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学校生活全般 Ｑ＆Ａ

１ 高校生活について

Ｑ１ 成章高校の教育目標は何ですか。

Ａ 自主性に富み意志強固な人間、正義を愛する誠実勤勉な人間、真理を愛する知性の

高い人間になることを目指しています。

Ｑ２ 成章高校の教育方針は何ですか。

Ａ 「文武両道」です。学習と部活動の両方に力いっぱい取り組み、教育目標にある人

になりましょう、ということです。これは、文化7年（1810年）創立の田原藩の藩

校「成章館」以来の伝統です。

Ｑ３ 成章高校が他の高校と違う点は何ですか。

Ａ 愛知県にはおよそ160校の県立高校がありますが、地名にもとづいた校名の学校

がほとんどです。本校は江戸時代の田原藩の藩校「成章館」の名称に由来しています。

成章の文字は中国の孔子の「論語」の中にあります。

また本校は2011年に創立110周年を迎えた大変伝統のある高校です。伝統は一朝

一夕にはつくれない貴重な財産です。

Ｑ４ 成章高校のクラス数はいくつありますか。

Ａ 普通科５クラス、総合ビジネス科（商業科）１クラス、生活文化科１クラスの１学

年７クラスです。学校全体では２１クラスです。次年度の新入生のクラス数は、例年

1１月上旬頃に愛知県教育委員会から発表されます。

Ｑ５ クラスの男女の構成はどうなっていますか。

Ａ 普通科、総合ビジネス科は男女共学クラスです。普通科・総合ビジネス科ともに男

女がほぼ同数です。生活文化科は女子のみです。

Ｑ６ クラスは毎年変わりますか。

Ａ 普通科は２年生になるとき、文系・理系の類型別クラス分けになり、さらに３年生

になるとき、進路希望を取り入れたクラス編成になります。（普通科 Q&A参照）

Ｑ７ 同じ中学校の生徒と一緒のクラスになれますか。

Ａ 高校生活は一生の中でも最も重要な時期のひとつです。高校での３年間の間に、生

涯にわたってつき合えるかけがえのない友人ができます。そのためにいろいろな中学

校出身の生徒でクラスを編成しています。すばらしい友人を見つけて、高校生活を楽

しんでください。

Ｑ８ 成章高校の日課はどうなっていますか。

Ａ 午前８時５０分にショートタイムが始まり、９時から１限がスタートします。１時

間の授業は５０分で、６限目の終了は午後３時２０分です。月曜日と水曜日は７限目

の授業があり、終了は午後４時２０分です。その後、清掃・ショートタイムがあり、

部活動に参加します。



Ｑ９ 授業の進み方は速いですか。

Ａ 中学校に比べると、授業の進み方は少し速いかもしれませんが、その分授業内容の

ポイントを押さえた指導をしていますので安心してください。また高校は、家庭での

学習を前提にして授業が進みますので、家庭学習を充実させてください。

Ｑ10 授業はていねいに教えてくれますか。

Ａ 先生方は生徒の質問に対して分かりやすくていねいに、分かるまで教えてくれます。

どしどし質問して、勉強が面白くなるようにしてください。

Ｑ11 定期考査は何回ありますか。

Ａ １・２学期にある中間・期末考査と、３学期にある学年末考査の合計５回の定期考

査があります。定期考査の問題は授業の中から大半が出題されます。日頃から授業と

家庭学習にしっかり取り組めば良い成績が期待できます。

その他、実力テストが長期休業明けに実施されます。

２ 部活動について

Ｑ12 部活動にはどのような部がありますか。

Ａ 運動部が11、文化部が12の計23の部活動があります。

昨年度は、弓道部が、全国高等学校弓道選抜大会の男子個人の部に出場しました。

それ以外にも、野球部、陸上部、吹奏楽部、美術部など、全国大会に出場したことが

ある部活動が多数あります。「文武両道」の精神を受け継ぎ、多くの先輩が意欲的に

部活動に取り組んでいます。

Ｑ13 部活動は自由参加ですか（部活動は入らなければいけませんか）。

Ａ 部活動は原則参加です。教育方針は「文武両道」ですから、全員に入部するよう勧

めています。多くの生徒が部活動は高校生活の中で最も印象に残っている活動だと言

っています。積極的に参加するとよいと思います。４月半ばには部活動登録がありま

すので、「学校案内」や「部活動案内」を読んで参考にしてください。

Ｑ14 部活動での上級生と下級生との関係はどうですか。

Ａ 部活動では、先輩・後輩ともに仲良くやっています。心配はいりません。

３ ルールについて

Ｑ15 髪型や服装で中学と違う点はありますか。

Ａ 服装については、本校の制服を着用してください。２６年度入学生から、男女とも

新しい制服に変わりました。

髪型についても、高校生らしい髪型であれば特に問題はありません。ただし、パー

マ・茶髪等は高校生として好ましくないので認めていません。

Ｑ16 校則は厳しいですか。

Ａ 他校と比較しても、特に厳しい校則はありません。高校生らしい生活をしていれば、

何の問題もありません。ただし、問題行動を起こした場合は、保護者に学校へ来てい

ただく等、深く反省をしてもらっています。



Ｑ17 日常生活で、特に注意することはどんなことですか。

Ａ 社会生活でも高校生活でも、時間を守る（遅刻をしない）ことは大切です。普通の

高校生活を送れば、特に問題はありません。

携帯電話については、持ち込み禁止ではありませんが、「朝のＳＴから帰りのＳＴ

までは電源を切ってカバンの中へ」というルールで指導しています。

Ｑ18 カバン・靴は指定されていますか。

Ａ カバンについては、「部活動で使用するもの」、「中学で使用していたもの」等でも

結構ですが、華美でない、高校生らしいものを使用してください。以前、本校指定で

あった「成章バッグ」（現在は指定廃止）は、現在も購買で購入することができます。

靴については、華美でない高校生らしいものをはいてください。高額な靴を用いる

必要はありません。

Ｑ19 自転車について決まりはありますか。

Ａ 車体については特に規制をしていませんが、一文字ハンドル等の変形自転車、タイ

ヤが細い競技用自転車には乗らないようにしてください。生命を大切にすることを目

指して指導しています。

自転車通学については、成章高校から２ｋｍ以上離れている生徒は自転車通学がで

きます。また部活動で必要な場合は、特別に許可しています。

４ その他

Ｑ20 成章高校にはどんな行事がありますか。

Ａ 主なものに球技大会、体育大会、成章祭、芸術鑑賞会、スプリングスポーツ大会な

どがあります。

その中でも、学校祭としての成章祭は多くの生徒が楽しみにしています。クラスの

催し物、部活動の催し物、学科の催し物などがあります。ＰＴＡの方々も参加し、学

校全体すべての生徒がこの行事に燃えています。高校生活最大のすばらしい思い出と

なっています。

他には夏休みを利用して、アメリカのケンタッキー州にある姉妹校スコット高校へ

の短期研修およびホームステイがあります。１０日間にわたる研修では、実際に使わ

れている英語に触れるだけでなく、アメリカの学校生活（授業）と家庭生活を直接体

験できます。希望制ですから、ぜひ応募してください。

Ｑ21 修学旅行はどこへ行くのですか。

Ａ 今年の２年生は、２泊３日の日程で関西地方に出かけています。広島での平和学習

や京都市内の班別研修、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの自由散策など、日本

の文化・歴史に接することのできる手作りの修学旅行を目指しています。

Ｑ22 生徒会活動は活発ですか。

Ａ 生徒会長や副会長に積極的に立候補し、意欲的に生徒会活動に取り組んでいます。

特に、前出のＱ２０にある行事では、中心的な役割を果たして、生徒の参加と団結

を目指しています。成章祭ではテーマやポスターなどの応募を生徒に積極的に呼びか

け、開会式の催し物などにアイデアを出してがんばっています。あなたも成章高校で

一緒に生徒会活動に参加しませんか。



普通科 Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 毎年の進学率はどれくらいですか（進学と就職をする生徒はどれくらいいますか）。

Ａ 平成２９年３月卒業の進学者は４年制大学へ１５３名（うち国公立合格者５５名）、短大へ３名、

専修・各種学校１８名、進学準備２８名などです。就職は１名です。

Ｑ２ どのような大学へ進学していますか。

Ａ 平成２９年３月卒業の主な進学先(４年制大学)は次のとおりです。（浪人生含む）

【国立大学】

室蘭工業大学、北見工業大学、東北大学、秋田大学、筑波大学、東京外国語大学、山梨大学、

富山大学、金沢大学、福井大学、岐阜大学、静岡大学、浜松医科大学、名古屋大学、愛知教育大学

三重大学、大阪大学、奈良女子大学、鳥取大学、高知大学、など

【公立大学】

岩手県立大学、会津大学、静岡県立大学、愛知県立大学、名古屋市立大学、三重県立看護大学、

滋賀県立大学、神戸市外国語大学、尾道市立大学、県立広島大学など

【私立大学】

青山学院大学、学習院大学、慶應義塾大学、駒澤大学、上智大学、専修大学、

中央大学、東京理科大学、東洋大学、日本大学、法政大学、明治大学、立教大学、

早稲田大学、岐阜聖徳学園大学、愛知大学、愛知学院大学、愛知工業大学、

愛知淑徳大学、金城学院大学、椙山女学園大学、大同大学、中京大学、中部大学、

名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、南山大学、名城大学、京都産業大学、

同志社大学、立命館大学、龍谷大学、関西大学、近畿大学、関西学院大学など

Ｑ３ 進学するためには、どのような指導が行われていますか。

Ａ 成章高校で学ぶ過程で、将来にわたる自分の進路をよく考えてもらうために、進路

講演会やきめ細やかな担任面接などにより、１０年後の自分を見据えた進路希望を自

覚できるようにしています。

本校に入学してくる生徒は皆十分な学習能力をもっています。その能力を十分に発

揮してもらうために、２年生では文系・理系のクラス（標準・発展）をつくります。

３年生では、主に国公立大学を目指す生徒と主に私立大学を目指す生徒に合ったコー

ス選択と、それに応じたクラス分けをしています。

Ｑ４ 進学や就職のニュースは、どこで知ることができますか。

Ａ 中学校から高校へ進学する場合と異なり、いろいろな特色をもった大学、短大、専

修・各種学校と、幅広い選択肢があります。自分に合った進路を発見することが重要

な課題です。その課題を解決するためには正確な情報把握が欠かせません。

進路指導室には、各大学からの情報冊子や、受験した先輩の記録も見られるように

なっています。また就職のための資料も並べてあります。資料は気軽に見ることがで

きます。先生方（６人の先生方が常駐）も、生徒の進路について親身になって相談に

のってくれます。



Ｑ５ 大学への指定校推薦はありますか。

Ａ 進路指導室に行けば、指定校推薦について知ることができます。多くの４年制大学

や短大から、本校に推薦依頼が来ています。ただし、普通科の生徒には一般受験を奨

励しています。

Ｑ６ 大学へ進学する場合、部活動に入ってしまうと難しくなりますか。

Ａ 本校の教育の柱は「文武両道」です。部活動は、高校生活の重要な部分を占めます。

先輩たちは学習と部活動を両立させる努力をしてきました。皆さんも、積極的に部活

動に取り組んでください。現代社会を生き抜く人間力が身につき、大切な仲間もでき、

必ず、幸せになれます。また、部活動を３年間やり抜いた生徒の方が、国公立大学合

格率は圧倒的に高いです。

Ｑ７ 文系と理系はいつ分かれるのですか。

Ａ １年生の１学期に予備登録をして、１年生の２学期には文系・理系を確定します。

現２年生は、文系３クラス（標準・発展）、理系２クラス（標準・発展）の構成です。

また、３年生では国公立大学など５教科７科目（６教科７科目）の受験を目指すコ

ースと、私立大学などの３科目の受験を目指すコースに分かれます。

Ｑ８ 進学者のための課外学習はどれくらいありますか。

Ａ 進学者のための課外学習は、１年生の場合、平常は朝７時５０分から８時３０分ま

で、週２回実施しています。また、長期休業中も課外を行っています。課外は、講義

形式を中心に、先生方が懇切丁寧に教えてくれます。また、土曜学習会も１，２年生

は６回、３年生は１０回実施しており、９時から１２時１０分まで９０分×２時間を

講義形式を中心に実施しています。

Ｑ９ 普通科１年生の時間割を教えて下さい。

Ａ 今年度の１年生普通科のあるクラスの時間割を、参考までに示します。

＊時間割の数学Ⅰは、数学Ⅰを１１月まで学習し、１２月からは数学Ⅱを学習します。

＊芸術は、音楽・美術・書道から１科目選択して学習します。
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総合ビジネス科 Ｑ＆Ａ

Ｑ１ なぜ「商業科」から「総合ビジネス科」に名称が変わったのですか。

Ａ 商業科では、生徒の多様な進路希望に対応する幅広いビジネス教育を総合的に展開

します。その一環として、本校でも今年度から「商業科」を「総合ビジネス科」に改

編しました。

Ｑ２ 総合ビジネス科の教育目標は何ですか。

Ａ 卒業後、実社会で役立つ知識・技能を習得させるとともに、視野の広い調和のとれ

た心豊かな人間の育成を目指しています。

Ｑ３ 普通科に比べて、総合ビジネス科はどこが違いますか。

Ａ 全体の授業時間のなかで、普通科目を３分の２、商業に関する専門科目を３分の１

学習します。この点が普通科と違います。

Ｑ４ 商業科目には、どのようなものがありますか。

Ａ 本校では、次にあげる１１科目を学習します。

【全員共通】ビジネス基礎・簿記・情報処理・財務会計Ⅰ・原価計算・総合実践・

課題研究・ビジネス情報・広告と販売促進

【 選択 】ビジネス実務・マーケティング

【 参考 】１年生で学習する商業科目の紹介

ビジネス基礎……商業科目全般の基礎となるものであり、ビジネス(商

業)に関するいろいろな仕組みを学びます。

情報処理…………コンピュータの機能や利用技術、文書作成の基礎等

を学びます。

簿記………………企業における会計の基礎を学びます。

Ｑ５ 「課題研究」とは、どのような科目ですか。

Ａ 「課題研究」は、自ら研究したいテーマを考え、それを１年間通して研究していく

科目です。

現在本校では、下記の４つのテーマを設けています。

① 秘書実務…資格取得・ビジネスマナーの習得

② 地域商業研究…地域の商業に関するアンケート調査・研究

③ 資格取得(情報 :プログラミング)…プログラムの基礎を学び検定の取得を目指す
④ 商業デザイン…ポスターやホームページの作成など

Ｑ６ 総合ビジネス科から大学に進学できますか。

Ａ もちろん大学に進学できますが、学部は経済学部や経営学部、商学部などの商業に

関連した学部が有利となります。本校総合ビジネス科では、進学希望者のために、選

択で英語の授業を学習できるようにしています。また、進学に有利となるような資格

取得ができる授業も行っています。なお、普通科出身者には適用されないような資格

取得による入試を実施している大学が数多くありますので、この点は、普通科よりも

恵まれていると言えます。



Ｑ７ 商業科（総合ビジネス科）卒業生の進路状況はどうですか。

Ａ 平成２６～２８年度卒業生の主な進路は次のとおりです。

【 就 職 】

アイシン・エイ・ダブリュ、愛知海運産業、愛知県警察、渥美モータース、

イオン･リテール、ウッドワン、蒲郡信用金庫、シーヴィテック、JA愛知みなみ、

田原市社会福祉協議会、田原市消防署、中部電力、トヨタ自動車、豊橋商工信用組合、

福寿園、丸昇彦坂建設三菱ケミカル、有楽製菓など

【４年制大学】

愛知大学、中京大学、名古屋商科大学、名城大学、東海学園大学、愛知学院大学、

愛知学泉大学、豊橋創造大学、名古屋芸術大学など

【 短期大学 】

愛知大学短期大学部、愛知医療学院短期大学、名古屋文理短期大学など

【 専門学校 】

愛知厚生連更生看護専門学校、ELIC ﾋﾞｼﾞﾈｽ＆公務員専門学校、愛知調理専門学校、
大原法律公務員専門学校、県立愛知看護専門学校、中部ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾊﾟﾃｨｼｴ専門学校、

東京 IT会計専門学校、東京法律専門学校、豊橋歯科衛生士専門学校、
東三河看護専門学校、理学・作業名古屋専門学校、愛知県立農業大学校、

大阪あべの辻製菓専門学校、中部美容専門学校、名古屋美容専門学校、

中部福祉保育医療、トライデントスポーツ医療看護専門学校、

名古屋医療スポーツ専門学校、名古屋医療秘書福祉専門学校、名古屋コミュニケー

ションアート専門学校、名古屋調理師専門学校、名古屋デジタル工科専門学校、

日本デザイナー学院など

Ｑ８ 総合ビジネス科では、どのような資格が取得できますか。

Ａ 取得できる主な検定と資格は次のとおりです。

取得できる資格は単独商業高校とほぼ同じです。

簿記、情報処理、ワープロ(ビジネス文書)、珠算・電卓、商業経済、英語検定の１

～３級。秘書検定の２～３級、基本情報技術者試験などです。

＊技術顕彰証書……各検定のうち、３科目２級以上（または１級１科目と２級１科目）

を取得すれば、愛知県知事より技術顕彰証書が授与されます。

全国商業高等学校協会主催検定１級３種目以上合格（全８種目）

平成2８年度：3種目－１８人 ４種目－１１人 ５種目－３人

６種目－１人 計３３人（商業科３９名中）

平成2７年度：3種目－４人 ４種目－９人 ５種目－３人

６種目－１人 計１７人（商業科３８名中）

平成2６年度：3種目－１３人 ４種目－５人 ５種目－８人

６種目－１人 計２７人（商業科４０名中）

平成25年度：3種目－７人 ４種目－１１人 ５種目－８人

７種目－１人 計２７人（商業科４０名中）

平成24年度：３種目－７人 ４種目－６人 ５種目－５人

６種目－５人 計２３人（商業科３８名中）



Ｑ９ 総合ビジネス科のみでおこなう行事がありますか。

Ａ 総合ビジネス科の生徒を対象とした主な行事としては、次のようなものがあります。

インターンシップ(２年) ……社会に出る準備として２年生の３学期に就業体験を

行います。

商業実務講話（２・３年）……実社会で活躍している人を講師として招き、租税教室、

消費生活、年金教室、社会人としての心構え等のお話

をしていただきます。

販売実習（３年） …………先輩方が商品開発した「キャロッポタルト」、「キャロ

ッポ大福」などを市内の各地で販売実習を行っていま

す。昨年度は、PAO、サンテパルク、愛知サンフェス
タ、菜の花ガーデンで実施しました。また、新商品と

してコロッケやジェラートを開発し、販売しました。

Ｑ９ 総合ビジネス科１年生の時間割を教えて下さい。

Ａ 総合ビジネス科１年生の時間割（今年度）を、参考までに示します。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

英語Ⅰ

L H R

（L T）
７

体 育数学Ⅰ
国語総合

（古典）

科学と

人間生活

ビジネス

基礎
６

英語表現Ⅰ
ビジネス

基礎

科学と

人間生活
簿 記

国語総合

（古典）
５

簿 記
国語総合

（現代文）
体 育数学Ⅰ現代社会４

簿 記現代社会情報処理体 育簿 記３

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

英語Ⅰ
情報処理簿 記情報処理情報処理２

情報処理簿 記保 健英語表現Ⅰ
国語総合

（現代文）
１

金木水火月



生活文化科 Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 生活文化科の教育目標は何ですか。

Ａ 生活に関する文化を学び、新たな生活文化を創り出していけるように、知識や技能

を身につけます。

そのため、多くの体験学習・ボランティア活動を取り入れています。

Ｑ２ 普通科に比べて、生活文化科はどこが違いますか。

Ａ 被服、調理、保育など家庭科の専門科目を多く学びます。クラス替えがなく、生活

文化科の行事も多いので、一生付き合える友達作りもできます。

Q３ 家庭科目には、どのようなものがありますか。

A 本校では、次にあげる１１科目を学習します。

【全員共通】家庭総合・生活産業基礎・課題研究・生活産業情報・子どもの発達と保

育・ファッション造形基礎・ファッション造形・フードデザイン・調理

【 選 択 】生活と福祉・生活文化

Ｑ４ １週間にどれだけ家庭科の専門科目の授業がありますか。

Ａ １年生では、国語・数学などの普通科目（家庭総合を含む）と、家庭科の専門科目

との比率は、約２：１です。２・３年生では専門科目の授業が増えます。

具体的には、後述する時間割を見てください。

Ｑ５ 家庭科が苦手ですが、生活文化科に入っても大丈夫ですか。

Ａ 心配いりません。多少苦手でも、好きなら大丈夫です。きめ細かい指導を受けて上

達することができます。

Ｑ６ 進路に合わせた授業はありますか。

Ａ ３年生になると「英語表現Ⅰ」と「生活産業情報」の選択授業があります。主に「英

語表現Ⅰ」は進学希望の生徒が、「生活産業情報」は就職希望や資格取得を目指す生

徒が学習します。「生活産業情報」では、ビジネス文書検定の１・２級取得を目指し

ています。

Ｑ７ 被服の作品はどのようなものをつくりますか。

Ａ エプロン、パンツ、ブラウス、スカートと基本的なものから始めます。ゆかた、ジ

ャケットなどを作り、３年生の成章祭では、ファッションショーを行います。ファッ

ションショーは、自分達でテーマを決め、構成・演出をし、手作りの作品を着てステ

ージを歩きます。



Ｑ８ 食物はどのようなものをつくりますか。

Ａ 初めは毎日の食事について学習します。献立作成・栄養計算などにより、健康管理

もしっかりできるようになります。３年生になればおもてなし料理や、病気や乳幼児・

高齢者の食事などを扱う特殊栄養も学習します。

１級の食物検定では、テーマに合わせて自分で献立を立て、例えば、パンプキンスー

プ・真鯛のポワレ・テリーヌ・カラフルサラダ・ババロアを９０分で作ります。

Ｑ９ 課題研究の科目はどのようなことを学習しますか。

Ａ ２年生では、「衣文化」・「食文化」・「障害者福祉」・「児童福祉」の４つの講座に分

かれ学習します。

「衣文化」では、デザインについて学習し、作品を製作します。

「食文化」では、創作料理などに力を入れて学習します。

「障害者福祉」では、手話を学んだり、障害者施設に実習に出かけます。

「児童福祉」では、おもちゃや紙芝居を作り、子ども園の園児達に見てもらいます。

３年生の課題研究は、「着付け」・「茶道」・「郷土料理」・「行事食」の４講座をどれ

も学べるように順番に学習していきます。授業で製作した和服を一人で着て、お茶を

点てることができるようになります。

Ｑ１０ 生活文化科も、パソコンを使う授業がありますか。

Ａ 「生活産業情報」という授業があります。２年生で週に２時間、３年生は「英語表

現Ⅰ」との選択になりますが、週に２時間あります。

Ｑ１１ 高校を卒業するまでに取れる資格は何がありますか。

Ａ 家庭科の技術の向上を目指すために、「技術検定」があります。食物・洋服・和服

の３種目です。成章高校では全員１級まで受験し、３種目合格者数は愛知県の中で１

位です。３種目合格者には、特別表彰があります。

他には、ビジネス文書検定・英語検定・秘書検定などを行います。

また、「技術顕彰制度」は、愛知県知事が各種検定で１級２種目または２級３種目

を取得した生徒を顕彰する制度です。生活文化科では、ほぼ全員顕彰されています。

Ｑ１２ 家庭クラブって、どんな活動をしているのですか。

Ａ 部活動とは異なり、家庭科を学ぶ生徒全員が加入して活動を行います。本校では、

生活文化科の生徒が全国家庭クラブ連盟、愛知県家庭クラブ連盟に加入しています。

本校は特にボランティア活動に力を入れています。「高齢者宅訪問」・「授産所訪問」・

「特別養護老人ホーム訪問」では、清掃や、地域・施設の方とのふれ合い活動をして

います。「点字講習会」・「手話講習会」では地元で活躍されている方を講師の先生に

お迎えし、それらができるようになるとともに、障害者の方の生き方を教えていただ

きます。



Ｑ１３ 就職先・進学先を教えてください。

Ａ 約４分の１の生徒が就職し、約４分の１の生徒が４年制大学・短大へ進学し、約２

分の１の生徒が専門学校へ進学する年が多いです。しかし、さまざまな進路が開かれ

ており、年度によって割合が異なります。昨年の主な進路先は次のとおりです。

【 就 職 】

イオンリテール、サンヨネ、シーヴイテック、トヨタ自動車

【４年制大学】

至学館、岡崎女子、杉野服飾

【短期大学】

岡崎女子短、愛知学泉短、名古屋文化短、愛知みずほ短

【専門学校】

更生看護、辻製菓、豊橋調理製菓、中部ファッション、辻村和裁、名古屋美容、

名古屋動物など

Ｑ１４ 生活文化科だけの行事には、どのようなものがありますか。

Ａ とてもたくさんあります。生活文化科の特徴は、たくさんの行事を体験できるこ

とです。

１年生に入学すると、「生活文化科新入生歓迎会」があります。家庭クラブや生活

文化科について上級生が説明します。また、２年生から手作りクッキーのプレゼン

トがあります。

３年生の「子どもの発達と保育」の授業では、「保育園実習」があります。７月に

３日間、２～４人のグループに分かれて、田原市の１５の保育園に実習に出かけま

す。実習後は「良かった。また行きたい。保育士さんの仕事の大変さが分かった。

私たちも小さいとき、あんなに手をかけてもらっていたんだ。」と大変感動を受ける

実習です。

３年生の１月には保護者の方をお招きし、３年間で学んだ「食物」の成果を見て

いただく「ビュッフェ」を開き、食事を楽しんでいただきます。

講習会もいろいろ行われ、「郷土料理講習会」・「着付け講習会」・「テーブルマナ

ー講習会」などがあります。

また、大きな学校行事である「成章祭」では、生活文化科として一つにまとまり、

主に１・２年生は食物バザーを、３年生はファッションショーや家庭科の展示に参

加します。企画、運営等、難しいこともありますが、終了した後の満足感は、どこ

の科にも負けません。



Ｑ１５ 生活文化科１年生の時間割を教えて下さい。

Ａ 生活文化科１年生の時間割を、参考までに示します。

科学と

人間生活

L H R

（L T）
７

生活産業基礎
国語総合

（古典）
家庭総合英語表現Ⅰ現代社会６

体 育家庭総合英語表現Ⅰ数学Ⅰ体 育５

フード

デザイン

ﾌｧｯｼｮﾝ

造形基礎
生活産業基礎

国語総合

（古典）

フード

デザイン
４

フード

デザイン

ﾌｧｯｼｮﾝ

造形基礎
体 育

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

英語Ⅰ
現代社会３

国語総合

（現代文）
現代社会

ﾌｧｯｼｮﾝ

造形基礎
保 健

国語総合

（現代文）
２

科学と

人間生活
数学Ⅰ

ﾌｧｯｼｮﾝ

造形基礎
家庭総合

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

英語Ⅰ
１

金木水火月



愛知県立成章高等学校

〒441-3421 田原市田原町池ノ原１

TEL (0531)22-0141

FAX (0531)22-6466

【交通案内】 豊橋鉄道渥美線「三河田原駅」下車 徒歩約15分

豊橋鉄道バス「田原市役所前」下車 徒歩約10分


