

プンキャンパスへの参加指導、津西一日総合大学（大学の先生方による、学部系統別の講義）などを行い、生徒の

モチベーションを高めています。また、校外模擬試験を利用して実力の分析を行い、現役で国公立大学や難関私立

大学へ合格できるように、個人面談の場を何度も設定し丁寧な指導を行っています。 
 

【新しい取組】高い志と広い視野を持ち、未来を切り拓いていく力を育成するため、「津西グローバルチャレンジ

プロジェクト」に取り組んでいます。その一環として、ニュージーランド語学研修を隔年で実施、平成 29 年度か

ら「大学・地元企業との連携による『新商品開発企画』」、「東京大学･高校生と大学生のための金曜特別講座」も

スタートしました。 

「総合的な学習の時間」において、探究活動「地域をテーマとした課題研究」に取り組んでいます。この探究活

動を通して、確かな学力と社会で生きる力（主体性、協働性、課題発見・解決能力、コミュニケーション能力）を

身につけています。 

【大学入試結果】今年度の国公立大学合格者数は１８５名（内現役１６３名）で、卒業生の半分近くが国公立大学

に合格しています。具体的な例をあげると、名古屋大学６名、名古屋工業大学２名、静岡大学９名、金沢大学４名

などです。地元の三重大学には４４名が合格しました。 

募集定員 国際科学科：８０名（前期選抜：４０名）、普通科：２４０名 【３学期制】 

始業時刻 ８：４５ 終業時刻 
６限 15:20 

７限 16:20 
授業時間 ５０分 

授業時数 月－６限 火－７限 水－６限 木－７限 金－７限 土－ 

課外授業 
希望者課外を早朝・放課後・土曜日・夏休みなどに実施。授業の補充の他、発展・実力問題等 

各教科が内容を工夫し実施。 

習熟度別指導 普通科・国際科学科ともに英語・数学を中心に少人数や習熟度による講座展開を実施。 

特別な取組 「地域をテーマとした課題研究」「ようこそ先輩」「１日総合大学」 

制服、指定品 制服はありません。私服による通学。 

服装等規則 服装や頭髪の規定は「高校生としてふさわしいもの」。 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄、JR 津駅西口よりバスで 10～15分です。 

登校時のバス 

時刻 

スクールバス：津駅西口から津西高校正門前の間を 7時 40 分から 8時 25分の間に８便が運行。 

路線バス    ：「津駅西口」から津西ハイタウン行きで「西高下」バス停にて下車。 

津駅西口発の時刻 ７時 56 分、8時 19分。 

クラブ活動 

(文化系) 新聞、放送、園芸、吹奏楽、演劇、オリジナルソング、茶華道、コンピュータ、写真、

クッキング、書道、生物、地歴、天文、美術、文芸、邦楽、映画アニメ、 

ＥＳＳ、合唱 

(運動系) 応援、剣道、野球、ソフトボール、卓球、ソフトテニス、テニス、バスケットボール

バドミントン、バレーボール、ハンドボール、ラグビー、陸上競技、ダンス、サッカ

ー、ゴルフ同好会 

主な受賞歴  

津市河辺町 2210-2 ℡ 059-225-1361 

     http://www.tsunishi.jp/  
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津高校 津市新町３丁目１-１   ℡ 059-228-0256 

         http://www.mie-c.ed.jp/htu/  
明治 13年に開校し、明治 32年に旧制第一中学校に改組された、県下一の伝統校です。開校以来の「自主・自律」

の精神が今もしっかりと受け継がれています。生徒会活動をはじめ、修学旅行、文化祭、体育祭、レクリエーショ

ン大会などの学校行事は生徒が自主的に取り組んで運営しています。 

 

【学校の特徴】何事にも集中力を持って懸命に取り組む生徒が多いことが、本校の一番の自慢です。そしてそれを

支える教員の指導力、情熱も自慢です。私たちは「高い知性と教養を持ったリーダーの育成」を目標に、優れた学習

環境を実現していきたいと考えています。本校の授業時間は 65分ですので、ペアワークなどで意見を交わして自分

の考えを深めたり、実験や実習にじっくり取り組んだりすることができます。グループ学習などの「主体的・対話的

で、深い学び」も、日常的に行われています。部活動では、顧問のアドバイスを受けながら「自主・自律」の精神で、

上級生が下級生をリードする津高の伝統が継承されています。この生徒文化は部活動以外にも多く見られ、津高校の

大きな魅力となっています。大学入試改革を見越して GTECを１，２年生全員が受験するなど、英語の４技能評価、

新テスト対策を先取りしています。ALTが２名常駐するとともに、留学生も受け入れており、国際色も豊かです。 

【新しい取組】昨年度の新入生から、生徒全員が自分で考えたテーマについて３年間研究を続け、論文にまとめて

発表する「探究」活動を行っています。今年度からは、三重県で初となる、第３期目の SSHがスタートし、新たに

５年間、文部科学省の支援が確定しました。過去１０年間にわたるノウハウの蓄積をもとに、内容をさらに深化、充

実させています。津高の SSHは理系、文系を問わず、全員参加が特徴で、全国発表会でも表彰を受けました。 

東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学、三重大学などと連携した研修、台湾等での海外研修、地域の活性化

策を考え知事や市長へ提言する活動、医学部や医療機関での継続的な実習など、たくさんの企画を用意しています。 

【大学入試結果】東大、京大などの難関大学や医学部を含め、約半数の生徒が、現役で国公立大学に合格していま

す（国公立大学合格者数：県１位）。地元の三重大学にも、毎年５０～７０名の生徒が現役で合格するなど、全方位

で、優秀な合格実績を残しています。一人ひとりの進路希望に寄り添い、丁寧で親身な関わりを大切にしています。 

募集定員 普通科：320 名 【２学期制】 

始業時刻 9:00 終業時刻 月～木は 15:35、金曜日は 16:10 授業時間 65 分 

授業時数 
月－5 限 

(隔週 6限) 
火－5 限 水－5 限 木－5 限 

金－4 限 

SS 探究活動 50分 

LHR 50分 

 

課外授業 夏休みは全学年で実施します。３年生のみ６月より実施します。 

習熟度別指導 習熟度別のクラス編成はしていません。全員が同じ教科書・授業時間・プログラムで学習します。 

特別な取組み 医学部希望者対象のプログラム：医学部グルーピング、新テストに直結する「探究」活動 

制服、指定品 トレーニングシャツ、パンツ等の体操服、体育館シューズ、スリッパ 

服装等規則 制服はありません。簡素を旨とし華美な色彩を避けた高校生らしい服装としています。 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄津新町駅徒歩約 10分 (約 800m) 

登校時の電車 

到着時刻 
津新町駅 8時 14分(名古屋行き)、8時 28分(白塚行き)  8時 17分(松阪行き) など 

代表的なクラブ

活動 

放課後は、活発かつ創造性豊かな活動を繰り広げ、真の文武両道を実践しています。 

 運動部（21）、文化部（15）、同好会（3） 

主な受賞歴 SSH全国発表会でポスター発表賞、音楽部(東海で金賞、全国へ)、ボート部員 アジア銅メダル 
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上野高校 伊賀市上野丸之内 107 ℡ 0595-21-2550 

     http://www.mie-c.ed.jp/hueno/ 
上野城の天守を背にした上野高校の源流をたどると、明治３２年設立の第三尋常中学校まで遡リます。

間もなく創立 120年を迎える伝統校です。キャンパスには今も明治時代の校舎が残されており、校則

の「自彊不息」（自ら一生懸命励むこと）も明治時代から引き継がれ、当時の気風を伝えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校の特徴】上野城の一画がキャンパスという恵まれた環境にあり、長年伊賀地域を代表する進学校と

して実績を積み重ねてきました。平成 21年度に理数科が設置され、普通科との 2学科制となりました。

現在では理数科を牽引役として、大学進学指導に力を入れつつ、新たな「探究」授業を展開しています。 

【新しい取組】総合学習の時間を利用して、探究型の授業「上高みらい学」を実践しています。地域フィ

ールドワーク、地域プロデュースなどを通して、地域との結びつきを深めています。 

理数科ではさらに、東京の大学や企業を訪問する「キャリアアップツァー」、京大の理工学研究所訪問、

三重大学伊賀研究拠点との連携など、学外での研修も実施しています。2年次には、5人のグループでそ

れぞれ自由なテーマを研究する「探究」授業にも取り組んでいます。 

【大学入試結果】地域的に関西圏との結びつきが強く、近畿大学、同社、立命なと、大阪、京都方面の大

学を志望する割合が高くなっています。国公立大学については、三重大学に 20名程が合格しているのを

筆頭に、大阪大学、名古屋大学などの難関大学にも合格者が出ています。特に理数科では、7割以上の生

徒が国公立大学に現役合格しています。 

募集定員 ７月に県教育委員会より公表されます。 【２学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 １５：５５（水１６：２５） 授業時間 ６５分 

授業時数 

（1年次） 
月－５限 火－５限 水－６限 木－５限 金－５限 土－０限 

課外授業 土曜授業あり 

習熟度別授業 数学・英語で実施 

特別な取組 総合的な学習の時間「上高みらい学」 

制服、指定品 制服は伝統的な詰襟とセーラー服です。 

服装等規則 同上 

最寄り駅からの

所要時間 
上野市駅より徒歩５分 

登校時の電車到

着時刻 
伊賀鉄道のＷＥＢページで確認をお願いします。 

代表的なクラブ

活動 
陸上部、サッカー部、弓道部、吹奏楽部、ギターマンドリン部 

主な受賞歴 ギターマンドリン部全国大会出場など様々な部活動が東海大会に出場しています。 



１８ 

 



１９ 

松阪高校 松阪市垣鼻町 1664   ℡ 0598-21-3511 

  http://www.mie-c.ed.jp/hmatus/  
1910年（明治 43年）設立の飯南郡立飯南女学校が母体で、創立 100年を越える伝統校です。 

松阪地域を代表する進学校として優秀な進学実績を残しています。平成 28年度からは SSH（スーパ

ーサイエンスハイスクール）の指定を受け、各自が課題を研究する「探究活動」にも取り組んでいます。 

 

 

【学校の特徴】松阪高校は、理数科 2 クラスと普通科 6 クラスで構成されています。基本的なカリキュ

ラムは同じですが、理数科では、春に「学習合宿」を行ない、夏には東大、京大や企業を訪問する「理数

科研修」が実施されます。また、習熟度別授業を取り入れているのも理数科の特徴です。 

【新しい取組】SSHの活動は全員が対象で、１年次では「統計数学」「自然科学」「社会科学」の 3分野

について、「探究」「表現」の２つの領域から学習します。課題の設定の仕方、調査・実験の方法、資料の

まとめ方などの基礎事項を学習し、プレゼンテーションの実習などで、表現する力を身に付けます。２年

次ではテーマごとにチームに分かれ、１年間を通して本格的な探究活動を行ないます。結果は学内で発表

を行ない、優秀な研究については学外での発表の機会もあります。 

【大学入試結果】Ｈ２６年度の国公立大学の現役合格者が１０２名なのに対して、H30 年度は１３４名

と、約３０％増加しました。特に今年度は、東大に１名、京大に２名、阪大にも３名合格するなど、難関

大学への合格が増えています。中でも理数科は約７０％の生徒が国公立大学に現役合格するなど、優秀な

実績を残しています。 

募集定員 ３２０名（普通科２４０名、理数科８０名） 【３学期制】 

始業時刻 ８時３０分 終業時刻 15:35（水は 16:15） 授業時間 ６５分 

授業時数 

（1年次） 
月５限 火５限 水５限+LHR 木５限 金５限 土 

課外授業 
土曜講座は、理数科全員と普通科希望者で実施。夏期課外は、午前中は課外・午後はクラブを

実施。 

習熟度別授業 理数科は、１年次から実施。 

特別な取組 全校体制で文科省 SSH を実施。理数科は、夏期研修旅行（東大・京大）､春の勉強合宿を実施。 

制服、指定品 男子 学生服 女子 セーラー服 

服装等規則 有り 

駅からの所要時間 近鉄 東松阪駅より徒歩約１０分、JR紀勢本線徳和駅より徒歩約１５分 

登校時の電車到着

時刻 
近鉄上り 7:52､8:04 下り 7:46､8:05､8:19 JR紀勢本線上り 7:41､8:16 

代表的なクラブ活

動 
弓道、陸上競技、ソフトテニス、バレーボール、吹奏楽、放送など 

主な受賞歴 

弓道部 県高校総体 女子個人４位、陸上競技部 県高校陸上競技春季大会 男子三段跳２位 

女子ソフトテニス部 東海総体県予選女子団体の部３位、男子ソフトテニス部 県総体ソフトテ

ニス大会男子団体の部 準優勝 男子バレーボール部 県高校総体５位  

吹奏楽部 県吹奏楽コンクール金賞、放送部 NHK杯全国大会ドラマ部門６位 



２０ 

 

 



２１ 

宇治山田高校 伊勢市浦口 3丁目 13-1     ℡ 0596-28-7158 

       http://www.mie-c.ed.jp/hujiya/  
明治 32年設立の第四中学校が母体で、創立 120年を迎えようとする伝統校です。かつては伊勢高校

と第３群を構成しており、「自主自律」の校訓のもと、部活にも進学指導にも力を入れています。平成

20年度から採用された制服は、ちょっとオシャレなデザインで「山高ライン」が人気です。 

 

 

【学校の特徴】普通科単独で、1学年の定員は 240名、6クラス編成となっています。そのうち 2クラ

スは前期選抜での合格者、4クラスが後期選抜の合格者で構成されています。学習内容は基本的に同じで、

2 年進級時と 3 年進級時に成績や進路希望などに基づいて、選抜クラス（2 クラス）と一般クラス（4

クラス）に再編されます。選抜クラスでは国公立大学受験を目指した学習指導を行っています。 

【新しい取組】英語、数学については 3 年間を通して習熟度別授業を行っています。１，2 年生の夏期

課外では、3週のうちの２週は模試対策の内容を行っています。特にこの期間は、クラブ活動を午前中に

終えて、午後に課外授業を行うメリハリのある取組を行っています。このことで、学習時間が長くとれて

効率がよくなりました。 

【大学入試結果】今年度は卒業生が 40名減の 240名でしたが、現役で国公立大学の合格者数は例年と

ほぼ同数の 50名でした。卒業生の約 20％に当たります。特に、選抜クラスでは約半数が現役で国公立

大学に合格しています。また、同志社大学、立命館大学、関西学院大学、南山大学などの難関大学にも約

３０名が合格しています。 

募集定員 普通科－２４０名 【３学期制】 

始業時刻 ８：４０ 終業時刻 月水木 16:10 火金 15:15  授業時間 ５０分 

授業時数 

（1年次） 
月－７限 火－６限 水－７限 木－７限 金－６限 土－ 

課外授業 土曜日や平日の放課後、長期休業期間中に希望者対象に進学課外授業を実施 

習熟度別授業 英語・数学で実施（１～３年） 

特別な取組 本校卒業生（大学生）を招いて、進学相談会を定期的に実施 

制服、指定品 制服は、男女とも黒に近い濃紺のスーツスタイルを採用しています。 

服装等規則  

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄・JR伊勢市駅から２０分、JR山田上口駅から１５分、近鉄宮町駅から２０分 

登校時の電車到

着時刻 
 

代表的なクラブ

活動 
 

主な受賞歴  



２２ 

 



２３ 

伊勢高校 伊勢市神田久志本町 1703-1 ℡ 0596-22-0281 

          http://www.mie-c.ed.jp/hise/  
地域の強い要望に応えるかたちで 1956 年に設立。1974 年からは宇治山田高校と第 3 群を構成。

1995年には群を解消すると同時に国際科学コースを設置し、進学指導を充実させてきました。2012

年からは SSHの指定を受け、科学分野の研究授業でも着実な実績をあげています。 

 

【学校の特徴】１コマの授業時間を 45 分とし、1 日 7 限の授業を行っています。普通コースと国際科

学コースの２コースがあります。国際科学コースは１クラス 40名だけの編成でクラス替えがなく、まと

まりが良いのが特徴です。クラス全員が団結して受験勉強にも、行事にも取り組んでいます。 

【新しい取組】SSH も第２期の２年目に入りました。現在は、これまでの成果がすべての生徒に行き渡

るように、課題研究に力を入れています。１年次には、まず全員が共通のテーマで、課題研究の手法を学

習します。３学期からは５人程度の班で研究テーマを決め、2 年次の１年間かけて研究を完成させます。

さらに興味・関心の強い生徒でチームを組んで出場する「三重県高等学校科学オリンピック」では、過去

７回の大会のうち５回優勝し、「科学の甲子園」に出場（H25年度は全国優勝）しています。 

【大学入試結果】今年度は現役で東大に４名、医学科にも４名合格するなど、優秀な実績を残してくれま

した。また、地元の三重大学には毎年 50名前後が合格しています。医療系への進学希望も多く、三重大

医学部看護学科、県立看護大学、鈴鹿医療科学大学などに進学しています。 

募集定員 普通科（国際科学コース－40名、普通コース－280名）320名（昨年度） 【３学期制】 

始業時刻 ８：３５ 終業時刻 １５：５０（掃除終了時刻） 授業時間 ４５分 

授業時数 

（1年次） 
月－７限 火－７限 水－７限 木－８限 金－７限 土－なし 

課外授業 放課後課外、長期休業中課外を実施 

習熟度別授業 実施していない 

特別な取組 SSH（スーパーサイエンスハイスクール２期目の２年目） 

制服、指定品 標準服 

服装等規則  

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄宇治山田駅から徒歩２０分 

登校時の電車到

着時刻 
 

代表的なクラブ

活動 
今年度、陸上競技部、弓道部、囲碁部、競技かるた部が全国大会出場 

主な受賞歴 平成２８年度、２９年度、科学の甲子園で企業特別賞受賞 



２４ 

 

 



２５ 

暁高校(３年制) 四日市市萱生町 238   ℡ 059-337-2347 

     http://www.akatsuki.ed.jp/  
暁高校は戦後間もない昭和24年に設立されました。その後60年ほどの歩みを経て、2007年に新校舎が、2012

年度には新管理棟が完成し、学習環境を一新しました。2007 年度にはⅡ類に英進コースを開設しました。現在

では一人ひとりの希望に合わせて、進級時にコース移動ができる「コース制」を実施しています。 

 

【学校の特徴】本校は「Ⅰ類」と「Ⅱ類進学」、「Ⅱ類英進」の３コース制で構成されています。「Ⅱ類英進」は、

国公立大学や難関私立大学への一般受験による進学を目標としています。「Ⅱ類進学」は推薦入試・一般入試で四

年制大学を、「Ⅰ類」は推薦入試で大学、短大、専門学校等への進学を目指します。 

時間割の基本は１限５０分、１日６限授業ですが、１年生はⅠ、Ⅱ類とも月曜日に７限授業を行っています（「国

公立系」は 2 年次に週 4 日 7 限授業）。また、同じ暁学園内の「四日市看護医療大学」への授業提携と進学を支援

するため、２年次から看護系のコースが開設されています。 

【新しい取組】ＩＣＴ環境の整備の一環として、電子黒板機能付きプロジェクターの設置を進めてきましたが、

今年 9月に全教室に設置が完了しました。現在では全授業の半数ほどで、このプロジェクターを使用した効率

的な授業が行われています。教師が教材を手作りしていますので、授業を重ねるにつれて、教材も充実してき

ます。これから急速に授業のＩＣＴ化が進むと思われますので、本校でも積極的に取り組む考えです。 

また、本校ではかねてより隔週土曜日（第 1,3,5 週）に授業を行っています。水曜日の午後の授業時間を土曜日

に割り振る形で時間割を編成していますので、全体の授業時間数は増えています。授業時間数を増やしながら、放

課後のクラブ活動や補講などの時間も多く取れるように工夫し、学業と自主的な活動の両立を目指しています。 

【大学入試結果】今年度はコース改革後の初めて年で、例年よりは国公立大学への進学は少なかったですが、今後

の結果に期待したいところです。中京大学、名城大学、愛知大学、愛知学院大学など、名古屋方面の私立大学に進

学する割合が高い結果になっています。また、系列の四日市看護医療大学への進学が多いことも本校の特徴です。  

募集定員 
普通科：２７０名 

Ⅱ類英進：３０名、Ⅱ類進学：８０名、Ⅰ類：１６０名 
【３学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 
６限－１５：１０   

７限－１６：１０ 
授業時間 ５０分 

授業時数 

（1年次） 
月－7限 火－６限 水－6限 木－６限 金－６限 土－４限 

課外授業 各学年・各教科あり、夏休み・春休みに各コースに応じて補講あり 

特別な取組み 電子黒板を全教室に導入 

制服、指定品 制服指定、体操服指定、カバン、靴指定 

服装等規則 有り（パーマ、着色禁止等） 

最寄り駅からの

所要時間 
三岐鉄道『暁学園前駅』－徒歩１０分 

登校時の電車到

着時刻 

富田方面より ８：２４着 

藤原方面より ８：１９着 

代表的なクラブ

活動 

ハンドボール（女子）、バドミントン、サッカー（男子） 

合唱、吹奏楽、演劇、バトン（女子）、体操部、野球部 

主な受賞歴 

体操部男子：2年連続インターハイ優勝（あん馬）、5位（跳馬） 

野球部：選手権大会三重県大会 ベスト８ 

合唱部:NHKコンクール東海北陸大会銅賞、全日本合唱コンクール中部大会銀賞 



２６ 

 



２７ 

暁高校(６年制) 四日市市萱生町 238  ℡ 059-337-1213 

       http://www.akatsuki.ed.jp  
暁中学校の創立は、戦後間もない 1948（昭和 23）年まで遡る。家庭的な雰囲気の中で生徒と教師が一体とな

ってきめの細かい教育を展開してきました。昭和 58 年には 6 年制中学高等学校を開設するなど、より一層進

学指導に力をいれており、地域社会から高い評価を受けています。 

 

【学校の特徴】編入生のみなさんは、英語・数学・古典の３教科の進度が暁中学出身者と大きく異なっています

ので、編入生だけのクラスで授業を受けることになります。少人数のクラスですので、一人ひとりにきめ細やかな

指導を行なうことができます。２年次からはすべての授業を暁中学出身者と一緒に受けてもらい、各自の希望に応

じて文系・理系に分かれます。さらに各教科を多様なグレード別にクラス編成しますので、より自分の学力に合っ

た授業が受けられます。思いきった教科の精選や充足、きめ細かなマンツーマン指導など、中高一貫教育のメリッ

トを活かしたカリキュラムで、国公立大学や有名私立大学への進学をバックアップしています。３年間での伸び率

が高く、特に理系に強い学校です。 

【新しい主な取組】大学の入試改革に向けて、特に到達目標を明確にした英語の指導に力を入れています。中２

から全員が GTEC（年 2 回）を受験しており、中学部では、英語の授業は英語で行っています。今年度から、希望

者を対象に英検対策の課外授業を開始しました。 

【大学入試結果】国公立大学には毎年卒業生の２４％ほどが合格しています。今年度は東大に３名、名古屋大学

に４名合格しました。SAC コースの成果と評価しています。私立大学では地域的な条件もあり、名古屋方面の大

学に進学する生徒が多いですが、早稲田大学、慶応義塾大学などの難関校に進学する生徒もいます。 

募集定員 編入生：男女約２０名、 【３学期制】 

始業時刻 ８：４０ 終業時刻 
６限－１５：１０   

７限－１６：１０ 
授業時間 ５０分 

授業時数 月－７限 火－７限 
水 

６限 
木－７限 金－７限 

土－３限 

７０分授業 

課外授業 自由選択講座 自由選択講座 
資格試験

対策講座 
自由選択講座 自由選択講座  

習熟度別指導 
英語、数学、古典、理科の一部については習熟度別授業を実施 

編入生については英語、数学、古典の単独授業を実施（高１）、英数は各〔１時間/週〕増 

特別な取組 中３生対象に理科の実験を英語で行う「イマージョン授業」を実施 

制服、指定品 

男子：制服、ネクタイ、セーター、ベスト（カッターの上に着用時）、開襟シャツ（夏期） 

女子：制服、リボン、セーター、カーディガン（ブラウスの上に着用時）、半袖ブラウス、 

スクールチェックスカート（夏期） 

革靴、上履き、オーバーコート、通学鞄(Ａ６バッグ) 

服装等規則 常に質素端正を旨とし、清潔で品位あるものとするよう留意する。具体的には生徒心得に記載。 

最寄り駅からの

所要時間 
三岐鉄道 暁学園前駅－徒歩約１２分 

登校時の電車到

着時刻 

富田方面より ８：２４着 

藤原方面より ８：１９着 

代表的なクラブ

活動 

サッカー、硬式野球、硬式テニス、体操、陸上競技、剣道等 

合唱、吹奏楽、ＥＳＳ、茶道、競技かるた等 

主な受賞歴 平成２９年度 数学甲子園全国大会出場（２チーム） 



２８ 

 



２９ 

鈴鹿高校(３年制) 鈴鹿市庄野町 1260   ℡ 059-378-0307  

http://suzukakyoeigakuen.net/suzukah/  
29 年 3 月には情報メディア教育センターが完成しました。アクティブラーニングができるスペースが大

小合わせて 8 部屋設置され、発信力やコミュニケーション能力を高める環境が整いました。その他、新武

道場の建設や特別教室の大改修なども終え、さらに今後も大規模な改修を順次進めていく予定です。 

 

【学校の特徴】幅広い進路を目指す「創造コース」と、国公立大学進学を目指す「探究コース」の２コース

制です。さらに「探究コース」の中に「Ｓクラス」を開設し、少人数体制でより密度の濃い指導を実践してい

ます。Sクラスでは担任だけでなく教科担当の教師も生徒面談を行なっています。担任と教科が一体となって

生徒の学習指導に当たり、三重大学をはじめ名古屋大学などの難関大学合格を目指します。２９年度入学生よ

り Sクラスでもクラブができるようになりました。Sクラスでは土曜講座も実施し、教科の授業以外にも『ビ

ジネスプラン』といった、発信型の取り組みも行っています。また、2020 年度からスタートする『大学入

学共通テスト』に向けて、英検や GTEC などの外部団体の試験も導入しています。 

【新しい取組】平成２８年度に全教室に電子黒板機能付きプロジェクターを導入しました。利用率も年々高

まり、日々の授業の中で効率と効果を上げる工夫を積み重ねています。若手の教員だけでなく、ベテラン教員

も活用できるよう取り組んでいます。平成２９年度には「情報メディア教育センター」が完成し、アクティブ

ラーニングやグループ学習での活用が進んでいます。また、プログラミング学習への対応として、ソフトバン

クロボティックスの「Pepper」を利用して、プログラミングの基礎を学ぶ取り組みも始めています。さらに、

生徒のパソコンと教師のパソコンをネットワーク化し、必要な画面を適宜スクリーンに投射しながら、授業を

進める仕組みを導入していきます。これらの ICT 機器や環境を活用することで、より自主的で主体的な学習

を深めていきたいと考えています。また、３０年４月にはコンビニ＆イートインコーナーもオープンし、ます

ます快適な空間となりました。 

【大学入試結果】この数年、好景気の影響からか、就職者の数が増してきていますが、例年、ほとんどの生

徒が進学しています。指定校推薦制度も充実し、多くの生徒が利用しています。国公立大学に進学する生徒

もいます。 

募集定員 普通科：３４０名  探究：１４０名（Ｓクラス含む）、創造：１８０名 【３学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 
６限－１５：０５   

７限－１６：１０ 
授業時間 ５０分 

授業時数 
月 

創造－６限 

探究－７限 

火 

創造－６限 

探究－７限 

水 

創造－６限 

探究－７限 

木 

創造－６限 

探究－７限 

金 

創造－６限 

探究－７限 

土－ 

課外授業 随時行う 
土曜学習 

9:00～15:00 

習熟度別指導 一部あり 

特別な取組 ビジネスプラン（１，２年 Sクラス 論理コミュニケーション） 

制服、指定品 制服－ブレザー カバン、靴、体操着－指定 

服装等規則 有 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄平田町駅－徒歩１８分、ＪＲ加佐登駅－徒歩１５分、三交－鈴鹿高校徒歩１分 

代表的なクラブ

活動 

硬式テニス、剣道、柔道、山岳スキー、女子バレーボール、ソフトボール、硬式野球、サッカー 

書道、放送、吹奏楽、自然科学、ストリートダンス 

主な受賞歴 環境大臣賞（自然科学部、H30年度） 



３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 



３１ 

鈴鹿高校(６年制) 鈴鹿市庄野町 1230   ℡059-3700760     

http://suzukakyoeigakuen.net  

昭和６１年設立で、県下の６年制中学校の中では比較的新しい学校です。平成元年から 4年次への編入生を受け入

れており、内部進学生との積極的な交流を通じた教育活動を実践しています。平成２９年度から「鈴鹿中等教育学

校」として新入生（中学 1年生）が入学し、新しいステージで歩みを始めました。 

 

【学校の特徴】平成 29年度中学１年生より鈴鹿中等教育学校となりました。6年制編入生には直接の影響はな

いですが、新図書館の建設、全教室に電子黒板を設置、オンライン英会話の導入、GTEC、英検への挑戦等、編

入生にも利用いただける様々な取り組みを含めた学校改革を行っています。編入生は在校生と学習進度が異なって

いますので、4年次は編入生だけで特別な授業を行います。授業の進度は早い目で、質量ともに充実した内容ですが、

頑張った分は確実に実力となって身につきます。実際に今までの卒業生は優秀な成績を残してくれています。編入制

度を実施して 2９年になります。この 2９年間の卒業生２００名以上の内、半数以上が国公立大学に合格しています。 

【新しい取組】平成 25年度から「医進・選抜コース」を開設し、今年度で中学１年生から６年生まで、すべて

の学年が在籍する状態になりました。編入生も、年度末の選抜試験等で基準を満たせば「医進・選抜コース」へ

の合流が可能です。この「医進・選抜コース」設置に伴い「医系進学者養成プログラム」と「最難関国公立大学

合格プログラム」を実践しています。大学の先生や医療現場で活躍しておられる方から、大学の魅力や最先端の

研究内容について直接お話しを聞く機会があります。一般的な出前授業の枠を超えたプログラムで、年間で 10

回以上実施されます。大学の最先端の研究や学びに触れることのできる、絶好の機会となります。編入生の方も

随時参加していただけますので、ぜひ６年制への編入学を志していただきたいと思います。 

【大学入試結果】年によって変動はありますが、東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学などの難関大

学にコンスタントに合格しています。国公立大学を志望する生徒が多く、卒業生のおよそ 3分の 1 が国公

立大学に進学しています。また、名古屋方面の私立大学に進学する生徒が増えている傾向が伺えます。 

募集定員 
普通科：１６０名 

６年制編入：２０名、内部進学：１４０名 
【３学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 ７限－１６：１０ 授業時間 ５０分 

授業時数 月－７限 火－７限 水－７限 木－７限 金－７限 
土－年間 8回 
（H29年度実績） 

課外授業 随時行なわれています 
土曜 

9:00～12:00 

習熟度別指導 ６学年、一部科目で実施 

特別な取組み ５年次医進・選抜コース編入制度 

制服、指定品 
男子：ブレザー、夏（冬）スラックス、長（半）袖シャツ、ベスト 

女子：ブレザー、夏（冬）スカート、スラックス、長袖ブラウス、半袖セーラ、ベスト 

服装等規則 特記事項なし 

最寄り駅からの

所要時間 
近鉄平田町駅－徒歩１８分、JR加佐登駅－徒歩１５分、三交－鈴鹿高校徒歩１分 

登校時の電車到

着時刻 
平田町駅－７：５５、加佐登駅－（上り）８：００（下り）８：０９ 

代表的なクラブ

活動 

テニス、サッカー、野球、バスケットボール、女子バレーボール、陸上競技、剣道 

吹奏楽、科学、茶道、ボランティア、美術 

主な受賞歴 特になし 



３２ 

 

 

 

 



３３ 

高田高校(３年制) 津市一身田町 2843    ℡ 059-232-2004 

   http://www.mie-takada-hj.ed.jp/ 
真宗高田派の宗門立学校を母体とし、仏教精神に基づいた教育を実践している高校です。一般の教科学習以外に

仏教の時間もあり、人間性の豊かさを求める精神面の教育にも力を入れています。校舎の建て替えも完成し、グ

ラウンドの拡張とあいまって学習環境を一新させました。 

 

【学校の特徴】２７年度から、従来のⅡ類数理、文理コースをⅡ類進学クラスとⅡ類特選クラスに改編しました。

特選クラスは国公立理系並びに文系への進学を目指すクラスで、Ⅱ類進学クラスは国公立、私立の四年制大学を目

指すクラスと位置づけています。また、Ⅰ類は私立の四年制大学への進学が中心のクラスになります。 

Ⅱ類では習熟度別講座編成も取り入れ、よりレベルアップを図って国公立大学への進学を目指しています。特選

クラスでは、７月末には三重大学の人文学部と教育学部を訪問して特別講義を受講しました。８月末には国際理解

研修プログラムとして、津市で「イングリッシュキャンプ」を実施し、外国人講師と一緒に英語漬けの２日間を過

ごし、英語の学習意欲を高めました。 

Ⅰ類においても基礎から発展へ向けて、丁寧な指導で進路目標の実現を目指しています。また、本校から高田短

期大学に進学する場合は、大学進学時の入学金が免除される制度もあります。 

【新しい取組】26 年度より鈴鹿医療科学大学との高大連携がスタートしました。出前授業をはじめ、講演、実習

などの交流が行われています。三重大学の生物資源学部、工学部、医学部においても体験的な研究に参加させてい

ただいています。今後の生徒の成長に大いに役立つものと期待しています。 

設備面では、各教室に電子黒板機能付きプロジェクターを設置し、授業を効果的に行えるよう工夫を重ねていま

す。さらなる教育環境の充実に取り組んでいます。今年度から新たに教育アプリの「Classi」を導入し、生徒の日々

の学習管理、課題の配信、Web テストなどに活用しています。 

【大学入試結果】今年度がⅡ類改編後最初の卒業生でしたが、国公立大学の合格者数は２０名にととどまりました。

今後の発展に期待したいところです。私立大学では、名城大学、中京大学などの名古屋方面の学校や、鈴鹿医療科

学大学、皇學館大学への進学が多い傾向が見られます。 

募集定員 普通科：男女３８４名 【３学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 
１５：０５（６限） 

１６：００（７限） 
授業時間 ５０分 

授業時数 月－６限 火－６限 
水－６限 

隔週７限 
木－７限 金－６限 土－４限（奇数週） 

課外授業 夏期セミナー多数開講。平日０限、７限不定期開講。 

習熟度別指導 習熟度別講座編成等 

特別な取組み 能動的、主体的な学習姿勢を育む探求活動 

制服、指定品 制服・制靴・体操服・制鞄。 

服装等規則 整髪服装指導、みだしなみセミナー等あり 

最寄り駅からの

所要時間 

JR 一身田駅より徒歩５分、近鉄高田本山駅から徒歩 20 分または自転車１０分、伊勢鉄道東一身

田駅から１５分 

登校時の列車到

着時刻（ＪＲ） 
一身田駅 （上り）８：３０、（下り）８：３６ など 

代表的なクラブ

活動 
新体操部、卓球部、馬術部、なぎなた部、放送部、演劇部など。運動部１８、文化部２３。 

主な受賞歴 全国高校総体出場  三重県高校総体女子総合５位 放送部全国大会４位（優良賞） 



３４ 

 

 

 



３５ 

高田高校(６年制) 津市一身田町 2843   ℡ 059-232-2004 

   http://www.mie-takada-hj.ed.jp/  
昭和３９年（１９６４年）に県下でいち早く６年制の中高一貫教育をスタートさせました。その後も３年制中学

校と併設の期間が続きましたが、昭和５６年（１９８１年）に３年制中学を廃止し、６年制単独の中学校・高等

学校（併設型）となりました。難関大学、医学部への進学が多く、県下でトップクラスの実績を残しています。 

 

【学校の特徴】現在１学年１８０名で５クラス体制ですが、学習方針はあくまで基礎重視です。難問よりも基礎事

項を反復して、徹底させることが重要だと考えています。５年次からは文系と理系の一部の教科で習熟度別にＡ、

Ｂ講座に分けていますが、基礎をしっかりと繰り返し学習することで、いずれの講座も確実に実力を身に付け、個

人の能力を発揮できるようになっています。 

本校は東大や医学部の合格者数で話題に上ることが多いのですが、私たちのほうから強く東大や医学部への進学

を勧めているわけではありません。あくまでも本人と保護者様の希望を尊重しています。私たちの役割は、生徒本

人が適切な進路選択ができるように、いろいろな場面で職業や社会全般に関する情報を提供していくことだと考え

ています。 

【新しい取組】近年ＩＣＴ教育の環境整備に力を入れています。全教室に電子黒板機能付きプロジェクターの設置

が完了し、授業の効果、効率のアップを図っています。今年度から教育アプリの「Classi」を導入し、生徒の学習

時間の管理や、宿題の配信、Web テストなどに活用しています。生徒自身が種々の活動内容を入力することで、活

動記録が蓄積されていきますので、「e ポートフォリオ」として大学入試に役立てることも想定しています。これ

らの機能が有効に利用できるようにするために、全校的に Wifi 環境を整え、OA 教室・IC 教室とは別にノートパソ

コンを数多く導入しました。生徒はスマホ、タブレット、パソコンなどを、必要に応じて利用できるようになって

います。 

さらに、オンライン英会話の学習も取り入れていく考えで、準備を整えているところです。 

【大学入試結果】本校は医学部への進学が多く、理系の半数の生徒は医歯薬系への志望をもっています。今年度は

国公立大学の医学部に９名が合格しました。入学の段階から医学部進学を考えて本校を選ぶご家庭も多いのですが、

在学中に様々な学習や経験を積む中で、医学部を目指すことを決意する生徒も多いようです。  

募集定員 普通科：男女 １８０名（内部進学生のみ） 【３学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 
１５：０５（６限） 

１６：００（７限） 
授業時間 ５０分 

授業時数 月－６限 火－６限 
水－６限  

隔週７限 
木－７限 金－６限 土－４限（奇数週） 

課外授業 随時 

習熟度別指導 ５年生より一部の教科で実施 

特別な取組み 小学生対象の「学びのひろば in 高田」、オーストラリア短期交換留学、イギリス短期語学留学 

制服、指定品 制服・制靴・体操服・制鞄 

服装等規則 規則あり 

最寄り駅からの

所要時間 

JR 一身田駅より徒歩５分、近鉄高田本山駅から徒歩２０分または自転車約１０分、伊勢鉄道東一身田駅か

ら徒歩１５分 

登校時の電車到

着時刻 
一身田駅 （上り）８：３０、（下り）８：３６など 

代表的なクラブ

活動 
新体操部、卓球部、馬術部、なぎなた部、放送部、俳句部など。運動部１８、文化部２３。 

主な受賞歴 国際地学オリンピック銀賞（H30タイで開催） 



３６ 

 



３７ 

鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿市白子町  ℡ 059-368-1739 

  http://www.suzuka-ct.ac.jp/  
昭和 37 年にスタートした鈴鹿高専は、創立から 5０年を越える、全国の高専の中でも老舗の高専です。国際

的に活躍できる技術者を養成することが役割の一つで、多くの企業から求人が集まっています。また、卒業生の

４割ほどが専攻科に進学または国立大学の３年次に編入学し、「進学校」としての側面も併せ持っています。 

 

【学校の特徴】高専の就学期間は５年間です。卒業後の進路として、企業への就職、専攻科または大学への進学を

選択することができます。非常に多くの企業から求人が集まり、就職を希望する学生の就職率は１００％です。ま

た、４割ほどの卒業生が、専攻科に進学または国立大学の 3 年次に編入学しています。学費が安いのも特長です。

本校卒業後に２年間の専攻科に進学した場合は、諸経費を除き、就学支援金の控除額を入れると７年間で約１４０

万円ですが、これは一般的に公立高校から国立大学に進学した場合よりも、１００万円ほど安くなっています。 

【新しい取組】鈴鹿高専の教育プログラムは全国の高専の中で唯一、社会的な課題を解決するロボットエンジニア

育成事業（2015 年～2017 年）に採択されました。学科の枠を超えた様々な課題解決型の授業などで総合的な実

践力を身につけます。また学科-専攻科の７年間を視野に入れたグローバルエンジニアプログラムでは、外国人講師

による少人数英語授業等で国際的に活躍できる技術者を育成しています。 

【大学入試結果】平成２９年度は、卒業生のうち、２６名が専攻科に進学し、４９名が国立大学の３年次に編入学

しています。国立大学への編入学では、推薦制度や、複数校を受験することができるなどのメリットがあります。

平成２９年度の合格実績としては、東北大学、筑波大学、東京農工大学、東京工業大学、金沢大学、名古屋大学、

名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、岡山大学、広島大学などの

有名大学があげられます。 

募集定員 
機械工学科、電気電子工学科、電子情報工学科、生物応用化学科、材料工学科 

各４０名、合計２００名 
【２学期制】 

始業時刻 ８：５０ 終業時刻 １６：００ 授業時間 ９０分（２限） 

授業時数 月－８限 火－８限 水－５限(６限) 木－８限 金－８限 土－ 

課外授業 木曜日と各教員の指定する曜日で１６：００～１７：００まで実施しています。 

習熟度別指導 ありません。（英語は授業の一部で習熟度別クラス編成を取っています。） 

特別な取組 
グローバルエンジニア教育、ロボットエンジニア教育、情報セキュリティエンジニア教育に力を

入れています。 

制服、指定品 
指定の濃紺スーツ、スラックス（スカート）、カッターシャツ、ベスト、セーター、ネクタイ。

徽章、校内章  

服装等規則 
学生が登下校時及び授業を受ける場合は、制服を着用します。ただし、第３学年以上の学生につ

いては、特に指定した日を除き、学生として品位を損なわない服装とすることができます。 

最寄り駅からの

所要時間 

近鉄白子駅の北西２．５ｋｍの所に位置しており、白子駅西口から三重交通バス乗車約１０分、

東旭が丘３丁目で下車、徒歩約７分。 

クラブ活動 

（文化系）音楽部、ＥＳＳ、写真部、美術部、文芸部、囲碁将棋部、茶道部、アコースティック

ギター部の８クラブ 

（体育系）陸上競技部、バドミントン部、硬式野球部、ソフトテニス部、テニス部、バスケット

ボール部、ワンダーフォーゲル部、柔道部、剣道部、弓道部、卓球部、空手道部、ハンドボール

部、サッカー部、水泳部、男子バレーボール部、女子バレーボール部の１７クラブ 

その他、同好会が１０団体あります。 

（創造活動プロジェクト）ロボコン、エコカー（ソーラーカー、低燃費カー）、プロコン、 

デザコン（デザインコンペティション） 
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