
少人数クラス展開少人数クラス展開
きめ細かな指導と目配りを可能にするため、１クラスを少
人数で編成しています。複数担任制で生徒を見守ってい
ます。また、１、２年生の英語と数学は、さらに1クラスを
半分に分けた人数で授業を展開しています。

ぴっかり図書館ぴっかり図書館
話題の本や漫画等がタイムリーに並べられています。必
要な情報を得ることができます。生徒たちの居場所や交
流の場となっています。毎週木曜日はぴっかりカフェを開
催しています。

田奈ゼミ田奈ゼミ
数学、英語、国語を勉強したい生徒のための放課後補習
です。大学生や近所にお住まいのボランティアがマンツー
マンに近い形で基礎から教えてくれます。

ランチルームランチルーム
購買や自動販売機が隣接しており、お昼ご飯を食べると
きに利用する生徒が多いです。他学年、他クラスの生徒
と交流することができます。定期テスト前は友人と一緒に
勉強するために利用することもできます。

とまり木とまり木
職員室の前に設置された
スペースです。教員に勉
強を教えてもらったり、相
談にのってもらったりする
ことができます。

中学校までに持てる力を必ずしも十分に発揮しきれなかったけれど、
「やりなおしたい」「学びなおしたい」という意欲のある生徒を
クリエイティブスクール・田奈高等学校は求めています。

クリエイティブスクール田奈高校クリエイティブスクール田奈高校がが
取り組んでいること取り組んでいること

学習学習のの支援体制支援体制

設備紹介設備紹介

T A N A  H I G H  S C H O O L

SCSC
（スクールカウンセラー）（スクールカウンセラー）

臨床心理士が友人関係や家庭などの
悩みや不安について、心理的な視点
で相談にのります。

SCCSCC
（スクールキャリアカウンセラー）（スクールキャリアカウンセラー）

キャリアコンサルタントの国家資格を
もつカウンセラーが進路支援をします。
卒業した後も支援をします。

Drop-InDrop-In
どろっぴんどろっぴん
NPO法人パノラマが運営する相談室です。Drop－In（どろっぴん）
には「ひょっこり尋ねる」「ちょっと立ち寄る」という意味が込められ
ており、気軽に立ち寄ることができます。

SSWSSW
（スクールソーシャルワーカー）（スクールソーシャルワーカー）

社会福祉士が生徒が置かれている環
境などの悩みや不安について、福祉
的な視点で相談にのります。

田奈 PASS田奈 PASS
よこはま若者サポートステーションの
相談員が、生徒の進路をはじめとする
様々な悩みや相談にのります。

ぴっかりカフェぴっかりカフェ
NPO法人パノラマが運営するカフェです。くつろいだカフェのよ
うな雰囲気で生徒が気軽に利用できる居場所です。ボランティア
のスタッフとの何気ない会話や悩みの相談ができます。

相談機関

日常生活日常生活やや進路進路のの
支援体制支援体制

クリエイティブスクール
神奈川県立田奈高等学校
〒227-0034　横浜市青葉区桂台2-39-2
Tel.045-962-3135 　Fax.045-962-9039

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tana-h/index.html
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徒歩３分（青葉台駅からの所要時間12分）

田奈高校のYouTubeチャンネル、「たなちゃんねる」はこちら

田奈高校の「学校ホームページ」はこちら
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▼令和5年度入学生　教育課程
単位数 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 合計

1年 現代の国語 地理総合 数学Ⅰ 科学と
人間生活 体育 保

健

音楽Ⅰ 英語
コミュニケーション

Ⅰ
家庭総合 情報Ⅰ

総合的な
探究の
時間

HR 26単位美術Ⅰ
書道Ⅰ

2年 言語文化 歴史総合 公共 数学Ⅱ 生物基礎 体育 保
健

音楽Ⅱ 英語
コミュニケーション

Ⅱ
家庭総合

総合的な
探究の
時間

HR 26単位美術Ⅱ
書道Ⅱ

3年 文学国語 日本史探究 政治・
経済 数学Ⅱ 体育

英語
コミュニケーション

Ⅱ
選択必修

総合的な
探究の
時間

HR 25単位

3年選択必修
論理国語（2）、国語表現（2）、古典探究（2）、世界史探究（4）、倫理（2）、数学A（2）、数学B（2）、物理基礎（2）、物理（4）、化学基礎（2）、
化学（4）、生物（4）、地学基礎（2）、スポーツⅡ（2）、音楽Ⅰ（2）、音楽Ⅲ（2）、美術Ⅰ（2）、美術Ⅲ（2）、書道Ⅰ（2）、書道Ⅲ（2）、論理・表現Ⅰ（2）、
服飾手芸（2）、コンテンツの制作と発信（2）

1年自由選択 就業体験活動（1）
2年自由選択 数学A（2）、物理基礎（2）、化学基礎（2）、地学基礎（2）、就業体験活動（1）
3年自由選択 就業体験活動（1）

前期

後期

4月 5月 6月

10月 11月 12月

7月
• 期末テスト
• 夏季休業｠

• 職場見学体験
（1年生）

8月
• 夏季休業｠
• 進路ガイダンス（2年生）｠

• インターンシップ｠
• 防災訓練｠

9月
• 三者面談｠
• 球技大会｠

• 就職試験（３年生）｠
• 前期終業式

1月
• 冬季休業｠
• 卒業テスト（3年生）

2月
• 入学者選抜試験

3月
• 卒業式｠
• 学年末テスト｠
• 球技大会（１・２年生）｠
• 分野別進路説明会（2年生）｠
• 後期終業式・離任式｠
• 学年末休業

軽音部の生徒のコメント

　私は中学校のとき漠然とした目標しかなく将来何をするか迷って
いました。そのまま田奈高校に入学しましたが、やってみたかった軽
音楽部に入部しました。先輩や先生と交流していくうちに苦手だった
コミュニケーションも自然にできるようになりました。そんな中音楽
をやっていくにつれ自分の将来やりたい事が明白になっていきました。
今は音楽系の学校に進学しようと考えています。
　田奈高校の部活動に入っている生徒はみな
やる気に満ち溢れています。きっと同じ熱量の
仲間ができるはずです。仲間が出来れば高校
生活もさらに楽しくなると思います。田奈高校
に入学したら、ぜひ一緒に部活動をやりましょう。

具体的な取組み
　３年間を通して、「総合的な探究の時間」を中心に、キャリア教育を実施しています。１年次では、職場見学体験や職業ガイダ
ンスなどを通して自己理解を深め、２年次では、進路に関する情報収集や進路実現に必要な学力を身に付け、体験学習等の触
れ合いを通じて、自己や社会への理解を深めていきます。そして、３年次では、１・２年次の学習を踏まえ、自分の関心や個性・長
所を生かせるような進路目標を設定し、その実現のための方策を考え、実践します。

身だしなみ指導について
〈服装〉
　高校を卒業し社会に出ていくために、高校生のうちから制服
を正しく着てほしいという思いから、次のように指導をしています。
　登下校時や校内では、制服を適切に着用すること。ブレザー
の中に着用する物として、ワンポイントで無地のカーディガン、セー
ター、ベスト、トレーナーを許可しています。
　ブレザーの中にパーカーを着たり、スカートの下にスウェット
やジャージなどを履くことは禁止しています。

〈頭髪〉
　本校では服装も含めた身だしなみ指導として、令和４年度よ
り年間を通して頭髪指導を実施しています。頭髪は地毛を基本
として、染色、脱色、エクステなど、頭髪に手を加える行為は禁
止しています。

机上整理について
　ゲーム、漫画、雑誌、化粧道具、イヤフォン、食べ物等、授業
に必要のないものを授業中に机上に出すことを禁止しています。

遅刻や欠席連絡について
　日ごろより、時間を守ることや欠席等の連絡を行うことなど、
社会人としてあたりまえの習慣を身に付けられるよう、指導して
います。例えば、朝のHRに間に合わない遅刻や、授業に遅れた
場合は、必ず遅刻届を記入し提出することとしています。

スマートフォン等電子機器について
　授業の円滑な進行のため、スマートフォン等については、学習
活動への積極的な活用を図る一方、教科担当の指示に基づく使
用以外の授業中の使用を禁止しています。
　生徒は、全ての授業（HR、自習時間も含む）が始まる前に電源
を切りカバンの中にしまっています。

進路状況からみる田奈高校
　昨年度の概況は、就職した生徒が約31％、専門学校に
進学した生徒が約26％、大学・短期大学等に進学した生徒
が約12％、進学準備・就職準備等の生徒が約28％でした。
　田奈高校では、スクールキャリアカウンセラー（SCC）が
先生とともに生徒の進路に関する支援を行い、個々の特性
を生かし伸ばしていくことのできる仕事や職場を探す手助
けをします。その結果、多種多様な就職先へ卒業生を毎年
送り出し、社会で活躍する人材へと育っています。

▼卒業生（2022年3月卒業）の進路状況

Q. クリエイティブスクールって何？
A. 中学校では自分の持っている力を十分に発

揮できなかったけれど、高校では頑張りたい
という意欲あるあなたの「再チャレンジを後
押しする」学校です。

Q. 勉強に自信が持てません。
高校の学習についていけますか？

A. 少人数クラス（数学・英語）で授業をしたり、
補習体制などきめ細やかな指導をしている
ので安心してください。

Q. どんな勉強をするの？
A. 田奈高校は、全日制普通科高校です。授業

は中学校の復習から始めて基礎・基本の習
得をめざします。

Q. 進学できますか？
A. ４年制大学へ進学をする先輩たちもいます。

授業だけでなく、放課後等の補習授業で進
学したときに困らない学力を身に付けられる
体制を整えています。

Q. 通信制高校と迷っています。どういう違いがありますか？
A. 通信制高校はレポートの提出やスクーリング・定期試験など、自分で計画的に取り組む力が必要です。

全日制の田奈高校では、毎日登校し、少人数制授業や学校行事・部活動などを通じて仲間と一緒にが
んばり、希望する進路の実現をめざします。また、わからないことや悩み事は気軽に相談してください。
田奈ゼミ・SC・SSW・Drop-In(どろっぴん)などの教員以外に勉強や悩み事を相談することができる仕
組みもあります。

Q. 食堂はありますか？
A. 食堂はありませんが、売店（パン類・お弁当・お菓子類）、自動販売機（飲み物・パン類）とランチルームが

あります。また、毎週木曜日には、図書館で「ぴっかりカフェ」が開かれていて、お昼と放課後に飲み物な
どの提供、イベントを行っています。また令和4年度は週２日、早朝に朝食を提供する「田奈高校で朝食を」
事業を県の委託を受けて公益社団法人緑法人会が行っています。

Q. 中学校の成績があまりよくないので入試が心配です！
A. 学力検査は行いません。また、中学校の調査書の評定（５段階評定）を選考資料としません。観点別評価

を選考資料とします。その他「面接」「特色検査」で学びたいという意欲等を総合的にみて選考します。

Q. 勉強以外のことでも楽しい高校生活を送りたいです！
A. 田奈高校では体育祭や文化祭、遠足、修学旅行等の学校行事のほか、ぴっかりカフェではクリスマス会

や浴衣パーティー等の季節に応じたイベントが行われています。また、他国の文化に触れる多文化交流
会が行われています。更に、ランチルームやとまり木、ぴっかり図書館といった気軽に使えるスペースも
あり、友人や他学年の生徒、教員と一緒に勉強をしたりコミュニケーションをとることができます。

☆その他、詳しいことを知りたい人は、学校説明会等でお問い合わせください。

• 修学旅行（2年生）
• 職業ガイダンス（1年生）｠

• 紅葉祭（文化祭） • 中間テスト｠
• 地域貢献デー

• マラソン大会｠
• 冬季休業｠

• 三者面談

Ａさん（販売）
　私は１年生の頃から就職しようと思っていました。しか
し、特にやりたいと思える職業は決まっていませんでした。
しかしその後、総合の授業で進路活動が活発化していき、
いろいろと私も業種などを調べている中で今の職業に出
会いました。「総合的な探究の時間」で学ぶことは自分の
進路活動にとても役立つのでしっかり受けるようにしました。

Ｂさん（事務）
　趣味がなく、資格もあまり取っていなかったので、就職
活動時の書類にはとても苦労しました。色々な事に挑戦し
て趣味などを見つけておくと良いです。そして、これは常
識ですが、遅刻や欠席をしないということです。遅刻や欠
席が多いと面接などがうまくいっても信用されません。遅
刻や欠席はできるだけしないようにしましょう。

卒業生のコメント

▼田奈高校での一日 （1年生・バスケットボール部Aさんの場合） ※火曜日（5時間目まで）の例

ホーム
ルーム

1時間目
現代の
国語

休憩 2時間目
地理総合 休憩 3時間目

数学Ⅰ 休憩
4時間目
科学と
人間生活

昼休み 5時間目
体育

ホーム
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登校

8:40 8:50 9:40 9:50 10:40 10:50 11:40 11:50 12:40 13:25 14:15 14:25

帰宅

18:0015:25

TPOをわきまえた人材育成と生徒一人ひとりが安心安全な学校生活を送れるように支援します

大学
11％

専門学校
26％

民間企業
31％

進学準備・
就職準備等
28％

短期大学
1％

公共職業能力
開発施設等
3％

• 始業式・着任式｠
• 新入生オリエンテーション｠
• 二者面談

• 遠足　
• 中間テスト

• 職業インタビュー（1年生）｠
• マナー講習会（1年生）｠
• 三者面談 

• 体育祭｠
• 芸術鑑賞会

■■：共通必修　■■：選択必修　■■：自由選択

生徒会長のコメント

　田奈高校は生徒一人ひとりに寄り添ってく
れる学校です。苦手な教科があれば、先生た
ちが熱心に教えてくれるし、放課後には「田奈
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　先生は面白くて優しい人が多く、生徒は元
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と生徒の仲が良く、様々なことに活発的なとこ
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　「田奈高校生でよかった！」

年間スケジュール年間スケジュール （変更する場合もあります） （変更する場合もあります） 学校生活学校生活についてについて 部活動部活動についてについて 田奈高田奈高ってどんなとこ？　ってどんなとこ？　Q&AQ&A

キャリア形成キャリア形成の取り組みの取り組み



▼令和5年度入学生　教育課程
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識ですが、遅刻や欠席をしないということです。遅刻や欠
席が多いと面接などがうまくいっても信用されません。遅
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帰宅

18:0015:25

TPOをわきまえた人材育成と生徒一人ひとりが安心安全な学校生活を送れるように支援します

大学
11％

専門学校
26％

民間企業
31％

進学準備・
就職準備等
28％

短期大学
1％

公共職業能力
開発施設等
3％

• 始業式・着任式｠
• 新入生オリエンテーション｠
• 二者面談

• 遠足　
• 中間テスト

• 職業インタビュー（1年生）｠
• マナー講習会（1年生）｠
• 三者面談 

• 体育祭｠
• 芸術鑑賞会

■■：共通必修　■■：選択必修　■■：自由選択

生徒会長のコメント

　田奈高校は生徒一人ひとりに寄り添ってく
れる学校です。苦手な教科があれば、先生た
ちが熱心に教えてくれるし、放課後には「田奈
ゼミ」といって授業の延長のようなものも開か
れ、先生やボランティアの方がわからないとこ
ろを丁寧に教えてくれます。
　また、「あいさつ運動」や「ペットボトルキャッ
プの回収」といった地域や社会に貢献する活

動にも力を入れています。
　先生は面白くて優しい人が多く、生徒は元
気で社交的な人が多いです。そのため、先生
と生徒の仲が良く、様々なことに活発的なとこ
ろが他にはない田奈高校の魅力だと思います。
　そんな田奈高校に三年間通って、皆さんに
言いたいことはこの一言です。
　「田奈高校生でよかった！」

年間スケジュール年間スケジュール （変更する場合もあります） （変更する場合もあります） 学校生活学校生活についてについて 部活動部活動についてについて 田奈高田奈高ってどんなとこ？　ってどんなとこ？　Q&AQ&A

キャリア形成キャリア形成の取り組みの取り組み



▼令和5年度入学生　教育課程
単位数 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 合計

1年 現代の国語 地理総合 数学Ⅰ 科学と
人間生活 体育 保

健

音楽Ⅰ 英語
コミュニケーション

Ⅰ
家庭総合 情報Ⅰ

総合的な
探究の
時間

HR 26単位美術Ⅰ
書道Ⅰ

2年 言語文化 歴史総合 公共 数学Ⅱ 生物基礎 体育 保
健

音楽Ⅱ 英語
コミュニケーション

Ⅱ
家庭総合

総合的な
探究の
時間

HR 26単位美術Ⅱ
書道Ⅱ

3年 文学国語 日本史探究 政治・
経済 数学Ⅱ 体育

英語
コミュニケーション

Ⅱ
選択必修

総合的な
探究の
時間

HR 25単位

3年選択必修
論理国語（2）、国語表現（2）、古典探究（2）、世界史探究（4）、倫理（2）、数学A（2）、数学B（2）、物理基礎（2）、物理（4）、化学基礎（2）、
化学（4）、生物（4）、地学基礎（2）、スポーツⅡ（2）、音楽Ⅰ（2）、音楽Ⅲ（2）、美術Ⅰ（2）、美術Ⅲ（2）、書道Ⅰ（2）、書道Ⅲ（2）、論理・表現Ⅰ（2）、
服飾手芸（2）、コンテンツの制作と発信（2）

1年自由選択 就業体験活動（1）
2年自由選択 数学A（2）、物理基礎（2）、化学基礎（2）、地学基礎（2）、就業体験活動（1）
3年自由選択 就業体験活動（1）

前期

後期

4月 5月 6月

10月 11月 12月

7月
• 期末テスト
• 夏季休業｠

• 職場見学体験
（1年生）

8月
• 夏季休業｠
• 進路ガイダンス（2年生）｠

• インターンシップ｠
• 防災訓練｠

9月
• 三者面談｠
• 球技大会｠

• 就職試験（３年生）｠
• 前期終業式

1月
• 冬季休業｠
• 卒業テスト（3年生）

2月
• 入学者選抜試験

3月
• 卒業式｠
• 学年末テスト｠
• 球技大会（１・２年生）｠
• 分野別進路説明会（2年生）｠
• 後期終業式・離任式｠
• 学年末休業

軽音部の生徒のコメント

　私は中学校のとき漠然とした目標しかなく将来何をするか迷って
いました。そのまま田奈高校に入学しましたが、やってみたかった軽
音楽部に入部しました。先輩や先生と交流していくうちに苦手だった
コミュニケーションも自然にできるようになりました。そんな中音楽
をやっていくにつれ自分の将来やりたい事が明白になっていきました。
今は音楽系の学校に進学しようと考えています。
　田奈高校の部活動に入っている生徒はみな
やる気に満ち溢れています。きっと同じ熱量の
仲間ができるはずです。仲間が出来れば高校
生活もさらに楽しくなると思います。田奈高校
に入学したら、ぜひ一緒に部活動をやりましょう。

具体的な取組み
　３年間を通して、「総合的な探究の時間」を中心に、キャリア教育を実施しています。１年次では、職場見学体験や職業ガイダ
ンスなどを通して自己理解を深め、２年次では、進路に関する情報収集や進路実現に必要な学力を身に付け、体験学習等の触
れ合いを通じて、自己や社会への理解を深めていきます。そして、３年次では、１・２年次の学習を踏まえ、自分の関心や個性・長
所を生かせるような進路目標を設定し、その実現のための方策を考え、実践します。

身だしなみ指導について
〈服装〉
　高校を卒業し社会に出ていくために、高校生のうちから制服
を正しく着てほしいという思いから、次のように指導をしています。
　登下校時や校内では、制服を適切に着用すること。ブレザー
の中に着用する物として、ワンポイントで無地のカーディガン、セー
ター、ベスト、トレーナーを許可しています。
　ブレザーの中にパーカーを着たり、スカートの下にスウェット
やジャージなどを履くことは禁止しています。

〈頭髪〉
　本校では服装も含めた身だしなみ指導として、令和４年度よ
り年間を通して頭髪指導を実施しています。頭髪は地毛を基本
として、染色、脱色、エクステなど、頭髪に手を加える行為は禁
止しています。

机上整理について
　ゲーム、漫画、雑誌、化粧道具、イヤフォン、食べ物等、授業
に必要のないものを授業中に机上に出すことを禁止しています。

遅刻や欠席連絡について
　日ごろより、時間を守ることや欠席等の連絡を行うことなど、
社会人としてあたりまえの習慣を身に付けられるよう、指導して
います。例えば、朝のHRに間に合わない遅刻や、授業に遅れた
場合は、必ず遅刻届を記入し提出することとしています。

スマートフォン等電子機器について
　授業の円滑な進行のため、スマートフォン等については、学習
活動への積極的な活用を図る一方、教科担当の指示に基づく使
用以外の授業中の使用を禁止しています。
　生徒は、全ての授業（HR、自習時間も含む）が始まる前に電源
を切りカバンの中にしまっています。

進路状況からみる田奈高校
　昨年度の概況は、就職した生徒が約31％、専門学校に
進学した生徒が約26％、大学・短期大学等に進学した生徒
が約12％、進学準備・就職準備等の生徒が約28％でした。
　田奈高校では、スクールキャリアカウンセラー（SCC）が
先生とともに生徒の進路に関する支援を行い、個々の特性
を生かし伸ばしていくことのできる仕事や職場を探す手助
けをします。その結果、多種多様な就職先へ卒業生を毎年
送り出し、社会で活躍する人材へと育っています。

▼卒業生（2022年3月卒業）の進路状況

Q. クリエイティブスクールって何？
A. 中学校では自分の持っている力を十分に発

揮できなかったけれど、高校では頑張りたい
という意欲あるあなたの「再チャレンジを後
押しする」学校です。

Q. 勉強に自信が持てません。
高校の学習についていけますか？

A. 少人数クラス（数学・英語）で授業をしたり、
補習体制などきめ細やかな指導をしている
ので安心してください。

Q. どんな勉強をするの？
A. 田奈高校は、全日制普通科高校です。授業

は中学校の復習から始めて基礎・基本の習
得をめざします。

Q. 進学できますか？
A. ４年制大学へ進学をする先輩たちもいます。

授業だけでなく、放課後等の補習授業で進
学したときに困らない学力を身に付けられる
体制を整えています。

Q. 通信制高校と迷っています。どういう違いがありますか？
A. 通信制高校はレポートの提出やスクーリング・定期試験など、自分で計画的に取り組む力が必要です。

全日制の田奈高校では、毎日登校し、少人数制授業や学校行事・部活動などを通じて仲間と一緒にが
んばり、希望する進路の実現をめざします。また、わからないことや悩み事は気軽に相談してください。
田奈ゼミ・SC・SSW・Drop-In(どろっぴん)などの教員以外に勉強や悩み事を相談することができる仕
組みもあります。

Q. 食堂はありますか？
A. 食堂はありませんが、売店（パン類・お弁当・お菓子類）、自動販売機（飲み物・パン類）とランチルームが

あります。また、毎週木曜日には、図書館で「ぴっかりカフェ」が開かれていて、お昼と放課後に飲み物な
どの提供、イベントを行っています。また令和4年度は週２日、早朝に朝食を提供する「田奈高校で朝食を」
事業を県の委託を受けて公益社団法人緑法人会が行っています。

Q. 中学校の成績があまりよくないので入試が心配です！
A. 学力検査は行いません。また、中学校の調査書の評定（５段階評定）を選考資料としません。観点別評価

を選考資料とします。その他「面接」「特色検査」で学びたいという意欲等を総合的にみて選考します。

Q. 勉強以外のことでも楽しい高校生活を送りたいです！
A. 田奈高校では体育祭や文化祭、遠足、修学旅行等の学校行事のほか、ぴっかりカフェではクリスマス会

や浴衣パーティー等の季節に応じたイベントが行われています。また、他国の文化に触れる多文化交流
会が行われています。更に、ランチルームやとまり木、ぴっかり図書館といった気軽に使えるスペースも
あり、友人や他学年の生徒、教員と一緒に勉強をしたりコミュニケーションをとることができます。

☆その他、詳しいことを知りたい人は、学校説明会等でお問い合わせください。

• 修学旅行（2年生）
• 職業ガイダンス（1年生）｠

• 紅葉祭（文化祭） • 中間テスト｠
• 地域貢献デー

• マラソン大会｠
• 冬季休業｠

• 三者面談

Ａさん（販売）
　私は１年生の頃から就職しようと思っていました。しか
し、特にやりたいと思える職業は決まっていませんでした。
しかしその後、総合の授業で進路活動が活発化していき、
いろいろと私も業種などを調べている中で今の職業に出
会いました。「総合的な探究の時間」で学ぶことは自分の
進路活動にとても役立つのでしっかり受けるようにしました。

Ｂさん（事務）
　趣味がなく、資格もあまり取っていなかったので、就職
活動時の書類にはとても苦労しました。色々な事に挑戦し
て趣味などを見つけておくと良いです。そして、これは常
識ですが、遅刻や欠席をしないということです。遅刻や欠
席が多いと面接などがうまくいっても信用されません。遅
刻や欠席はできるだけしないようにしましょう。

卒業生のコメント

▼田奈高校での一日 （1年生・バスケットボール部Aさんの場合） ※火曜日（5時間目まで）の例

ホーム
ルーム

1時間目
現代の
国語

休憩 2時間目
地理総合 休憩 3時間目

数学Ⅰ 休憩
4時間目
科学と
人間生活

昼休み 5時間目
体育

ホーム
ルーム 田奈ゼミ 部活動

登校

8:40 8:50 9:40 9:50 10:40 10:50 11:40 11:50 12:40 13:25 14:15 14:25

帰宅

18:0015:25

TPOをわきまえた人材育成と生徒一人ひとりが安心安全な学校生活を送れるように支援します

大学
11％

専門学校
26％

民間企業
31％

進学準備・
就職準備等
28％

短期大学
1％

公共職業能力
開発施設等
3％

• 始業式・着任式｠
• 新入生オリエンテーション｠
• 二者面談

• 遠足　
• 中間テスト

• 職業インタビュー（1年生）｠
• マナー講習会（1年生）｠
• 三者面談 

• 体育祭｠
• 芸術鑑賞会

■■：共通必修　■■：選択必修　■■：自由選択

生徒会長のコメント

　田奈高校は生徒一人ひとりに寄り添ってく
れる学校です。苦手な教科があれば、先生た
ちが熱心に教えてくれるし、放課後には「田奈
ゼミ」といって授業の延長のようなものも開か
れ、先生やボランティアの方がわからないとこ
ろを丁寧に教えてくれます。
　また、「あいさつ運動」や「ペットボトルキャッ
プの回収」といった地域や社会に貢献する活

動にも力を入れています。
　先生は面白くて優しい人が多く、生徒は元
気で社交的な人が多いです。そのため、先生
と生徒の仲が良く、様々なことに活発的なとこ
ろが他にはない田奈高校の魅力だと思います。
　そんな田奈高校に三年間通って、皆さんに
言いたいことはこの一言です。
　「田奈高校生でよかった！」

年間スケジュール年間スケジュール （変更する場合もあります） （変更する場合もあります） 学校生活学校生活についてについて 部活動部活動についてについて 田奈高田奈高ってどんなとこ？　ってどんなとこ？　Q&AQ&A

キャリア形成キャリア形成の取り組みの取り組み



▼令和5年度入学生　教育課程
単位数 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 合計

1年 現代の国語 地理総合 数学Ⅰ 科学と
人間生活 体育 保

健

音楽Ⅰ 英語
コミュニケーション

Ⅰ
家庭総合 情報Ⅰ

総合的な
探究の
時間

HR 26単位美術Ⅰ
書道Ⅰ

2年 言語文化 歴史総合 公共 数学Ⅱ 生物基礎 体育 保
健

音楽Ⅱ 英語
コミュニケーション

Ⅱ
家庭総合

総合的な
探究の
時間

HR 26単位美術Ⅱ
書道Ⅱ

3年 文学国語 日本史探究 政治・
経済 数学Ⅱ 体育

英語
コミュニケーション

Ⅱ
選択必修

総合的な
探究の
時間

HR 25単位

3年選択必修
論理国語（2）、国語表現（2）、古典探究（2）、世界史探究（4）、倫理（2）、数学A（2）、数学B（2）、物理基礎（2）、物理（4）、化学基礎（2）、
化学（4）、生物（4）、地学基礎（2）、スポーツⅡ（2）、音楽Ⅰ（2）、音楽Ⅲ（2）、美術Ⅰ（2）、美術Ⅲ（2）、書道Ⅰ（2）、書道Ⅲ（2）、論理・表現Ⅰ（2）、
服飾手芸（2）、コンテンツの制作と発信（2）

1年自由選択 就業体験活動（1）
2年自由選択 数学A（2）、物理基礎（2）、化学基礎（2）、地学基礎（2）、就業体験活動（1）
3年自由選択 就業体験活動（1）

前期

後期

4月 5月 6月

10月 11月 12月

7月
• 期末テスト
• 夏季休業｠

• 職場見学体験
（1年生）

8月
• 夏季休業｠
• 進路ガイダンス（2年生）｠

• インターンシップ｠
• 防災訓練｠

9月
• 三者面談｠
• 球技大会｠

• 就職試験（３年生）｠
• 前期終業式

1月
• 冬季休業｠
• 卒業テスト（3年生）

2月
• 入学者選抜試験

3月
• 卒業式｠
• 学年末テスト｠
• 球技大会（１・２年生）｠
• 分野別進路説明会（2年生）｠
• 後期終業式・離任式｠
• 学年末休業

軽音部の生徒のコメント

　私は中学校のとき漠然とした目標しかなく将来何をするか迷って
いました。そのまま田奈高校に入学しましたが、やってみたかった軽
音楽部に入部しました。先輩や先生と交流していくうちに苦手だった
コミュニケーションも自然にできるようになりました。そんな中音楽
をやっていくにつれ自分の将来やりたい事が明白になっていきました。
今は音楽系の学校に進学しようと考えています。
　田奈高校の部活動に入っている生徒はみな
やる気に満ち溢れています。きっと同じ熱量の
仲間ができるはずです。仲間が出来れば高校
生活もさらに楽しくなると思います。田奈高校
に入学したら、ぜひ一緒に部活動をやりましょう。

具体的な取組み
　３年間を通して、「総合的な探究の時間」を中心に、キャリア教育を実施しています。１年次では、職場見学体験や職業ガイダ
ンスなどを通して自己理解を深め、２年次では、進路に関する情報収集や進路実現に必要な学力を身に付け、体験学習等の触
れ合いを通じて、自己や社会への理解を深めていきます。そして、３年次では、１・２年次の学習を踏まえ、自分の関心や個性・長
所を生かせるような進路目標を設定し、その実現のための方策を考え、実践します。

身だしなみ指導について
〈服装〉
　高校を卒業し社会に出ていくために、高校生のうちから制服
を正しく着てほしいという思いから、次のように指導をしています。
　登下校時や校内では、制服を適切に着用すること。ブレザー
の中に着用する物として、ワンポイントで無地のカーディガン、セー
ター、ベスト、トレーナーを許可しています。
　ブレザーの中にパーカーを着たり、スカートの下にスウェット
やジャージなどを履くことは禁止しています。

〈頭髪〉
　本校では服装も含めた身だしなみ指導として、令和４年度よ
り年間を通して頭髪指導を実施しています。頭髪は地毛を基本
として、染色、脱色、エクステなど、頭髪に手を加える行為は禁
止しています。

机上整理について
　ゲーム、漫画、雑誌、化粧道具、イヤフォン、食べ物等、授業
に必要のないものを授業中に机上に出すことを禁止しています。

遅刻や欠席連絡について
　日ごろより、時間を守ることや欠席等の連絡を行うことなど、
社会人としてあたりまえの習慣を身に付けられるよう、指導して
います。例えば、朝のHRに間に合わない遅刻や、授業に遅れた
場合は、必ず遅刻届を記入し提出することとしています。

スマートフォン等電子機器について
　授業の円滑な進行のため、スマートフォン等については、学習
活動への積極的な活用を図る一方、教科担当の指示に基づく使
用以外の授業中の使用を禁止しています。
　生徒は、全ての授業（HR、自習時間も含む）が始まる前に電源
を切りカバンの中にしまっています。

進路状況からみる田奈高校
　昨年度の概況は、就職した生徒が約31％、専門学校に
進学した生徒が約26％、大学・短期大学等に進学した生徒
が約12％、進学準備・就職準備等の生徒が約28％でした。
　田奈高校では、スクールキャリアカウンセラー（SCC）が
先生とともに生徒の進路に関する支援を行い、個々の特性
を生かし伸ばしていくことのできる仕事や職場を探す手助
けをします。その結果、多種多様な就職先へ卒業生を毎年
送り出し、社会で活躍する人材へと育っています。

▼卒業生（2022年3月卒業）の進路状況

Q. クリエイティブスクールって何？
A. 中学校では自分の持っている力を十分に発

揮できなかったけれど、高校では頑張りたい
という意欲あるあなたの「再チャレンジを後
押しする」学校です。

Q. 勉強に自信が持てません。
高校の学習についていけますか？

A. 少人数クラス（数学・英語）で授業をしたり、
補習体制などきめ細やかな指導をしている
ので安心してください。

Q. どんな勉強をするの？
A. 田奈高校は、全日制普通科高校です。授業

は中学校の復習から始めて基礎・基本の習
得をめざします。

Q. 進学できますか？
A. ４年制大学へ進学をする先輩たちもいます。

授業だけでなく、放課後等の補習授業で進
学したときに困らない学力を身に付けられる
体制を整えています。

Q. 通信制高校と迷っています。どういう違いがありますか？
A. 通信制高校はレポートの提出やスクーリング・定期試験など、自分で計画的に取り組む力が必要です。

全日制の田奈高校では、毎日登校し、少人数制授業や学校行事・部活動などを通じて仲間と一緒にが
んばり、希望する進路の実現をめざします。また、わからないことや悩み事は気軽に相談してください。
田奈ゼミ・SC・SSW・Drop-In(どろっぴん)などの教員以外に勉強や悩み事を相談することができる仕
組みもあります。

Q. 食堂はありますか？
A. 食堂はありませんが、売店（パン類・お弁当・お菓子類）、自動販売機（飲み物・パン類）とランチルームが

あります。また、毎週木曜日には、図書館で「ぴっかりカフェ」が開かれていて、お昼と放課後に飲み物な
どの提供、イベントを行っています。また令和4年度は週２日、早朝に朝食を提供する「田奈高校で朝食を」
事業を県の委託を受けて公益社団法人緑法人会が行っています。

Q. 中学校の成績があまりよくないので入試が心配です！
A. 学力検査は行いません。また、中学校の調査書の評定（５段階評定）を選考資料としません。観点別評価

を選考資料とします。その他「面接」「特色検査」で学びたいという意欲等を総合的にみて選考します。

Q. 勉強以外のことでも楽しい高校生活を送りたいです！
A. 田奈高校では体育祭や文化祭、遠足、修学旅行等の学校行事のほか、ぴっかりカフェではクリスマス会

や浴衣パーティー等の季節に応じたイベントが行われています。また、他国の文化に触れる多文化交流
会が行われています。更に、ランチルームやとまり木、ぴっかり図書館といった気軽に使えるスペースも
あり、友人や他学年の生徒、教員と一緒に勉強をしたりコミュニケーションをとることができます。

☆その他、詳しいことを知りたい人は、学校説明会等でお問い合わせください。

• 修学旅行（2年生）
• 職業ガイダンス（1年生）｠

• 紅葉祭（文化祭） • 中間テスト｠
• 地域貢献デー

• マラソン大会｠
• 冬季休業｠

• 三者面談

Ａさん（販売）
　私は１年生の頃から就職しようと思っていました。しか
し、特にやりたいと思える職業は決まっていませんでした。
しかしその後、総合の授業で進路活動が活発化していき、
いろいろと私も業種などを調べている中で今の職業に出
会いました。「総合的な探究の時間」で学ぶことは自分の
進路活動にとても役立つのでしっかり受けるようにしました。

Ｂさん（事務）
　趣味がなく、資格もあまり取っていなかったので、就職
活動時の書類にはとても苦労しました。色々な事に挑戦し
て趣味などを見つけておくと良いです。そして、これは常
識ですが、遅刻や欠席をしないということです。遅刻や欠
席が多いと面接などがうまくいっても信用されません。遅
刻や欠席はできるだけしないようにしましょう。

卒業生のコメント

▼田奈高校での一日 （1年生・バスケットボール部Aさんの場合） ※火曜日（5時間目まで）の例

ホーム
ルーム

1時間目
現代の
国語

休憩 2時間目
地理総合 休憩 3時間目

数学Ⅰ 休憩
4時間目
科学と
人間生活

昼休み 5時間目
体育

ホーム
ルーム 田奈ゼミ 部活動

登校

8:40 8:50 9:40 9:50 10:40 10:50 11:40 11:50 12:40 13:25 14:15 14:25

帰宅

18:0015:25

TPOをわきまえた人材育成と生徒一人ひとりが安心安全な学校生活を送れるように支援します

大学
11％

専門学校
26％

民間企業
31％

進学準備・
就職準備等
28％

短期大学
1％

公共職業能力
開発施設等
3％

• 始業式・着任式｠
• 新入生オリエンテーション｠
• 二者面談

• 遠足　
• 中間テスト

• 職業インタビュー（1年生）｠
• マナー講習会（1年生）｠
• 三者面談 

• 体育祭｠
• 芸術鑑賞会

■■：共通必修　■■：選択必修　■■：自由選択

生徒会長のコメント

　田奈高校は生徒一人ひとりに寄り添ってく
れる学校です。苦手な教科があれば、先生た
ちが熱心に教えてくれるし、放課後には「田奈
ゼミ」といって授業の延長のようなものも開か
れ、先生やボランティアの方がわからないとこ
ろを丁寧に教えてくれます。
　また、「あいさつ運動」や「ペットボトルキャッ
プの回収」といった地域や社会に貢献する活

動にも力を入れています。
　先生は面白くて優しい人が多く、生徒は元
気で社交的な人が多いです。そのため、先生
と生徒の仲が良く、様々なことに活発的なとこ
ろが他にはない田奈高校の魅力だと思います。
　そんな田奈高校に三年間通って、皆さんに
言いたいことはこの一言です。
　「田奈高校生でよかった！」

年間スケジュール年間スケジュール （変更する場合もあります） （変更する場合もあります） 学校生活学校生活についてについて 部活動部活動についてについて 田奈高田奈高ってどんなとこ？　ってどんなとこ？　Q&AQ&A

キャリア形成キャリア形成の取り組みの取り組み



少人数クラス展開少人数クラス展開
きめ細かな指導と目配りを可能にするため、１クラスを少
人数で編成しています。複数担任制で生徒を見守ってい
ます。また、１、２年生の英語と数学は、さらに1クラスを
半分に分けた人数で授業を展開しています。

ぴっかり図書館ぴっかり図書館
話題の本や漫画等がタイムリーに並べられています。必
要な情報を得ることができます。生徒たちの居場所や交
流の場となっています。毎週木曜日はぴっかりカフェを開
催しています。

田奈ゼミ田奈ゼミ
数学、英語、国語を勉強したい生徒のための放課後補習
です。大学生や近所にお住まいのボランティアがマンツー
マンに近い形で基礎から教えてくれます。

ランチルームランチルーム
購買や自動販売機が隣接しており、お昼ご飯を食べると
きに利用する生徒が多いです。他学年、他クラスの生徒
と交流することができます。定期テスト前は友人と一緒に
勉強するために利用することもできます。

とまり木とまり木
職員室の前に設置された
スペースです。教員に勉
強を教えてもらったり、相
談にのってもらったりする
ことができます。

中学校までに持てる力を必ずしも十分に発揮しきれなかったけれど、
「やりなおしたい」「学びなおしたい」という意欲のある生徒を
クリエイティブスクール・田奈高等学校は求めています。

クリエイティブスクール田奈高校クリエイティブスクール田奈高校がが
取り組んでいること取り組んでいること

学習学習のの支援体制支援体制

設備紹介設備紹介

T A N A  H I G H  S C H O O L

SCSC
（スクールカウンセラー）（スクールカウンセラー）

臨床心理士が友人関係や家庭などの
悩みや不安について、心理的な視点
で相談にのります。

SCCSCC
（スクールキャリアカウンセラー）（スクールキャリアカウンセラー）

キャリアコンサルタントの国家資格を
もつカウンセラーが進路支援をします。
卒業した後も支援をします。

Drop-InDrop-In
どろっぴんどろっぴん
NPO法人パノラマが運営する相談室です。Drop－In（どろっぴん）
には「ひょっこり尋ねる」「ちょっと立ち寄る」という意味が込められ
ており、気軽に立ち寄ることができます。

SSWSSW
（スクールソーシャルワーカー）（スクールソーシャルワーカー）

社会福祉士が生徒が置かれている環
境などの悩みや不安について、福祉
的な視点で相談にのります。

田奈 PASS田奈 PASS
よこはま若者サポートステーションの
相談員が、生徒の進路をはじめとする
様々な悩みや相談にのります。

ぴっかりカフェぴっかりカフェ
NPO法人パノラマが運営するカフェです。くつろいだカフェのよ
うな雰囲気で生徒が気軽に利用できる居場所です。ボランティア
のスタッフとの何気ない会話や悩みの相談ができます。

相談機関

日常生活日常生活やや進路進路のの
支援体制支援体制

クリエイティブスクール
神奈川県立田奈高等学校
〒227-0034　横浜市青葉区桂台2-39-2
Tel.045-962-3135 　Fax.045-962-9039

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tana-h/index.html
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青葉台駅

桜台公園

田奈駅

青葉台駅

こどもの国

東急田園都市線「青葉台駅」下車
東急バス「日体大」行き、または「奈良北団地」行き「田奈高校」下車

徒歩３分（青葉台駅からの所要時間12分）

田奈高校のYouTubeチャンネル、「たなちゃんねる」はこちら

田奈高校の「学校ホームページ」はこちら

令和4年度
クリエイティブスクール

神奈川県立田奈高等学校
学校案内
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