向陽高校での進路指導は「自主・意欲・創造」の
校訓になぞらえ、次のような方針を立てています。
主体的に進路選択を行い、

意欲

基礎学力の充実を図るため、

創造

10年後、20年後の姿を想像し、

実現に向けて計画的に学校生活を送る。

意欲的に学習に取り組む。

みなさんの将来の姿を
ともに考え︑
全力でサポート！

自主

豊かな人生を創造する基礎をやしなう。

パイの
声

セン

進路指導

高い進学目標を掲げ︑

入試に対応できる

学力を身につけながら︑

進路実現を目指す︒

●進路指導の方針

石山 純雅 （40 期生・茅野北部中出身）／南山大学外国語学部アジア学科

学 校 生 活 で 1 番 大 変 だ ったのは長い坂道の登下校でしたが、

その当時の先生には今でも感謝しています。向陽高校の先生は、

その大変さと同じくらい登下校には楽しさがありました。毎日友

嫌がることなく最後まで勉強を教えてくれました。3 年生での生

達と登下校すれば十倍仲良くなれます！学校の中での生活も楽し

活のほとんどは学校に居残って勉強をしていました。居残りの時

いことばかりです。僕はお昼の時間にくる六花フードさんの唐揚

間中にもよく担任や教科担当の先生に質問に行って質問に答えて

げも日々の楽しみでした。揚げたての唐揚げが食べられるという

もらっていました。自分が学びたいという意識を持てばたくさん

あの快感をぜひ味わってほしいです。

の先生が手伝って応援してくれる、これも向陽高校の良さの一つ

続いて学習面です。1、2 年生の頃は自分から勉強するという
習慣はなくテスト前に苦労することが多かったのですが、勉強を

です。塾に通わずに大学受験に合格できたので向陽高校を選んで
よかったと思います。

しておくと 3 年生になってからの進路に役立つので、楽しんで
勉強をすることをお勧めします。僕は中学生の頃、英語は苦手科
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目だったのですが、高校生になってから得意科目に変わりました。

山梨県立大／都留文科大／長岡造形大／高崎経済大

私立大学

明治大／中央大／法政大／立命館大／南山大／日本大／駒澤大／専修大／國學院大／日本体育大／東京経済大／

短期大学

大月短大／松本大松商短大部／松本短大／上智短大／実践女子短大／埼玉医大短大

専修・
各種学校
就職

パイ

声

信州大／長野県立大／公立諏訪東京理科大／長野大／新潟大／静岡県立大／

ン

の

国公立大学

セ

●過去5年間の主な合格状況（2017〜2021年度）

大東文化大／亜細亜大／東京農業大／神奈川大／名古屋外国語大／松本大／昭和女子大／佐久大

ほか

生徒自治会活動／部活動
学校生活／地域連携

ほか

諏訪赤十字看護専／諏訪中央病院看護専／佐久総合病院看護専／信州木曽看護専／長野県公衆衛生専／
長野県福祉大学校／エプソン情報科学専／松本理容美容専

ほか

下諏訪町役場／茅野市役所／刑務官／セイコーエプソン ( 株 ) ／長野オリンパス ( 株 ) ／ ( 株 ) ホテル紅や

ほか

下諏訪向陽高等学校
393-0025 長野県諏訪郡下諏訪町7401

Tel 0266-28-7582 Fax 0266-26-1021

https://shimosuwakoyo.jp
下諏訪向陽

下諏訪向陽高等学校

2 02 3 年度 学校案内

みんなが仲良く生活するための
社会規範を守ることができる人
本校の校訓「自主・意欲・創造」
の理念を理解できる人

幅広いことが本校の特徴です。多様な選択科目で進路実現に向け、
着実な学力向上をサポートします。

1年次…

徹底した指導で学習する習慣を身につけ、
全員が共通科目を履修して基礎学力を充実させます。

2年次…

大きく文系と理系の講座に分かれた学習を進める中で、
より深く進路について検討します。
文理のほかに充実した選択講座を開講して、卒業後の進路を強く意識した
学習で夢の実現を目指します。
2023年度生が 3年間で学ぶ教科です

1

3

国語

理系

国語

文系

国語

3年次

理系
文系

国語

4

5

6

7

8

10

社会
社会
社会
社会

12

13

14

数学

数学

15

16

17

理科
理科
理科

数学

国語

向陽の 1 年

11

数学

18

19

20

保健体育

保健体育

体育

21

保健体育

22

23

芸術

24

芸術

芸術

理科
社会

あなたに寄り添う
個別指導

マラソン大会

9

27

英語
体育

英語

一度しかない高校生活を充実したものにしましょう。
小論文や面接などの受験指導もマンツーマンで行います。

修学旅行

選択
選択

選択

学校生活の悩みや進路のことなど、先生に何でも気軽に相談しながら、

29

家庭
家庭

英語

28

情報

英語

年 2 回の保護者懇談会に加えて、個人面談も年 2 回あります。

向陽祭

26

英語

主な活動・行事など

クラスマッチ

25

30
総合的な探究の時間

1 年次
2年次

学び

その 3

2

知・ 徳・ 体 の 調 和 の と れ た 人 間 の 育 成

3年次…

自らの考えを持ち︑他者を尊重しながら︑

生徒の進路希望は、四年制大学や短期大学、専門学校 等への進学から就職まで

自己を確立することができる

そんな環境で勉強しましょう。

自主

近くなります。分からないときにすぐに先生に聞ける、

常に理想の未来に向かい前進し︑

少人数ですので、発言や質問もしやすく、先生との距離もグッと

自分の幸福と他者の幸福を追求することができる

その２

向陽の 1 クラスは 40 人ですが、授業は 1 講座 34 人を基本に行っています。

意欲

夢を叶える
カリキュラム

学び

地域社会に貢献できる人

社会の担い手として主体的に社会と関わり︑

その１

確かな学力を身につけ、
また、生涯にわたって
学び続ける人

仲間と協働し社会を造ることができる

少人数講座編成で
きめ細やかな授業

学び

将来の明確な夢を持ち、
前向きに取り組める人

創造

将来に対して具体的な目標を持ち、
前向きに取り組むことができる人

卒業する時には？

建 学 の 精 神﹁ 自 主・ 意 欲・ 創 造 ﹂ を 校 訓 に ︑

ともに学ぶ3年間

向陽で
ともに学ぶ

こんなあなたを
待ってます

セン

声

向陽での
学びの特徴

向陽での学びの特徴を、
先輩たちに聞きました。

どのような「力」をつけるか

どのように「学ぶ」か

・すべての基礎となる確かな学力

・少人数講座編成できめ細やかな指導

・思考力・判断力・表現力

・アクティブでわかりやすい授業を

・自ら問いを立て、検証する姿勢

展開（双方向型の授業）

・基本的な生活習慣と豊かな人間性

・地域との連携・協働を経験
（地域社会の諸問題に目を向ける）

学校生活

・向陽生は二兎も三兎も追う、そして全部獲る

宮坂 なつみ （下諏訪中出身）
中学生の皆さんに、入学後の部活動や学習面について紹介をし

小論文や面接の対策も、一人ひとりに先生がついて指導してくだ
さるので安心です。

ます！
向陽高校は部活動が盛んに行われており、大勢の生徒が活躍し

皆さんも、部活動で仲間と共に成長しながら、自分のライフス

ています。仲間と共に全力で活動でき、とても充実した生活を送

タイルにあわせた勉強方法を見つけて、一緒に楽しく充実した高

れるので、是非自分がやりたい！と思う部活動に入ってみてくだ

校生活を送りましょう！

さい。そして、「部活動をやりたいけど、勉強と両立できるか不
安」という人も安心してください！向陽高校は、自分の目指して
いる進路を実現するための環境が整っています。
1 人で集中して勉強をしたい人も、友達と相談しながら勉強を
進めたい人も、自分の学びたい形で勉強できる自習室があります。

生徒自治会活動

また、テスト前の放課後には、先生に質問できる時間が設けら

・地域の方々との結びつきを大切にし、自ら発信する。

れており、自分のスタイルに合わせて勉強に取り組むことができ

・より豊かな高校生活を送るために、

ます。そして、高校卒業後の進路についても、先生方が親身になっ
て相談に乗ってくださるため、安心して考えることができます。

互いによく考え、話し合い、行動する。

植松 心希 （辰野中出身）第 42 期生徒自治会長
みなさん、こんにちは！今回は向陽
の魅力について紹介します。きっと読
んだ後には向陽のトリコになっている
はずです！！

のために、夏季補習を設けていただき十分に学習できる環境を整

部活動

えてもらっています。
クラブ活動では、多くの生徒が加入し、たくさんの優秀な成績

・積極的に部活動・同好会活動に参加し、自己を磨く
・友や顧問との関わりの中から、
互いの良さを認め、高め合う。

を収めています。今年は多くの部活が県大会に出場し、漕艇部、

向 陽 高 校 で は、「自 主」「意 欲」「創

かるた部が全国大会に出場するなど素晴らしい功績を残していま

造」の校訓のもと、文武両道を目指し

す。ぜひ向陽高校に入学したら「今までやっていたから」という

日々の学習や生徒会活動、部活動に励

概念にしばられず、自分のやってみたい部活に入部してくださ

んでいます。また、クラスマッチやマ

い！どの部活も喜んで歓迎します。

ラソン大会、百人一首大会、そして最大行事ともいえる向陽祭な

そして、向陽といえば地域との連携事業が盛んに行われます。

ど楽しめる行事も沢山あります。向陽祭は、何年経っても思い出

下諏訪町で行われる商工会や神社のイベントや、下諏訪町役場が

に残るような青春を詰め込んだ 3 日間になる事は間違いありま

企画する下諏訪ガーデンプロジェクトやしもすわ未来議会などに

せん！

参加し、より下諏訪町の活性化をもたらすお手伝いをしています。

学習面では、タブレットを利用した学習アプリでの配信や、長

最後に、向陽に来てくれれば充実した 3 年間になることを約

期休業に行われる学習合宿など、また、3 年生になると進路実現

束します。たくさんの自然に囲まれ、素敵な先生や仲間と過ごす
毎日は楽しくて仕方ありません！！

向陽で待っています！！

小平 奏重 （永明中出身）
向陽の魅力はズバリ！山の上にあることです！！それには 2 つの
1 つ目！ちょっぴり長い向陽坂を、友達と話しながら毎日登るこ
とで、知らぬ間に体力 UP することが出来るということです！

・地域を愛し、地域に愛される向陽生

坂元 真央 （原中出身）・ 宮坂 陽太 （岡谷東部中出身）
下諏訪町で事業をされている方や、地域の方などと一緒に多く
の下諏訪町の評価点と課題点を見つけ、情報を共有し合ったり、
役場の方と実際に下諏訪の街並みを歩いてこの目で確認したり、
またそのための改善策を模索したりして、下諏訪のグランドデザ
インの作成に協力しました。
私たちは大人の方とお話する機会を得て、コミュニケーション
力や、話し合う力など多くのものを身につけることができ、私た
ち自身も下諏訪のいい所などを新しく知ることができました。
下諏訪向陽高校は町の行事などに呼ばれるなど、向陽生全体と地
域の方々との関わりがとても深く良い学校です。ぜひ！

や顧問の先生に基礎から弓道のことを教えてい
ただき技術だけでなく集中力や忍耐力を身につ
けることが出来ました。そのため、2 年生の秋

より標高の低い会場で開催されます。ということは、普段酸素の薄

に行われた新人戦では団体戦南信 3 位、個人戦

い向陽で練習していれば、酸素の濃い場所では 150％の実力が出せ

県 2 位と練習の成果を発揮でき、北信越大会と

るということです！

全国大会に出場することが出来ました。弓道は
高校生から始める人も多く、部員同士で切磋琢

習環境なのです！！私は陸上部で、向陽に入学してからは体力にと

磨しながら成長することができ、

ても自信がつき、大会でも自己ベストを何度も更新することが出来

部活を通して高校生活を充実

ました！

させることができました。

ぜひ私たちの後輩になりませんか！向陽でお待ちしています！！

私たちは下諏訪町の活性化のため、下諏訪の高校生代表として
約 1 年間地域事業に参加させていただきました。

中学では吹奏楽部に所属していたので弓道部

2 つ目は、標高が高いことです！部活動の大会は、基本的に向陽

つまり！向陽は部活動にとても適していて、他校よりも有利な練

地域連携活動

小林 陽菜 （富士見中出身）
に入った時は不安もありました。しかし、先輩

理由があります！

部活動一覧

会

パイの

運動系
弓道・サッカー・テニス
卓球・野球・ソフトボール
バドミントン（男子／女子）・ソフトテニス
バレーボール（男子／女子）・漕艇・陸上
バスケットボール（男子／女子）

文化系
創作・器楽・ダンス・美術・吹奏楽・かるた
FC（ ファッション・クッキング ）・演劇同好会
ボランティア同好会・書道同好会

