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国公立大学や難関私立大学への

進学を目指すコースです。

主体的で対話的な学びを重視し、

充実した探究活動で

未来を切り拓く力を身につけます。

勉強はもちろん、部活動も学外学習もボランティアも

様々なことに挑戦して

自分の可能性を広げたい人にオススメです。

授業でわかる、授業で伸ばす

［進学コース］

国公立大学 難関
私立大学

POINT

1

授業第一主義。「わかる」ひらめきのある授業で学習
内容の理解を深めます。グループワークや実験も多
く取り入れ、社会で生きる知識や思考力、表現力を
伸ばします。

自律を学び、自立できる大人になる
多くの生徒が部活動や、その他の活動にも取り組ん
でいます。限られた時間を有効に使うため、授業と
連携した小テストや課題で、予習→授業→復習・定
着のサイクルを確立させ、両立できる生活習慣をつ
くります。

新しい時代を生き抜く力を
生涯にわたって学び続けられる力や、未知の状況に
対応できる力が求められています。オンラインと対
面型を併用した探究学習や学外学習で、「生の体験」
を重視し、変化する社会の中をたくましく生きぬく
力を養います。

未来を切り拓き
社会を創造できる人になる

ROAD TO EXPERT

0403

目標をより明確に 進路行事

POINT

2 より深い学びを 探究学習 POINT

3 仲間と世界と繋がる 学外学習

●オンライン探究学習「ＥＮＡＧＥＥＤ」
●外部講師ワークショップ ●レポート作成講座 など

コース進学
大学見学会や現役大学生とのオンライン交流、出前講
義や研究室体験など、大学進学後の様子をイメージで
きる機会を増やし、進学や受験勉強に対するモチベー
ションを維持していきます。放課後講習や学習合宿、
長期休業中の課外ゼミなども充実しています。

進学コースオリジナルの探究学習に取り組んでいます。
今までにない学びの形が生徒たちには好評です。

●他、リーダー養成塾、ＥＣバーチャル・ジュニアサマープ
　ログラムなど、校内外のプログラムへの参加実績多数●外部講師ワークショップ

●SDGsアカデミア【オンライン国際交流】

●フェアトレードの推進

●大学生とのオンライン交流

●高大連携事業・研究室体験

●大学見学会（東京大学）

他の人の意見を聞いて、それを参考にしながら自分
の考えを深めていくことで、新しい発見や知識の広
がりを感じ、とても有意義な時間になっています。

これからの社会が求めている人材とは、どのような
ものかがわかりました。自分の個性を活かして未来
を作っていくことが大切だと思います。いろいろな
答えがあり、それを探す面白さを実感しています。

生徒の
声

生徒の
声



仲間と支え合うことで困難を乗り越え
成長を実感できる日々。

勉強と部活動を両立できるように頑張っています。私のクラスは宿題
や小テストが多くてかなり大変ですが、勉強を頑張れる環境にあるこ
とはとてもありがたいと思います。二高は色々な個性や考え方を持っ
たユニークな人が多いけど、やりたいことがしっかりあってその実現の
ために努力している人が多いなと思います。私は子どもが好きで、小中
学生への学習支援のボランティアに参加したり、発展途上国の子ども
たちへ寄付するために文房具を回収する活動を行ったりしています。
自分たちで考えて行動することは大変だけど、とても充実しています。

「やってみたい」と思ったら
何でも挑戦できるのが二高の強み。

二高に通っていた兄の様子から、先生方が手厚く指導してくださる
こと、ボランティアや学外学習のチャンスが多いことを肌で感じ、入
学を決めました。今はSDGsの学びや学外学習を通じて見つけた将
来の目標を達成できるように頑張っています。二高で成長した所は
積極的に行動できるようになったところです。今までは自信がなくて
できなかったことも、先生方が励ましてくれるおかげで自分から挑
戦できるようになりました。やるべきことには真剣に取り組む仲間に
刺激されて、切磋琢磨しながら学校生活を送っています。

「科学技術の可能性で地球を救う」
大きな目標と出会えた。

大学受験を見据えて二高を選びました。授業だけでなく講習や自習を
通じて学習内容の理解を深め、大学入試に直結する力が身に付けられ
ています。２年生で参加したオンライン留学では、受け身の勉強方法へ
の反省と同時に自分の視野を広げる経験が必要だと痛感。貪欲に学び
を深める姿勢で日々の学校生活に取り組んでいます。総合探究では先
輩方から引き継いだマイクロプラスチックの研究に参加し、地道な活動
の積み重ねで知識や知恵が繋がり成果を生み出しています。その過程
に感動を覚え、将来は研究職に就きたいと考えるようになりました。

向井田 知希　Tomoki Mukaida

八戸市立根城中出身

進学コース出身

岩手医科大学　医学部医学科 5 年

※卒業時はSC（スーパーカレッジ）クラス

二高で学んだもの。
最後まであきらめず
やり抜く力。

時、先生方がいなかったら医学部を諦めていたかもしれません。
そのくらい本気になってくれる先生が、二高にはたくさんいます。
医学部生としての毎日には、自分のやりたいことや挑戦してみた
いこと、医師になるうえで必要な勉強などやるべきことがたくさ
んあり、とても充実した生活を送っています。二高で学んだ「や
り抜く力」をさらに生かして、医師になる道を歩んでいきたいと
思います。
ぜひこの二高で、高い目標を持ち、様々なできごとや人々との出
会いを糧に自分の夢への一歩を踏み出してください。

僕は二高で 3 年間学ぶなかで、仲間とともに研鑽を積み、先生方
からサポートを受け充実した高校生活を送ることができました。
その中で非常に多くのことを学びました。それは、「やり抜く力」
です。二高で 3 年間勉強を継続し培った忍耐力や継続力は、大学
に合格してからもとても役に立ちました。今でも、成績の良さは
頭の良さではなく、「やり抜く力があるかどうか」だと思っていま
す。また、二高の先生方にはいろいろな面で助けていただきまし
た。苦手な分野があるときは対策プリントなどでサポートしてい
ただき、進路の相談にも親身になっていただきました。高校 3 年
生の冬に医学部への道を一度諦めかけましたが、先生方に励まし
ていただいたおかげで諦めずにやり抜くことができました。あの

山本 紗羅　Sara Yamamoto

八戸市立白山台中出身

進学コース 2年

安原 至人　Yukihito Yasuhara

八戸市立第一中出身

進学コース 3年 （旧ACクラス）

信山 慶一郎　Keiichiro Shinyama
八戸市立第三中出身

進学コース 3年 （旧SCクラス）

卒業生のメッセージ 現役生のメッセージ
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［総合コース］

大　学
短　大
専門学校

就　職

コース

0807

大学や短大、専門学校進学から就職まで

幅広い進路に対応できるコースです。

2年生からは希望別のクラスに分かれ、

興味のあることをとことん勉強できます。

将来の目標を具体的に見つけたい人、

基礎的な学習をしっかり頑張りたい人、

部活動を一生懸命頑張りたい人にオススメです。

基礎・基本を大切に
学習はじっくりゆっくり、基礎・基本を重視します。
勉強に自信が持てるようになりたい人、マイペースに
学力を伸ばしたい人、一緒に頑張りましょう。選択授
業が多く設定されているので、自分の希望進路や目標
に合わせた学校生活を創ることができます。 

資格取得を応援します
全商検定（情報処理、珠算電卓、簿記、ビジネス文
書）、日検（Excel、データベース）や英語検定対策の
授業を選択できます。就職に有利になる資格＋進学に
有利な資格の取得をサポートします。
※全商検定は情報クラスのみ

生きた体験で深まる学び
就職希望者向けのインターンシップや、医療クラス
の介護施設実習、市民団体と連携した地域活性化活
動など、教室から飛び出して学ぶ機会がたくさんあ
ります。八戸を元気にしたい人、あつまれ！

ハイブリッドな社会を
生き抜く、柔軟な人になる

ROAD TO SPECIALIST

POINT 2年生からの選択クラス

目指す進路／国公立大学・私立大学・短期大学
　　　　　　専門学校・公務員 など

将来の目標を見つけて
進学を目指す。

総合進学クラス

勉強の仕方が分からない人や自信がない人のために、教員と直
接やりとりしながら勉強を進めていくのが添削指導です。分か
らないことは直接質問し、不安を解消しましょう。それぞれに応
じて、基礎レベルから大学入試レベルまで柔軟に対応します。

個人添削と個別質問で不安解消

目指す進路／短期大学・専門学校・就職 など

目指す進路／八戸看護専門学校・東北メディカル学院
　　　　　　医療系短期大学・医療系専門学校 など

●看護・医療系学校合格を目指す人を応援します。

●医療と関わる医療クラス行事、医療系学校合格のための
　受験対策で夢実現を応援します。

「あこがれ」を「現実」に
看護・医療職を目指す。

医療クラス

●大学・短大・専門学校など、将来の夢に向けて
　進学を考えている人を応援します。

●勉強や部活動、校外活動に参加しながら、マイペースに
　目標を探し、進学のための基礎的な学力を養います。

●資格を取りたい人、パソコンやプログラミングに
　興味がある人を応援します。

●清掃奉仕などの地域ボランティアで「社会人」として
　一歩を踏み出します。

基礎学力の定着と資格取得に
よるスキルアップを目指す。

情報クラス

主な就職先（令和3年度 実績）

陸上自衛隊（一般曹候補）、海上自衛隊（一般曹候補）、青森日産自動車（株）
アイリスオーヤマ（株）、（株）マリークヮントコスメチックス　他

●スキー教室
　（1年総合コース+2年情報クラス）　

●クリーンアップ大作戦
　（全学年）

総合
PICK
UP

医療クラス必修の行事が看護体験と介護体験。医療機関で
のインターンシップや福祉施設での実習を通して現場を学
びます。

実習で現場を学ぶPICK
UP

オリジナルの行事で地域貢献PICK
UP



自分で見つけた将来の夢。
今やるべきことをしっかりやる。

中学生の頃に、二高の女子サッカー部と対戦する機会があり、その
時からチームワークが良いと感じていました。大学進学を目標にし
ながら、私もここでサッカーを続けたいと思い入学を決めました。先
輩方は優しくて接しやすく、特に挨拶がしっかりしています。私は家
が遠く、スクールバスで約２時間かかるので、スキマ時間を有効活用
して英語の単語を覚えたり、教科書を読んだりしています。コロナ禍
の影響もあり、ニュースで海外の様子を毎日みて、外国語を活かし
た看護師になるために、自分に必要なスキルを磨いています。

仲間と刺激し合う中で
自分を成長させていきたい。

将来は歯科衛生士になる目標があり、2年次に選択できる医療系
のクラスがあることを理由に総合クラスに入学しました。小学3年
生から続けている大好きなバスケットボールを二高に入っても続け
ています。先輩と同級生、チームみんなで汗を流すのが好きで、と
ても充実感を得られています。同期は良い仲間であり、良きライバ
ルでもあるので意識しながら勉強と部活動を両立できるように頑
張っています。

木村 隆仁　Ryuto Kimura

八戸市立第一中出身

総合コース出身

株式会社三国一　新宿アイランドイッツ店勤務

二高で学べたことを
感謝する毎日。

※卒業時は情報ビジネスコース

現在は、多くのお客様によりよいサービスを提供し、地域社会に広
く貢献するという経営理念の「三国一」に勤務しています。東京に
いながら全国各地の “ふるさと”の味を手打ちうどんに託し、感謝
の心とともにお客様にお届けしています。ゆくゆくはこの職場で学
んだことを活かし、地元八戸に恩返しをしたいと思いながら、日々、
仕事に精進しています。店の作業マニュアルを作ったり、食材の費
用を計算したりとパソコンの技術を生かす場面も多々あります。ど
んな仕事でも必ず扱うことになるパソコンの技術を二高で学べたと
いうのは今の自分にとって財産になっていると実感しています。
二高は大人になった今でも忘れられないほどの貴重なものをくれ
た、胸を張れる高校だと思っています。

私が二高に進学を決めた一番の理由は、情報系・商業系を含む多
くの資格取得が可能だったからです。家族が経営している飲食店を
継ぐために、調理技術だけではなく経理の知識を学ぶことが必要
だと考えていました。入学してからの3 年間、知識も技術も全くな
かった自分でも先生方に手厚くサポートしていただきながらたくさん
の資格を取得することができました。また、日常生活や部活動、
学習面、進路まで、先生方は親身になって指導してくださいました。
当時の私にとって先生方は接しやすく、とても心強い味方だったな
と思います。学校行事やボランティア活動では、同級生、先輩、後輩、
先生方とのコミュニケーションを深め、他では体験できない貴重で
楽しい経験をしました。

目標を高く持って、大好きな野球と
勉強に打ち込む毎日。

総合コースを選んだ理由は、部活動と勉強の両立ができると考えた
からです。二高は個別指導もしっかりしていて、応用的な問題では、
先生も親身にサポートしてくれます。自分でも中学校の復習や、基
礎的な部分を繰り返し学習しています。将来はスポーツメーカーも
しくは医療系の分野に進みたいと考え、どの分野に力を入れるか先
生と相談しながら調べています。また、中学生のころより同級生が多
く交友関係も広がりました。先生をはじめ、個性的な人が集まって
いて幅広く交流できる環境に満足しています。

濱道 穂乃花　Honoka Hamamichi

階上町立階上中出身

総合コース 1年

坂本 拓郎　Takuro Sakamoto

八戸市立三条中出身

総合コース 1年

立花 海瑠　Miru Tachibana

三沢市立第二中出身

総合コース 1年

卒業生のメッセージ 現役生のメッセージ
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1211

［美術コース］

国公立大学
美術系

私立大学
美術系

美術系
専門学校
就職

コース
ROAD TO ARTIST

絵やイラストを描くのが好き、美術やデザインが

好きな人のためのコースです。

充実した設備と指導体制を備え、

専門性の高い授業を行っています。

進路は美術系大学を中心に、文系の大学、

専門学校から就職まで幅広く対応しています。

大学・短大進学率は毎年約７割。国公立大学や難関私大への

合格を果たしている生徒も多数います。

美術系学校を卒業した生徒の多くは、美術や教育関連の

仕事に就く他、デザイナーとして活躍しています。

専門性の高い授業

作品紹介POINT

3

授　業POINT

1

１年次からデッサンを中心に、油彩、日本画、デザイン、
立体造形を専門の教員が指導して実習します。また、色
彩論、美術史、パースペクティブなどの美術理論も学び
ます。２年次後半からは専攻に分かれ更に高度な実習
に入ります。

信頼と実績のある進路指導
複数の予備校から講師を招いて、実技講習会と受験説
明会を年に３回実施し、常に最新の受験指導を実践し
ています。また、美術大学の教授を招いての特別授業
も取り入れ、多角的な指導を行っています。

充実した設備
美術コースの校舎には３つのアトリエを用途別に設けて
います。その他、専用ソフトを備えたコンピューター室
や木工室、そして作品写真撮影の専門機材、高性能フル
カラープリンターなど充実した施設・設備で、やりたい
ことに思いきり挑戦できる環境を準備しています。

美術コースでは毎年、専門の講師を招いて日本画の授
業を行っています。日本画を高校で取り入れている高校
は非常に珍しく、県内でも唯一です。３年生は９月から
卒業制作を開始します。３年間で学んだことを全て表
現した作品はレベルが高く、圧巻です。すべての卒業制
作作品を１月の美術コース作品展で展示します。

専門的な授業・実技を行い、毎年、レベルの高い作品が
生まれ、有名美術系大学合格者も多数でています。

行　事POINT

2

本気で夢に向かう人へ ●展覧会見学（年２回）

●美術コース作品展

●美術大学連携授業

主な合格校　東京藝術大学（油画）2019・20・21年度合格！

（一部抜粋）

東京藝術大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学、女子美術大学
東京造形大学、日本大学芸術学部、筑波大学、金沢美術工芸大学
愛知県立芸術大学、東京学芸大学、北海道教育大学、札幌市立大学
弘前大学、岩手大学、秋田公立美術大学、山形大学、長岡造形大学
八戸工業大学、東北芸術工科大学、玉川大学　他

●青森県高校総合文化祭
　優良賞作品

●フォントデザイン
　（卒業制作）

美術



目的がしっかりしていれば大丈夫。
美術コースに入って本当に良かった。

将来は映画や舞台美術に携わる職業に就きたいと考えています。そ
のために映画をたくさん観て、好きな場面や印象深いシーンをノート
にまとめています。二高の美術コースには、高校から美術を専門的
に学びたいと考えて進学しました。周りの人たちが美術や絵が好き
な人なのでとても過ごしやすく、二高に来て良かったです。美術コー
スの授業では、全員の作品を講評します。自分の作品に対する評価
だけではなく、みんなの作品と見比べて学ぶことができる点に充実
感を得ています。

相内 美空　Sora Ainai

六ケ所村立第二中出身

美術コース 1年

制作の工程を知ることで、
作品の奥深さに気付く。

将来は服作りに携わりたいと考えています。美術コースで絵を描い
ていると色彩感覚や観察力に磨きがかかっていることを実感でき、
毎日が新鮮です。これまで油彩や日本画、ポスター課題に取り組み
ました。どんな作品でも完成させるまでの工程は想像以上に困難で
大変です。しかし工程を知れば知るほど奥深さに気付き、参考作品
に対し見る目が変わりました。完成までのプロセスを知ることが将
来の自分に必要だと感じています。

須田 大陸　Riku Suda

三沢市立第二中出身

美術コース 2年

美術を仕事にしたい。
友人や先生と夢を語れる場所。

小さい頃から絵を描くことが好きで、二高の美術コースに進学しま
した。パンフレットや体験入学を通じてどんなコースか想像していま
したが、入学した今、想像以上に色々な事が学べて充実した学校生
活を送っています。話の合う友人がたくさんいて、毎日学校に行くの
が楽しいです。将来はまだ具体的に決まっていませんが、これから
色々な知識を得て、美術の力を活かした仕事を目指します。全国規
模のデッサンコンクールに参加したことや、課題について友人と話す
日常から、自分に合う道を模索しています。

加藤 那生　Naiki Kato

八戸市立白山台中出身

美術コース 1年

楮　覚郎　Kakuo Kaji

階上町立階上中出身
東京造形大学卒業

美術コース出身

株式会社 BUAISOU 代表

卒業生のメッセージ 現役生のメッセージ
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二高時代に学んだ
モノづくりへの姿勢。

ては土までたどり着いています。今でも担任の先生からの影響が
強く、先生ならどうするだろうか、何を思うのだろうかと制作し
ていると頭をよぎります。制作活動における基盤や、モノに意識
するきっかけを作ってくれたのが美術コースであるからこそ、忘
れることの無い充実した高校生活になりました。
現在仕事として藍染業を一貫して行っていますが、本物の藍か偽
物の藍かが常に問われる立場にいます。そこには明確な基準が無
いため、最終的に決めるのは自分自身であり、それを色々な形に
変容して世界の人に発信しています。私にとっての本物について
未だに悩みますが、掘り下げる力を鍛えて頂けた事に心から感謝
しています。

高校卒業式の日に担任の先生からお手紙を頂いて「本物を作れる
人になってください」と記されていました。私の中では大きな課
題であり、現在も考えています。
入学当初は幼稚園児の絵と間違われるほど酷いもので、周りとの
差に恐怖を感じた事を明確に覚えています。絵が描けるように
なったらいいなと、そんなレベルでしたが自分でも分かるほど成
長していく様子が面白くなり、無我夢中の大事な３年間でした。
とにかく先生との距離が近く、無知さも性格も何もかも見透かさ
れていました。「服が作りたいなら布を勉強しなさい、布を作れて
から服作りなさい。」と進学相談の時に言われ、元の元へと考える
ようになり、大学では染織を学び、藍染めの本場に越して今となっ

写真提供：BUAISOU

昔から分業制であった藍染業を、原料となる藍の栽培、蒅（すくも）造り、
染色、デザイン、製作まで一貫して行う。藍染のオリジナル商品の製作、
コラボレーション、国内外での展示やワークショップなどにも取り組み、
様々な手法で天然藍の魅力を伝えている。

［美術コース］



旧帝大レベルの難関国公立大学や、早慶上理ＧＭＡＲＣＨ

クラスの私立大学、医学部医学科への合格を目指し、

附属中学校から６年間の一貫教育を行っていくコースです。

中学生のうちから高校の内容を先取りして学習するため、

受験対策にも早期に取り組むことができます。

また、探究活動や学外学習等を通じて、

社会のリーダーとしての資質や能力を培っていきます。

※早慶上理（そうけいじょうり）は早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、東京理科大学の首都圏
　難関私大群。GMARCH（ジーマーチ）は、学習院大学（G）明治大学（M）青山学院大学（A）
　立教大学（R）中央大学（C）法政大学（H）を一つのグループとした言葉です。

※

６年間の一貫教育で伸ばす・深める

［一貫コース］

難関
国公立大学

医学部
医学科

中高一貫教育の強みを活かし、高校２年までに高校３年
間の学習内容を網羅します。高校３年時には大学受験対
策に集中できるようにします。また、基礎から応用までを
体系的に学ぶことで学びを深め、大学受験に対応できる
確かな学力の養成を目指します。

一人ひとりの学びをサポート
少人数制のクラス編成のため、個々の学習状況に応じてきめ
細やかに対応します。苦手な科目にじっくり取り組んで克服
したい、得意な科目にとことん取り組みたい等、それぞれの
学び方に応じて課題を設定し、取り組みをサポートします。

社会のリーダーを目指して
広く社会を知り、地域社会でリーダーとして活躍する資質
を養うため、全国規模の学外学習やコンクールに積極的に
参加します。変化する社会のあり方にも柔軟に対応するた
め、多様な価値観を身につけ様々な立場の人とも協同し、
リーダーシップを発揮できる人材の育成を目指します。

夢の実現が可能になる
６年間の一貫教育

1615

コース一貫
ROAD TO DREAM

勉強に行事にボランティアに
高校でしかできない事を経験したい。

一貫コース生として附属中から二高に進学しましたが、学年の人数
が２００人以上いることや、他のコース生と合同授業があることで、
仲間が増えた実感を得られています。体育祭などの行事でも、他の
クラスの人たちと協力する場面は多く、盛り上がりの度合いがすご
く大きくなったと感じています。将来は医師になることを目標に、毎
日の積み重ねを重視して勉強に取り組んでいます。これからはボラ
ンティア活動や学外活動をとおし、傾聴力を磨いていきたいと考え
ています。

沼田 大地　Daichi Numata

八戸工大二高附属中出身

一貫コース 1年

入学５年目。すべての活動が
必ず後の人生に役立つと思う。

将来は翻訳者など、国際関係の仕事に就きたいと考えてます。ALT
の先生と廊下ですれ違う際、趣味の話で盛り上がったりするのが毎
日の楽しみです。附属中の時から生徒会役員を務め、現在は副生徒
会長として、どうすれば生徒同士が連携し、行事が楽しくなるかを皆
で話し合っています。中学に比べて放課後講習などで忙しくなりま
したが、一方で楽しさの度合いも増しました。先生方も自分の気持
ちに向き合い親身に相談にのってくれますし、進路の話ができる友
人もいるので充実した高校生活を送れています。

金澤 虎彦　Torahiko Kanazawa

八戸工大二高附属中出身

一貫コース 2年

法律、行政にかかわるのが夢。
だから毎日頑張っていける。

附属中入学当初の自分はテスト前、どうせやっても点数が良くならな
いと思い込んでました。しかし中学３年の時、模試や認定試験に向
け本気で勉強を頑張ったらぐんと成績が伸びたことで、自分の勉強
に手応えを感じ、学ぶ楽しさを感じられるようになりました。今は法
律に興味があり、日本や世界の憲法について学びたいと考えていま
す。高校では同級生が増えたことでやる気の向上に繋がっています
し、「自分にできないわけがない」と自分を鼓舞し学力向上に日々努
めています。

高橋 夏海　Natsumi Takahashi

八戸工大二高附属中出身

一貫コース 1年

現役生のメッセージ



［部活動］

［SPORTS］運動部
壁に立ち向かう個の精神力と
チームプレーで養う結束力。
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●陸上競技 ／男・女

●テニス ／男・女

●サッカー ／女子

●ソフトボール●サッカー ／男子 ●演 劇

●漫画・文芸

●応 援 （委員会）●吹奏楽

●バドミントン ／男・女

●バレーボール ／男・女

●バスケットボール ／男・女

●卓 球 ／男・女

●家 庭 （愛好会）●囲 碁

数々の受賞！
　   発表歴！
数々の受賞！
　   発表歴！
数々の受賞！
　   発表歴！

青森県代表！青森県代表！青森県代表！全国大会全国大会全国大会
令和3年度令和3年度令和3年度

12年連続全
国大会出場！

13年連続全
国大会出場！

13年連続全
国大会出場！

●科 学 （愛好会）

●華 道

●写 真

●小倉百人一首かるた

［CULTURE］文化部
好きなものをとことん追求
した先にあるものとは何か。

部活動でカラダとこころを培う

令和3年度の高校総体、新
人県大会、令和4年度の高
校総体と3大会連続準優
勝。悲願の初優勝目指し、
日々練習に励んでいます。

●硬式野球

●美 術

令和3年度の青森県春季
大会では初のベスト4入
り、令和4年度の同大会で
はベスト8入りを果たしま
した。甲子園出場を目指し
日々精進しています。

躍進！躍進！

躍動！躍動！



開拓
10年後、自分らしく生きる
ための未来開拓

フロンティアタイム Frontier Time

校訓「開拓・創造・協力」の精神を日々の教育活動に活かしています。

心と身体と知恵をバランス良く育て、自分を知り、
社会を知り、将来と向き合います。
高校時代だからこそ学べることに挑戦します。

二高の朝は読書で
心静かにスタート。
頭と心に栄養をた
っぷりとります。

読書合宿は、好きな本について
語り合い、ビブリオバトルも併
せて行います。本好きにはたま
らない合宿です。

2年生の探究の時間、子ども食堂をテーマに
取り組んでいる様子が新聞で紹介されました。
写真提供：デーリー東北新聞社 〔2020.6.17掲載〕

◆岩手県陸前高田市 公営住宅訪問ボランティア ◆オーストラリア語学研修 ◆海洋生物教育センター臨海実習

総合的な探究の時間～フロンティアタイム～における探究活動は、
課題発見、問題解決に必要な資質・能力の育成目的とし、
学年進行に応じて自分の進路志望に応じたプログラムを選択、
自ら問いをたて深める、自分だけの進路開拓の時間です。

3年生のための休日進路学習会。
希望進路ごとのグループワークを
通じてディベート力やプレゼン力
を徹底的に鍛えます。

ＭＳＭとはメディカルスタディ
ミーティングの略。医療系進路
志望者向けのワークショップ型
学習会です。知識だけでなく、
思考力や倫理観を養います。

総合的な探究の時間

ＭＳＭ医療学習会

創造
休日を活用した希望者参加型の
学外体験プログラム

クリエイティブデイ Creative Day

様々な学外体験を推進しています。学校を飛び出して、
社会から何を学び、どんな貢献ができるのかをじっくり
考え、自分だけのスクールライフを創ります。

Program

1 ボランティア活動 Program

2 国際交流 Program

3 学外学習

Space

1 ワークショップ
「テキパ」

Space

2 スキルアップ発表会

2019

［校　訓］校訓の精神のもとに

切り拓く心

創り出す心

協力
協働の力を身につける
「学び合い」の空間

ピアスペース Peer Space

ディスカッションやプレゼンテーションなどに
よる「学び合い」を積極的に取り入れています。
「自分と違う考えに触れると視野が広がる」と
生徒にも好評です。仲間（ピア）と高め合い、
深め合う貴重な時間です。

学び合う心

●女子中高生夏の学校
●寺子屋～青森で生きる未来人材育成事業～
●八戸西病院インターンシップ
●JAMSTEC青森報告会
●高校生読書推進事業 読書の魅力を伝える講座
●白神山地トレッキングツアー
●陸前高田ボランティア　他

参加したあらゆる体験をまとめ、その成果を全校生徒の前でプレゼンテーション
するのがスキルアップ発表会です。毎回、工夫を凝らした発表と本格的な内容で
大いに盛り上がります。いろいろな体験発表を聴きながら、次は何にチャレンジ
しようか、思いをめぐらせるのも１つの楽しみです。

スキルアップ発表会　発表例

読むサプリ 朝読書Program

1
Program

2
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［NIKOプログラム］｢生きる力｣を育む３つのプログラム

ボランティア活動

NIKOプログラムとは、理解力、思考力、コミュニケーション力を養い、思いやりや問題発見、
解決能力などの「生きる力」を育むプログラムです。プログラムはヒューマン（ボランティア活動）・
グローバル（国際交流）・サイエンス（学外学習）３つの柱で構成されています。

SDGsの活動

学外学習

一人ひとりの力は小さくても協力し継続することで誰かの力になれるはず。私たちはそんな思
いでボランティア活動を推進しています。学校では決して学ぶことのできない貴重な経験から
一回りも二回りも成長することができました。

外部団体主催の研究発表会や研修会、希望する大学の研修室を体験で
きるサイエンスキャンプなど学外での学習活動参加を応援しています。

下表は2022年度の「科学への誘い2022」のプログラムを
まとめたものです。多種多彩なプログラムの中から、生徒が
より興味を持ったものを選び参加します。

蕪島・葦毛崎・種差海岸芝生地の3エリアを拠点に、観光客にボランティアでガイドを行います。
もちろん、八戸の文化、歴史、産業も事前に学び、県外や国外のインバウンド客に対応してい
ます。英語でチャレンジするグループもいます！

鮫ボラ＜蕪島・種差海岸観光ボランティアガイド＞

2011年３月、岩手県陸前高田市は東日本大震災で甚大な被害を受けました。本校は翌年
2012年から仮設住宅（現在は公営住宅）を訪問しています。「元気づけるつもりが逆に勇気
づけられた。」毎年多く聞く、生徒からの声です。

高ボラ＜岩手県陸前高田市公営住宅訪問ボランティア＞

二高生のユニークなアイディアで八戸を盛り上げるプロ
ジェクトを推進中です。

地域活性化を私たちの手で
地球に暮らすひとりの市民として、海外NGOと連携しな
がら途上国支援や国際交流を続けています。

国際支援

子どもへの支援とフードロスの解消、地域の人々との交流
を増やすことを同時に目指して活動中です。

高校生がつくる子ども食堂
八戸の海岸のマイクロプラスティックの研究や蕪島・種差
の観光ガイドボランティア活動を続けています。

八戸の海を守り、魅力を発信

『科学への誘い2022』～ニコツーリズム～
2022年度の「科学への誘い」は、学外の施設、機関が企画するイベントは新型コロナウィルスの影響でほとんどが中止や延期となっていますので、
本校主催のプログラムで構成されています。積極的に参加して、地元青森県を活動拠点に、豊かな自然との共生、持続可能性～Sustainability～
を追求した環境保全のあり方を探究しましょう。（参加の場合は、事前研修の受講、及び事後レポートの提出があります。）

項　　目

《グリーンツーリズム》
北八甲田山系登山

北八甲田山系の登山。八甲田ロープウェー
山頂駅を出発、酸ヶ湯温泉に下山。絶景と
植生観察をお楽しみに。

8月上旬
※浅虫実習同日開催

10月下旬

7月下旬

8月下旬

9月中旬

世界遺産白神山地のトレッキング。水陸両
用車によるつがる白神湖の散策「ニシメヤ
ダムレイクツアー」も人気です。

浅虫にある東北大学海洋生物学教育研究
センターでの実習。大学教授の指導の下で
海洋生物の採取、観察を行います。

石油備蓄基地、太陽光・風力発電、核融合
研究施設など、六ケ所村はエネルギー関連
施設の集積地帯です。

ジオ（geo）は、「地球・大地・地理や地質」
を表す言葉。平成25年、種差海岸が「三陸
ジオパーク」に認定されました。

《マリーンツーリズム》
東北大学浅虫臨海実習

《エネルギーツーリズム》
青森県六ケ所村

エネルギー関連施設見学

《ジオツーリズム》
みちのく潮風トレイル
葦毛崎～種差海岸

世界遺産
白神山地トレッキング

内　　容 日　程 取り組みの様子

●本校オリジナルのガイドマップ

●貧困や教育をテーマにフィリピン
　の高校生とオンラインで対話

●途上国の女性支援のためにNGO
　を通じて文房具を寄贈

●医療従事者を応援するブルー
　フラッグプロジェクト

●「まちぐみ」の皆さんから
　南部菱刺しを学ぶ

●食材配布で家庭を支援するフード
　パントリーでのボランティア

●コロナに負けず思いっきり遊ぼう！
　学童保育訪問

●小学生と一緒に砂浜でマイクロ
　プラスティックを回収

●蕪島・種差観光ガイドボランティア

他にもボランティア活動は盛ん！

サイエンス
教　育

いざな



二高祭［NIKO Festival］

［イベントカレンダー］
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イベントカレンダー

●入学式
●生徒総会
●リーダー研修会
●合宿勉強会

●春期実技ゼミ
●校外スケッチ
　実習

●高総体
●日本画集中授業
●展覧会見学①
●清掃奉仕活動
●合宿勉強会
●体育祭

●弁論大会
●弘前大学・
　岩手大学見学会
●夏ゼミ
●夏期実技ゼミ

●遠　足
●県高総文祭
●生徒会新任式
●芸術鑑賞会
●世界遺産白神山地
　トレッキング
●文学探訪
●美術大学連携授業

●全校　●進学コース　●総合コース　●美術コース

●八工大体験
　講義
●冬ゼミ

●スキー教室
●予餞会

●二高祭
 （文化祭・
　スポーツ大会）
●仙台地区
　大学見学会
●夏ゼミ
●就職セミナー
●就業体験学習
 （インターンシップ）
●北八甲田山系
　登山＆キャンプ

●修学旅行 ●冬ゼミ
●美術コース
　作品展
●テーブルマナー
　教室
●大学入学共通テスト
●3年生が語る会
●冬期実技ゼミ
●合宿勉強会

●リーダー研修会
●中学生美術
　セミナー
 （八戸市・青森市）
●展覧会見学②

●卒業式

中学3年生及び保護者対象 学校見学会

スタンプラリーをしながら、二高を体験しよう。
美術コースではパステル画実技講習会を開催。
保護者対象の説明会もあります。

二高祭は６月の体育祭から始まり、７月の文化祭・スポーツ大会も取り入れた総合
的な「二高のお祭り」です。ライブステージでのバンド演奏、部活動模擬店、そして
注目の二高プロレス！運営は全て生徒会中心で熱い盛り上がりを見せています。

本校では、中学校単位でも個人単位でも随時、学校見学・説明会を受け付けております。
本校事務局までお気軽にお問い合わせ・お申込みください。

二高入試の過去問から厳選して作成した
オリジナル問題集で受験のポイントを伝授します。
美術コースは実技指導を行います。

夏　体験入学
7/23SAT

の 冬　受験講習会の

11/19SAT

TEL 0178-25-4311

年間行事予定

「二高がわかる」
サマー1DAYスクール

「二高でわかる」
高校入試直前講習会

八工大体験講義

白神山地トレッキング

入  学  式

浅虫臨海実習

卒  業  式

合 宿 勉 強 会

スキー教室

美術コース作品展校外スケッチ学習 高総体壮行式 クリーンアップ大作戦



奨学生制度と優遇制度

八戸工業大学第二高等学校 TEL 0178-25-4311 FAX 0178-25-0568
※その他、随時ご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

中学生保護者のための学校入学説明会

二高では、中学生保護者のための学校入学説明会を年４回
開催しており、授業や設備等の見学ができます。

お申込み
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［中学生保護者の皆様へ］中学生保護者の皆様へ

8月 27日（土）
授業参観・施設見学・学校説明会 9：00～11：00

令和4年第1回

10月15日（土）
授業参観・施設見学・学校説明会 9：00～11：00

令和4年第2回

11月 5 日（土）
授業参観・施設見学・学校説明会 9：00～11：00

令和4年第3回

11月19日（土）
施設見学・学校説明会 9：00～11：00

令和4年第4回

《令和4年度 実績》

推薦選抜 全コース

入試区分 対象コース 選　考　方　法 内　　　容

八戸市立鮫中学校出身　S.Mさん

推薦選抜を受験し、リーダー奨学生として採用。
生徒会役員として活躍しています。

●中学時代の主な活動
　ソフトテニス部 部長

●二高を選んだ理由
　大学に進学したいと思っていたことが一番の理由ですが、体験入学
　に参加し、色々なクラスやコースがあって楽しい学校だと感じたこと、
　自分自身はACクラスで力をつけたいと思ったことが理由です。

●二高でがんばっていること
　生徒会選挙に立候補し、生徒会役員として活動しています。行事の
　運営に携わり、決断力やリーダーシップなど、たくさんのことを学ん
　でいます。大変なことも多いですが充実しています。

●中学生へメッセージ
　高校入試に対して不安もあるとは思いますが、高校生活はそれ以上
　に楽しいし自分の世界が広がります。苦手な勉強もやってよかったと
　思う時がくるので、頑張ってください。

八戸市立下長中学校出身　T.Tさん

一般入試で入学。１年での活動や学習状況が
評価され、２年から学業奨学生に採用されました。

●中学時代の主な活動
　科学部に所属してボランティアなどに参加しました。
　　
●二高を選んだ理由
　勉強を頑張りたかったからです。勉強するなら二高だと中学校の
　先生にすすめていただきました。

●二高でがんばっていること
　やっぱりまずは勉強です。先生方が親切なので、わからないところは
　何度でも質問できるので理解して先に進めます。これからはボランテ
　ィアと学外学習も頑張りたいです。いろいろな知識や経験が、強い信
　念や自分らしい考えを持つ自信につながると思います。

●中学生へメッセージ
　関係ないと思うことや回り道だと思うことも、最後は全部自分の力
　になると思います。頑張ってください！

1 推薦入学者選抜合格者

入学金を全額免除いたします。

2 兄姉が同時に在学
入学金が半額、PTA会費1人分、兄弟姉妹
の授業料・施設設備費を1/4ずつ減免。

3 さくら幼稚園の卒園生

本校入学後、入学金を全額返還。

入学金を免除し、授業料から国の
就学支援金を差引いた全額を上限
に免除します。

①部活動の技量に優れ、事前に中学校長から推薦された者を、
　選考により採用します。（ただし野球部は５名以内）
②校内外における活動のリーダーとして活躍した者を総合的
　に判断して採用します。

※その他　●推薦入学者選抜の合格者は全員、一般入学者選抜の学力検査を受検してください。この場合、一般入学者選抜の検定料は必要ありません。
　　　　　●2年次以降のリーダー奨学生・学業奨学生については、進級時に行われる選考会議で採否を決定します。

■各回の前日までに電話かFAXでお申込みください。

高等学校等就学支援金制度

スクールバス

維持費　●月額6,000円～14,000円程度（令和4年度実績）
　　　　  ※詳しくは、お問い合わせください。

乗り継ぎなしの専用バスで、多方面からの通学に対応！

奨学金の利用状況

17:15発／放課後ゼミを終えてからでも間に合います。
18:45発／部活動終了時間までしっかり活動できます。

朝は右の路線図のとおり、各地区をまわります。〈行き〉

〈帰り〉

国の「高等学校等就学支援金制度」として、すべての私立高校生に対し、
保護者（父母）の所得の状況により、就学支援金の支給及び加算支給
があります。詳しくは本校事務室までお問い合わせください。

日本学生支援機構大学予約奨学金（約100名が申込み）、
青森県・岩手県育英会奨学金（計10名が利用）
他に日教弘給付奨学金、吉原育英会奨学金など。

❶ リーダー奨学生

優遇制度

奨学生制度でがんばっています！

三沢
三沢線

百石
日計
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鮫
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福地

田子

白山台

八幡

剣吉
三戸町

七戸

六戸

七戸線

十和田

多賀台

十和田
十和田線

五戸
根城

田向

北稜
北稜・下長線

下長
石堂

湊

倉石
新郷
新郷線

五戸
豊崎

三条
根城

長者
二ツ家

小中野

小中野線

江陽
沼館

吹上

売市線

根城
長苗代

中居林 NIKO

推薦選抜 美術コース

入試区分 対象コース 選　考　方　法 そ　の　他

リーダー奨学生と学業奨学生との
併用もできます。

スクールバスで通えない生徒の下宿代を支援するための奨学
金を給付します。

❸ 美術コース奨学生

推薦選抜 全コース

入試区分 対象コース 選　考　方　法 内　　　容

入学金を免除し、授業料から国の就学
支援金を差引いた半額を免除します。

合格者の中から、中学校３年間の評定平均が4.0以上の者を
対象とし、諸検査の結果に基づき、総合的に判断して採用します。

❷ 学業奨学生

一般選抜 全コース
本校入学後入学金を全額返金します。
授業料から国の就学支援金を差引い
た全額を上限に免除します。

一般選抜および推薦選抜合格者の中から、人物・学業成績が
優秀な生徒で、一般選抜学力検査の結果が概ね３５０点以上
の者を採用します。



二高では、毎年医療系大学に多くの合格者を出しています。
多くの卒業生達が、青森県内だけでなく全国の医療機関で、
医師や歯科医師、薬剤師や看護師、理学療法士や社会福祉士
などとして活躍しています。

高校入試得点と卒業後の進路先

280～300
弘前大学・岩手大学・山形大学・釧路公立大学
青森公立大学・青森県立保健大学・岩手県立大学
秋田県立大学・神奈川県立保健福祉大学

弘前大学・岩手大学・北海道教育大学
室蘭工業大学・釧路公立大学・青森公立大学
青森県立保健大学・岩手県立大学・秋田県立大学
会津大学・群馬県立女子大学

岩手大学・山形大学・北見工業大学

山形大学・東京学芸大学
釧路公立大学・秋田公立美術大学

260～280

240～260

240未満

医療系進学実績

【令和4年度入試　進学・就職　合格者数概要】
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［データで見る八戸工大二高］データで見る八戸工大二高

北海道大学医学部保健学科・岩手県立大学看護学部看護学科
東北医科薬科大学薬学部薬学科・東京薬科大学薬学部薬学科
八戸看護専門学校・東北メディカル学院　他

日本赤十字秋田看護大学・酪農学園大学獣医学部獣医学科
青森県立保健大学・神奈川県立保健福祉大学　

東北大学 医学部保健学科
弘前大学 医学部医学科
岩手医科大学 医学部医学科

主な合格実績

二高入試得点 卒業後の進路先

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計 6 名 合格私立短期大学

八戸学院大学短期大学部［6名］　弘前医療福祉大学短期大学部［1名］　盛岡大学短期大学部［1名］　女子美術大学短期大学部［1名］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計19名 合格看護・医療系専門学校

東北メディカル学院［7名］　八戸看護専門学校［3名］　八戸保健医療専門学校［2名］　国際医療福祉専門学校一関校［1名］　
東北文化学園専門学校［1名］　大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校［1名］　亀田医療技術専門学校［1名］　
東京バイオテクノロジー専門学校［1名］　横浜労災看護専門学校［1名］　静岡医療科学専門大学校［1名］　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計19名 合格専修・各種学校

青森中央文化専門学校［1名］　専門学校アレック情報ビジネス学院［3名］　八戸工科学院［1名］　八戸理容美容専門学校［2名］　
上野法律ビジネス専門学校［1名］　北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ［1名］　仙台総合ペット専門学校［1名］　
仙台デザイン＆テクノロジー専門学校［1名］　仙台ビューティーアート専門学校［1名］　東北愛犬専門学校［1名］　辻調理師専門学校［1名］　
東京服飾専門学校［2名］　プロダクション人力舎［1名］　学校法人岩崎学園情報科学専門学校［1名］　JAM日本アニメ・マンガ専門学校［1名］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計 公務員6名　民間企業11名就　職

海上自衛隊一般曹候補生　陸上自衛隊一般曹候補生　海上自衛隊自衛官候補生　陸上自衛隊自衛官候補生　青森日産自動車（株）　
（株）オーエス・エス　公益財団法人シルバーリハビリテーション協会介護老人保健施設はくじゅ　社会福祉法人友の会　日本フードパッカー（株）　
（有）柏崎青果　川上塗装工業（株）　アイリスオーヤマ（株）　（株）ネクストステージ　（株）マリークヮントコスメチックス ほか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計114名 合格（医療系私大・短大22名合格）私立大学

札幌学院大学［1名］  北星学園大学［2名］  北海道文教大学［1名］  八戸工業大学［19名］  八戸学院大学［14名］  
青森中央学院大学［2名］　弘前医療福祉大学［2名］  岩手医科大学［2名］  岩手保健医療大学［1名］  盛岡大学［1名］  
東北医科薬科大学［1名］　東北学院大学［8名］  東北福祉大学［1名］  東北文化学園大学［2名］  宮城学院女子大学［3名］      
日本赤十字秋田看護大学［2名］  ノースアジア大学［1名］  東北芸術工科大学［5名］  国際医療福祉大学［1名］  
駿河台大学［1名］  獨協大学［1名］  神田外語大学［1名］  千葉工業大学［1名］  流通経済大学［1名］  亜細亜大学［3名］  
桜美林大学［1名］  大妻女子大学［2名］  北里大学［1名］  共立女子大学［2名］  駒澤大学［1名］  芝浦工業大学［1名］  
専修大学［1名］  大正大学［1名］  玉川大学［2名］  多摩美術大学［1名］  中央大学［1名］  津田塾大学［1名］  
帝京平成大学［1名］  東京女子大学［1名］  東京造形大学［2名］  東京農業大学［1名］  東京富士大学［1名］  
東京理科大学［1名］  東洋大学［1名］  二松学舎大学［1名］  法政大学［1名］  武蔵野美術大学［1名］  
ヤマザキ動物看護大学［1名］  神奈川大学［1名］  関東学院大学［1名］  松蔭大学［1名］  女子美術大学［1名］  
桐蔭横浜大学［1名］  ネットの大学managara［1名］  同志社大学［1名］  同志社女子大学［2名］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計 6 名 合格公立短期大学

岩手県立大学盛岡短期大学部［1名］  山形県立米沢女子短期大学［2名］  会津大学短期大学部［1名］
大月市立大月短期大学［1名］  岐阜市立女子短期大学［1名］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 合計25名 合格国公立大学

北見工業大学［2名］  釧路公立大学［3名］  名寄市立大学［1名］  北海道教育大学函館校［1名］  青森県立保健大学［2名］
青森公立大学［1名］  弘前大学［2名］　岩手大学［3名］  秋田大学［1名］  秋田公立美術大学［2名］　山形大学［1名］  
福島大学［1名］  筑波大学［1名］  群馬県立女子大学［1名］  前橋工科大学［1名］  東京学芸大学［1名］  信州大学［1名］

国公立大学・短期大学に３年間でのべ105名が合格しています！
　　　　　　　　　　（令和４年31名・令和３年38名・平成２年36名）

公務員３年間でのべ15名合格
（令和4年6名・令和3年2名・令和２年7名）

公務員試験合格実績

《過去3年間の実績》

（4年制大学）

《過去3年間の合計数》
八戸工大二高

《国公立大学のみ、過去3年間の結果から抜粋》 進路実績

三八地区私立高校の　
国公立大学合格者数 94名

A　高　校 51名
B　高　校 5名
C　高　校 10名

二
高
で
伸
ば
そ
う
！
君
の
可
能
性

A高校 B高校 C高校 二 高

94名51名 10名5名

朝の個別添削提出

放課後の個別指導

令和４年度 公務員合格実績（現役合格のみ）

大澤 千風 さん
  ●情報ビジネスコース卒
   ［八戸東中出身］

海上自衛隊自衛官候補生

西村　愛 さん
  ●情報ビジネスコース卒
   ［階上中出身］



［校長インタビュー］
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八戸工大二高がいま

取り組むべき教育とはなにか

目指すビジョンとはなにかを

語りました。

校長
インタビュー

中高一貫教育

八戸工業大学第二高等学校  校長
附属中学校  校長

Susumu  Akashi

明 石  進

震えるような感動を。

　附属中学校が開校し５年目を迎え、一期生が

高校２年になりました。昨年よりコースを再編成

した高校で、進学コース、総合コース、美術コー

スの生徒ともに、一貫コースに所属し学校行事

や生徒会活動、部活動に励んでいます。さらに、

八 戸工業 大 学と連 携して、S T E A M 教 育

（Science Technology Engineering Art 

Mathematics）に取り組みます。

地域ＥＳＤ活動拠点校

 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」とは、誰ひ

とり取り残さない持続可能で多様性と包摂性の

ある社会の実現のため国連が設定した目標で

す。そのＳＤＧｓ達成を目指して行う学習・教育

活動がＥＳＤです。本校はＥＳＤ活動を通して、

遠い未来を予測する事が難しい時代に、目の前

に立ちはだかる課題にチャレンジし、乗り越える

力をもつ生徒の育成に努めます。

信頼される魅力ある学校

　二高で学んだ生徒がいずれ社会人になったと

き、二高に入学して良かったと思える学校であり

続けたい。それが私の目指す学校づくりです。私

がいつも生徒にお願いしているのは「感動一番・

工大二高」です。本気で大学入試や就職試験等

に挑戦し、また、本気で部活動や生徒会活動等

に取り組んだ結果、嬉し涙、悔し涙など体が震え

るような感動を一度は本校で味わって欲しい。そ

して、生徒だけでなく保護者の方々にも二高に入

学させて良かったと思っていただけることが、信

頼される魅力ある学校づくりだと考えます。


