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神奈川県立上矢部高等学校
普通科・美術科



期
学
１

期
学
２

期
学
２

期
学
３

新入生オリエンテーション
（4月）
校外体験学習（4月）

入学式（4月）

キャリアガイダンス（6月）
地域貢献デー（6月）

性に関する教育講演会（7月）

キャリアガイダンス（11月）

百人一首大会（1月）
ロードレース大会（2月）
学年末試験（3月）
スポーツ大会（3月）

百人一首大会（1月）
ロードレース大会（2月）
キャリアガイダンス（2月）
学年末試験（3月）
スポーツ大会（3月）

1年次1年次

期
学
１

期
学
２

期
学
３

遠足（4月）

キャリアガイダンス（6月）

2年次2年次

期
学
１

遠足（4月）
キャリアガイダンス（4月）
看護希望者説明会（5月）
公務員・民間就職希望者説明会
（4月～7月）
礼法講座（6月）
模擬面接（7月～1月）
指定校推薦説明会（7月）

指定校推薦校内〆切（8月）
大学入学共通テスト説明会（９月）
大学入学共通テスト出願（9月）
礼法講座（9・10月）
地域貢献デー（11月）

3年次3年次

期
学
３

●体育祭・・・6月 ●三者面談・・・6月 ●翔矢祭（文化祭）・・・9月
●中間試験・・・5月、10月 ●期末試験・・・7月、12月3学年共通

修学旅行（10月）
キャリアガイダンス（11月）
地域貢献デー（11月）

大学入学共通テスト説明会（1月）
大学入学共通テスト（1月）
学年末試験（1月）
卒業式（3月）

学年を飛び越え、各色が団結する体育祭

美術史や油絵の授業

少人数展開による授業

自主的に取り組む調べ学習

文化祭・合唱部の発表

普通科と美術科がともに学ぶ自由選択科目

教 育 目 標教 育 目 標

具体的な取組み

インクルーシブ教育実践推進

豊かな個性の伸長を
はかる

自主・自律の精神を
育てる

連帯の輪を
ひろげる

自ら考え、主体的に学び、
地域と協力して社会に貢献できる人材

美術の専門性を生かした
社会に貢献できる人材

育てたい
生徒像
育てたい
生徒像

普通科 美術科

美 術 科美 術 科
主体的に学習に取り組む
意欲を育む環境整備と改善
主体的に学習に取り組む
意欲を育む環境整備と改善 「新しい学びの場の創造」「新しい学びの場の創造」

すべての生徒が
共に学び共に育つ教育
すべての生徒が

共に学び共に育つ教育

実践的・体験的な学習の実践と、
専門性の向上を図る教育
実践的・体験的な学習の実践と、
専門性の向上を図る教育

相互の融和相互の融和
普通科普通科

　上矢部高等学校は、昭和 58年（1983 年）に全日制普通科高校として創立されました。
　現在、普通科と美術科が置かれています。
創立時より実践されてきた「面倒見のよさ」と「きめ細やかな指導」は、今も変わらない伝統です。「基礎力」を養い

「やる気」を伸ばすことで、「進路」を実現させるカリキュラムを実践しています。
　３年間３学期制の中で、体育祭、文化祭・スポーツ大会等生徒主体の行事により、創造力と行動力を育む活気
ある学校です。「実力」を伸ばすこと、「人間」を豊かにすること、それが上矢部高校の目指すものです。
また、本校はインクルーシブ教育実践推進校に指定されました。知的障がいのある生徒が、高校で共に学ぶため
の取組を令和２年度から行っていきます。これに向けて、普通科において特別募集を行います。

１. 授業が第一。理解を確認し、「目標」へ向かいます。
「進路」を実現させるには、まず授業。本校は授業を一番大切にし
ます。授業をとおして、具体的な「目標」を生徒それぞれに示します。
ちょっと背伸びの「目標」実現のために全面的にサポートします。

２. 基礎学力を充実させます。
「進路」実現の礎となるのは、基礎学力です。日頃の補習・長期休
業中の講習等を活用して基礎力をつけ、「やる気」を高めていきます。

３. 基本的な生活習慣を重視します。
「進路」を考える時、基本的な生活習慣は欠かせません。遅刻や欠
席が多いと進路実現が難しくなります。服装や言葉遣いも評価の対
象です。日頃の生活習慣や身だしなみ、社会生活におけるマナーが
正しく身につくよう、きめ細かく指導します。

４. 行事や部活動で力を培います。
「進路」実現に寄与するのが人間力。自分で考え、皆と協力し、困
難を乗り越えて共通の目標へと向かう。その力を養う場が、行事や
部活動です。体育祭や翔矢祭（文化祭）での発表は、生徒に用意さ
れた絶好の舞台。先輩たちの創意工夫や熱意を受け継ぎながら、力
を培います。

生徒を伸ばす４つの特徴

上矢部での３年間（予定）

ブレザーは紺色２つボタン、
ズボン・スカートはグレーのチェックです。

学校指定のネクタイ・リボンがあり、
着用が義務付けられています。

また、夏季は
男女とも白の半そでワイシャツの他、
白に限りポロシャツの着用ができます。
（モデルは本校生徒会役員のみなさんです。）

上矢部高校の制服は…
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学校指定のネクタイ・リボンがあり、
着用が義務付けられています。

また、夏季は
男女とも白の半そでワイシャツの他、
白に限りポロシャツの着用ができます。
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学
年 系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

１年 現代の
国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ 体育 保

健 美術Ⅰ 英語
コミュニケーションⅠ

倫理・
表現Ⅰ 情報Ⅰ 美術史 素描 構成 探

総
Ｒ
Ｈ
Ｌ

2 年 文学国語 歴史総合 公共
物理基礎

体育 健
保 英語

コミュニケーションⅡ 家庭基礎 美術概論 素描
ファインアート応用

必修選択 探
総

Ｒ
Ｈ
Ｌ

化学基礎 デザイン応用

3 年 倫理国語 科学と
人間生活 体育 英語

コミュニケーションⅢ 鑑賞研究 素描
ファインアート探究
デザイン探究

マルチメディア探究
自由選択 自由選択 自由選択 探

総
Ｒ
Ｈ
Ｌ

本データは令和 3年 5月現在のものです。状況により変更される場合があります。

２年必修選択

数学A　論理・表現Ⅱ　映像表現　ファインアート基礎　デザイン基礎

３年自由選択

国語表現（4）　数学 B　数学C　化学（4）　アースサイエンス　論理・表現Ⅱ（２年未履修者のみ）
保育基礎　ファッション造形基礎　フードデザイン　器楽　素描応用

　本校普通科のカリキュラムは、多様な生徒の進路希望に応えるために様々な選択科目を設けていること、基礎
的な学力を身につけるために国語・数学・英語の単位を多く設けていること、に特徴があります。特に１年の
英語コミュニケーションⅠ・体育・芸術や 2 年の数学Ⅱでは、少人数制の授業を実施し、きめ細かい指導を行っ
ています。また、特別募集の生徒と一般募集の生徒がともに学ぶことができるよう科目を配置するとともに、わ
かりやすい指導方法を工夫しています。

ちょっと背伸びの「進路希望」を実現するカリキュラム

普通科のカリキュラム

★ 国語・英語の充実

★ 2年次からの数学・英語

★ 3年の類系と選択科目

★ 特別募集の入学者のキャリア学習

国語と英語は 1 年から 3 年まで、文系・理系ともに基礎から応用までの学力をしっかりと身
につけられるよう、多くの授業時間を設けています。また 3 年次の選択科目により、一層深く
学ぶことができるようになっています。

2 年次には、進路希望に応じて数学や英語をより深く学べるよう、必修選択の時間を 2 単位
分設定しています。

進路希望に応じて文系・理系を選び、さらに多くの必修選択科目の中から自分に必要な科目
を選択できるようになっています。

特別募集の生徒が円滑に社会接続できるよう、社会生活で必要な力を高める科目を３年間通
して学習します。

美術科とは

美術科のカリキュラム

美術科では、将来、美術のいろいろな分野において社会に貢献できる人材の育成をめざし、美術に関する高い意
欲と幅広い視野、確かな基礎力を身に付け、美術大学への進学に対応できる専門的教育を展開します。

☆ 3 年間で、美術科目を必修で 26 ～ 28 単位、選択科目を含めると最大 30 単位学ぶことができます。
☆多数の美術・工芸関連教室や 4 基の窯など施設が充実しています。
☆美術館見学、専門家の講演、卒業制作展など、さまざまな活動や発表の機会があります。
☆美術部、陶芸部、アニメ漫画研究部など、アート系の部活動も盛んです。
☆充実した専門科目と進路指導により、美術大学進学に対応できる力を身に付けます。

★美術は 1年で基礎科目、2・3年で専門科目が充実… 基礎から発展まで幅広く学びます。
★ 3年間で必修 6単位の「素描」… 3 年間を通してじっくりと造形表現の基礎を身に付けます。
★多彩な選択科目… 2 年から美術の必修選択科目を 2つ選択して学び、自らの専門分野を絞っていきます。
★ 3年で探究科目… 自分の専門分野を決めて個別のテーマを深く追究し、その成果を展示・発表します。

学
年 系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
年

現代の
国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ

数学A
化学基礎 体育 保

健
音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

英語
コミュニケーションⅠ

論理・
表現Ⅰ 家庭総合 情報Ⅰ 総

探
Ｌ
Ｈ
Ｒ

就業
体験
活動キャリアⅠ

2
年

文学国語
歴史総合 公共 数学Ⅱ 物理基礎 生物基礎 体育 保

健
英語

コミュニケーションⅡ 家庭総合 必修選択
総
探

Ｌ
Ｈ
Ｒ

就業
体験
活動文学国語 キャリアⅡ

3
年

文
系 論理国語 体育 英語

コミュニケーションⅢ 必修選択① 必修選択② 必修選択
③

必修選択
④

総
探

Ｌ
Ｈ
Ｒ

自由選択 自由選択 自由選択 就業
体験
活動キャリアⅢ 自由選択 自由選択

理
系 論理国語 数学Ⅲ 数学C 体育 英語

コミュニケーションⅢ 必修選択⑤ 総
探

Ｌ
Ｈ
Ｒ
自由選択 自由選択 自由選択 就業

体験
活動キャリアⅢ 自由選択 自由選択

数学B　音楽Ⅱ　美術Ⅱ　書道Ⅱ　論理・表現Ⅱ　映像表現　ファインアート基礎　デザイン基礎

国語表現（4）　日本史探究（増2）　世界史探究（増2）　数学B　数学C
化学（4）　化学（増 2）　生物（増 2）　物理（増 2）
アースサイエンス　保育基礎　ファッション造形基礎
フードデザイン　器楽　素描応用　論理・表現Ⅱ（2年未履修者のみ）
（以下 2単位　特別募集生のみ）数学A　文学国語　キャリアⅢ

3年必修選択
①
（4）

古典研究　地理研究　日本史探究　世界史探究
化学　生物　キャリアⅢ

3年必修選択
②
（4）

地理探究　歴史総合　日本史探究

3年必修選択
⑤
（4）

物理　化学　生物　キャリアⅢ

3年必修選択
③
（2）

国語表現（4単位）　倫理　政治・経済　地学基礎　
音楽Ⅲ　美術Ⅲ　書道Ⅲ　スポーツⅡ　情報Ⅰ（増）

3年必修選択
④
（2）

国語表現（4単位）　倫理　政治・経済　地学基礎　
スポーツⅡ　情報Ⅰ（増）

キャリアⅠ～Ⅲは特別募集の入学者のみ履修します。
就業体験活動は夏季休業中に集中授業として行い、特別募集の入学者のみ履修します。
本データは令和４年５月現在のものです。状況により変更される場合があります。
２年必修選択

３年必修選択①②⑤

３年自由選択

３年必修選択③④

理科の実験風景
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１年 現代の
国語 言語文化 地理総合 数学Ⅰ 体育 保

健 美術Ⅰ 英語
コミュニケーションⅠ

倫理・
表現Ⅰ 情報Ⅰ 美術史 素描 構成 探

総
Ｒ
Ｈ
Ｌ

2 年 文学国語 歴史総合 公共
物理基礎

体育 健
保 英語

コミュニケーションⅡ 家庭基礎 美術概論 素描
ファインアート応用

必修選択 探
総

Ｒ
Ｈ
Ｌ

化学基礎 デザイン応用

3 年 倫理国語 科学と
人間生活 体育 英語

コミュニケーションⅢ 鑑賞研究 素描
ファインアート探究
デザイン探究

マルチメディア探究
自由選択 自由選択 自由選択 探

総
Ｒ
Ｈ
Ｌ

本データは令和 3年 5月現在のものです。状況により変更される場合があります。

２年必修選択

数学A　論理・表現Ⅱ　映像表現　ファインアート基礎　デザイン基礎

３年自由選択

国語表現（4）　数学 B　数学C　化学（4）　アースサイエンス　論理・表現Ⅱ（２年未履修者のみ）
保育基礎　ファッション造形基礎　フードデザイン　器楽　素描応用

　本校普通科のカリキュラムは、多様な生徒の進路希望に応えるために様々な選択科目を設けていること、基礎
的な学力を身につけるために国語・数学・英語の単位を多く設けていること、に特徴があります。特に１年の
英語コミュニケーションⅠ・体育・芸術や 2 年の数学Ⅱでは、少人数制の授業を実施し、きめ細かい指導を行っ
ています。また、特別募集の生徒と一般募集の生徒がともに学ぶことができるよう科目を配置するとともに、わ
かりやすい指導方法を工夫しています。

ちょっと背伸びの「進路希望」を実現するカリキュラム

普通科のカリキュラム

★ 国語・英語の充実

★ 2年次からの数学・英語

★ 3年の類系と選択科目

★ 特別募集の入学者のキャリア学習

国語と英語は 1 年から 3 年まで、文系・理系ともに基礎から応用までの学力をしっかりと身
につけられるよう、多くの授業時間を設けています。また 3 年次の選択科目により、一層深く
学ぶことができるようになっています。

2 年次には、進路希望に応じて数学や英語をより深く学べるよう、必修選択の時間を 2 単位
分設定しています。

進路希望に応じて文系・理系を選び、さらに多くの必修選択科目の中から自分に必要な科目
を選択できるようになっています。

特別募集の生徒が円滑に社会接続できるよう、社会生活で必要な力を高める科目を３年間通
して学習します。

美術科とは

美術科のカリキュラム

美術科では、将来、美術のいろいろな分野において社会に貢献できる人材の育成をめざし、美術に関する高い意
欲と幅広い視野、確かな基礎力を身に付け、美術大学への進学に対応できる専門的教育を展開します。

☆ 3 年間で、美術科目を必修で 26 ～ 28 単位、選択科目を含めると最大 30 単位学ぶことができます。
☆多数の美術・工芸関連教室や 4 基の窯など施設が充実しています。
☆美術館見学、専門家の講演、卒業制作展など、さまざまな活動や発表の機会があります。
☆美術部、陶芸部、アニメ漫画研究部など、アート系の部活動も盛んです。
☆充実した専門科目と進路指導により、美術大学進学に対応できる力を身に付けます。

★美術は 1年で基礎科目、2・3年で専門科目が充実… 基礎から発展まで幅広く学びます。
★ 3年間で必修 6単位の「素描」… 3 年間を通してじっくりと造形表現の基礎を身に付けます。
★多彩な選択科目… 2 年から美術の必修選択科目を 2つ選択して学び、自らの専門分野を絞っていきます。
★ 3年で探究科目… 自分の専門分野を決めて個別のテーマを深く追究し、その成果を展示・発表します。

版画や環境デザインの授業

陶器やガラスの授業

デッサンやポスターの授業

生徒が主体的に取り組む卒業制作

CGやアニメーションの授業

建築や鑑賞の授業

卒業生に聞きました 蒔田 千春さん
36期　2期美術科

●今現在の進学先と、なぜ今の進学先を選んだのかをお聞かせください。
現在、多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コースの一年生です。私
は中学生の頃から、とあるゲーム会社を目指して努力しています。その夢を実
現するために、様々な分野で就職実績のある、多摩美術大学を選びました。
●どのように受験し合格したかをおしえてください。
11 月頃の、総合型選抜に落ちてしまい、その後一般受験と、共通テスト併用
方式を受験しました。一般受験で合格しました。

●高校時代、受験勉強や美術の授業にどのように取り組んでいましたか。
予備校では鉛筆デッサンと静物着彩を繰り返しこなしていくだけでした。
ですが、上矢部の美術の授業では様々な画材を扱えて、美術科という仲間が
周りにいて、楽しく授業に取り組めました。受験勉強は、とにかく毎日少しず
つ取り組む癖をつけていました。一気に詰め込むのは禁物ですね。
● 進学先での学習や現在の活動に上矢部高校美術科での経験がどのように
生きましたか？
美術科として美術の授業を多く経験できた事で、
美大で学ぶ「美術」により興味がわき、もっと学び
たい、という意欲が湧いてきます。これは上矢部で、
美術に対する基礎的な考えを学べたからだと思って
います。
●一言コメント
美術科には選ばれし人が入学してきます！
3年間はあっという間です。仲間と楽しく、創作活動
に打ち込んで有意義な高校生活を送ってください。
困ったら先生に相談！



　入学と同時に、本校のキャリア学習は始まります。総合的な探究の時間やロング・ホームルームの時間を主に活
用し、自分の将来について考え、今なすべきことを実践していきます。希望すれば夏休みにインターンシップに参
加することもできます。
　１年次から行われるキャリアガイダンス（進路説明会や体験授業）は、上級学校や職業の実際に触れられる良い
機会です。２年次後半からは、さらに具体的に志望分野を絞り込んでいきます。３年次にはキャリアガイダンス以
外に、面接試験に対応するための「礼法講座」や個別の試験内容に合わせて繰り返し実施される「模擬面接」など、
具体的でより実践的な指導が続けられます。
　学級担任は、三者面談（全学年で実施）などで、保護者との連携を取り合いながら「ちょっと背伸びの進路実現」
を合言葉に、将来の自己実現に向けて丁寧なサポートを行っています。

一人ひとりの「進路希望」実現

普通科 美術科

大学

就職

専門学校

短期大学等

進学準備
就職準備等 その他

33％
大学
33％

49％
専門学校
56％3％

3％
3％
5％ 3％8％4％

進学準備
その他

就職準備等 その他進学準備就職専門学校短期大学等大学 就職準備等 その他進学準備就職専門学校短期大学等大学

盛り上がる学校行事

活躍する部活動

主な進学先

主な就職先

大学
麻布大学 桜美林大学 神奈川大学 鎌倉女子大学 関東学院大学 国士舘大学

相模女子大学 産業能率大学 実践女子大学 湘南工科大学 昭和音楽大学 清泉女子大学

玉川大学 多摩美術大学 帝京大学 東京工芸大学 東京造形大学 東京農業大学

日本大学 フェリス女学院大学 文教大学 法政大学

短期大学
戸板女子短期大学 洗足こども短期大学 神奈川歯科大学短期大学部

実践女子大学短期大学部 湘北短期大学 鶴見大学短期大学部

戸塚共立第２病院 株式会社ＴＪＫリゾート 株式会社山九

株式会社リジョイスカンパニー 神奈川県警察本部

専門学校
アーツカレッジヨコハマ アーティスティックＢ横浜美容専門学校 阿佐ヶ谷美術専門学校

浅野工学専門学校 神奈川県立平塚看護大学校 神奈川県立よこはま看護専門学校

専門学校桑沢デザイン研究所 神田外語学院 国際動物専門学校

国際フード製菓専門学校 湘南医療福祉専門学校 聖ヶ丘教育福祉専門学校

横浜中央看護専門学校
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盛り上がる学校行事

活躍する部活動

令和元年度からの部活動の主な実績

体育祭（６月）
　学年混合の３色に分かれて、台風の目、綱とりや障
害物競走などの種目で競い合います。チーム色をテー
マに描いた「デコレーション」や大人数で行う応援ダ
ンスの「パフォーマンス」は、体育祭の名物となって
います。※体育祭は非公開です

翔矢祭（９月）
　最大のイベントである文化祭「翔矢祭」には、趣向
を凝らした企画がたくさんあります。中庭には、クラ
スで工夫を凝らした模擬店が並んでいます。校舎内や
体育館では、アイデアあふれるクラス企画や文化部の
展示・パフォーマンスが催されており、見どころ満載です。
※本年度は非公開

バスケットボール部、テニス部、女子バレーボール部、
硬式野球部、卓球部、バドミントン部、陸上競技部、
サッカー部、ダンス部

演劇部、科学部、合唱部、茶道部、美術部、写真部、陶芸部、
吹奏楽部、クッキング部、文芸部、フォークソング部、書道部、
アニメ漫画研究部、放送同好会、上矢部インターアクト同好会

バスケットボール部（男）
令和元年度関東大会南支部予選２回戦進出
野球部
秋季神奈川県大会出場、横浜西部地区大会優勝（令和３年度）
バレーボール部
関東大会神奈川県予選ベスト 16（令和３，４年度）
高校総体神奈川県予選ベスト 16（令和３，４年度）
全国高等学校バレーボール選手権大会神奈川県予選ベスト 16（令和３年度）
横浜地区秋季大会ブロック１位（令和３年度）
横浜市民大会ブロック１位（令和４年度）
バドミントン部（男女）
新人戦県大会出場（女子学校対抗）（令和３年度）
関東大会予選県大会出場（男子学校対抗）（令和４年度）
高校総体予選県大会出場（男子ダブルス）（令和４年度）
テニス部（男女）
横浜市高等学校テニスリーグ 11部 優勝、昇格（令和３年度）
ダンス部
サマー公演、文化祭ステージ、戸塚ふれあい文化祭【舞台部門】
クリスマス公演
陸上競技部
（令和元年２年度）高校総体神奈川県予選男子 800ｍ 第６位
関東高校総体男子 800ｍ出場　　全国高校選抜大会出場
高校新人神奈川県予選男子 800ｍ 第３位
関東高校新人男子 800ｍ出場
横浜地区高校新人
男子 100ｍ第３位・200ｍ 優勝・400ｍ 準優勝・800ｍ 準優勝
（令和３年度）
高校総体県予選男子 100ｍ 第７位　男子 4× 100ｍ 第７位
横浜地区陸上競技選手権男子 100ｍ 優勝
サッカー部
U-18 リーグ K４
科学部
西が丘こども科学教室　　神奈川大学宇宙エレベーター
SPIDER チャレンジ参加
茶道部
翔矢祭での呈茶席
美術部
第 21回高校生国際美術展 佳作
第 68回神奈川県高等学校美術展ポスター部門、平面部門 奨励賞
第 68回神奈川県高等学校美術展 奨励賞
戸塚っ子いきいきアートフェスティバル出展

修学旅行（10月）
　２年次には修学旅行があります。１年次から現地の
歴史や文化について学び、旅行での学習や体験に生か
しています。

その他
　４月の新入生歓迎会や遠足、球技大会、百人一首大会、
ロードレース大会など、多くの行事で盛り上がります。
※コロナ禍のため、昨年度は実施できない行事がありました。

運動部 文化部

写真部
日本港湾協会主催「豊かなウォーターフロントフォトコンテスト2019」に出品
吹奏楽部
横浜吹奏楽コンクール　　野球部応援　　翔矢祭
横浜アンサンブルコンテスト　　特別養護老人ホーム芙蓉苑で演奏
戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
高文連吹奏楽祭で単独演奏及び合同バンドで演奏

文芸部
県高文連文芸専門部文芸部誌コンクール専門部会長賞

放送同好会
NHK杯高校放送コンテスト県大会出場
県高校放送アンデパンダン大会出場

書道部
高等学校書道展 高文連会長賞
書の甲子園 入選

フォークソング部
高等学校軽音楽コンテスト予選出場

上矢部インターアクト同好会
アフリカザンビアへ体育館シューズを贈る（令和３年度）

アニメ漫画研究部
YDAキャラクターイラストコンテスト 優秀賞
RADデザイングランプリ 奨励賞
高等学校総合文化祭第 68回神奈川県高等学校美術展ポスター原画 奨励賞
安全振興会ポスター原画コンクール佳作
第 19回 PEASWebアニメコンテスト神戸
　CLIP STUDIO PAINT 賞、だんグラ賞
令和４年度神奈川県公立学校教員採用候補者選考試験
　採用案内ポスターコンクール 最優秀賞
横浜中地区公私合同説明会・相談会ポスター採用

合唱部
第 86回NHK全国学校音楽コンクール 奨励賞
県高文連総合開会式合同合唱
県高等学校合唱祭で演奏
文化発表会で演奏



学校マップ・アクセス

神奈川県立上矢部高等学校
〒245-0053
横浜市戸塚区上矢部町3230
電話 045（861）3500（代表）、3549（職員室直通）
Fax 045（862）6347
URL https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kamiyabe-h/

JR 戸塚駅・地下鉄戸塚駅より
＜バス利用の場合＞
１．駅からバス停までは約５分程度。
　２．戸塚駅バスターミナル

上矢部循環バス（上矢部高校バス停下車）
所要時間　バス約８分（但し６時から14時発までのバス）
＊14時以降のバスは遠回りになり14分から19分かかります。

　３．上矢部高校バス停下車で徒歩３分
（所要時間はバスと徒歩で約20分、14時以降は約30分です。）

＜徒歩の場合＞
　左記地図で約25分

行　事　名 時　程 対　象 備　考日程・場所

  9:30～
12:30～

アートスクール 10:00～11:30 中学生

非公開翔矢祭（文化祭）

部活動体験 学校説明会後に実施予定 中学生

事前申込み不要

令和４年度　県立上矢部高等学校学校説明会等日程

※上記の内容は６月１日の時点での予定です。
　今後、新型コロナウイルスの感染状況により内容を変更する場合がありますので、事前に学校ホームページ等でご確認ください。

事前申込み

事前申込み終了

要予約（詳細は後日
ホームページでお知ら
せします）
保護者は１名まで

要予約（詳細は後日
ホームページでお知ら
せします）
保護者は１名まで

詳細は後日ホームペー
ジでお知らせします

どなたでもご覧
いただけます

令和４年８月16日(火)
上矢部高校

横浜中地区
公私合同説明・相談会

令和４年９月10日(土)
上矢部高校

令和４年10月８日(土)
上矢部高校

令和４年10月８日(土)
上矢部高校

令和４年11月26日(土)
上矢部高校

戸塚区民文化センター
さくらプラザギャラリー

令和５年１月26日(木）
～１月30日(月)  

第１回学校説明会
（普通科・美術科）

第２回学校説明会
（普通科・美術科）

上矢部高校
卒業制作展

普10:00～10:40
美10:00～10:40

普10:00～10:40
美10:00～10:40

10:00～17:00
最終日は15時まで

中学生
保護者

中学生
保護者

中学生
保護者

令和４年８月４日(木)
明治学院大学


