
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 
 

 

令和３年度 伊那西高等学校 

 

もうちょっと知りたい 

西高スクールライフ 
 



                  

心身がリフレッシュしたところで１０分間

の「朝読書」です。易しい携帯小説を読ん

でいる人や難しい文学作品に挑戦している

人など、様々です。 

 

  昼休み  １２:１５～ １２:５０ 

１．西高生の生活 
 

  

                                                

    

 

 

 

 

 

                   

 ※ 月曜日の SHR の後には、全校朝礼           

      が行われます。校長先生のお話です。        
 

 「朝の法話」：毎週金曜日の瞑想の時間に、全校放送による「法話」を聞きます。 

                仏教の教えに基づいたお話です。 
 
 
 
 
 

【授業（午前）】 
 

                 

 
 

          

 

お弁当の時間です。購買では、パンやおに 

     ぎり、アイスクリームも売られています。 

ジュース等の自動販売機も３台あります。 
 

★伊那西ならではのカリキュラム・・・ 
 
◆ 共 通 

 
◆ 普通コース                  ◆ 進学コース 

１時限  ９:２５～ １０:１５ 

 

２時限 １０:２５～ １１:１５ 
 

３時限  １１:２５～ １２:１５ 

SHR  ９：００ ～  ９：２０ 
 

  瞑  想  ９：００～９：０３ 

  朝読書  ９：０３～９：１３ 

  SHR    ９：１３～９：２０ 

西高生の一日は、毎朝３分間の“瞑想(めい

そう)”から始まります。姿勢を正して静か

に目を閉じていると、心も体もスッキリ！ 

「仏 教」：仏教の教えを題材に、自分自身を振り返り、豊かな心を育てます。 

「進路別授業」：希望進路に応じた授業を選択します。“自分さがし”の授業です。 

「大学講座」：姉妹校の飯田女子短期大学や大谷大学、愛知文教大学の授業が受けられ、
大学生の気分が味わえます！ 

「Classi(クラッシー)」：ＩＣＴを活用した学習サポート「Classi（クラッシー）」を導入し 
スマホやタブレットを使って、個性に合わせた学習ができます！ 

 
 

 

本校の授業は、５０分です。午前３時間、 

午後３時間の計６時間です。 

「習熟度別授業」：数学・英語の授業では、一人ひ
とりの学力に応じた習熟度別の
授業を行っています。 

「茶 道・華 道」：日本の伝統文化を学び、礼儀作
法を身につけて、女子力up！ 

 

「少人数クラス編成」 

 進路を見すえて、自分に合った
カリキュラムを選びます。丁寧
な授業で一人ひとり分かるまで
指導してくれます。 

 



 

  清 掃   １５:４５～ １６:００ 

授業が終わったら、一日に感謝 

して全員で清掃をします。 

      【授業（午後）】 

 

 

 

 

                    

 

        【放課後】 

       

                  

 

 

 

★西高生の生活モットーは・・・ 

 

 

◆ 特別指導              ◆ 生徒会 

 
◆  クラブ活動 

 

４時限 １２:５０～ １３:４０ 
 

５時限 １３:５０～ １４:４０ 
 

６時限  １４:５０～ １５:４０ 

 

 

一日が終わると（放課後）、クラブ活動・委員会活動など、一人ひとりがそれ

ぞれの活動へと移ります。７時限目（16:10～17:00）の授業を受ける人も

います。                 （進学コース「国公立系」） 

  

 

  

 

    

「和顔愛語（わげんあいご）」 （『大無量寿経』より） 

〝なごやかな顔、美しいことば″・・・ 

笑顔で愛情のこもった言葉遣いをしましょう。 

 
「笑顔を絶やさず、常に丁寧な言葉遣いをすることで、見えてくるものが 

いっぱいありますよ。」ということです。西高の生徒は「和顔愛語」のもと 

いつも穏やかで明るい毎日を過ごしています。 

進路希望や学力に応じて、朝（０時限目）
や放課後、土曜日の午前中に「特別指導」
や「補習授業」が行われます。 

 

生徒会本部をはじめ、風紀・美化・図
書・保健・緑化・文化・体育の７つの
委員会が積極的に活動しています。 

「運動系クラブ」：スポーツに汗を流し、勝利をめざす熱血女子の集まりです。どの 
クラブもチームワーク抜群！  

「文化系クラブ」：音楽・美術などの芸術系、文芸や書道、演劇などの創作系、インタ

ーアクトなどの福祉系と、その活動は多岐にわたっています。それ
ぞれの輝きです！ 

 
※ 活動内容および実績（令和元年度）については、「2.西高生の一日Ⅱ」ページを見て下さい

！ 



２．西高生の生活Ⅱ 

【クラブ活動】仲間とともに夢中になれる“もう一つの学びの場”それがクラブ活動です。 

〈昨年度(令和元年度)の主な活動実績〉 

 

運動系クラブ 

 新体操：全国高校総合体育大会 団体３位、全日本選手権大会種目別フープクラブ３位 

           全国高校選抜大会 団体・個人 出場（大会中止） 

 弓 道：総体県大会出場、新人戦県大会出場 

 卓 球：総体県大会出場、新人戦県大会出場、中部日本大会出場 

 陸上競技：総体北信越大会 800m 出場、新人戦県大会 3000m２位 

長野県高校駅伝大会３位、北信越高校駅伝大会出場  

 ソフトボール：総体県大会出場、新人戦県大会３位 

 バスケットボール：総体南信大会出場、新人戦南信大会出場 

 ソフトテニス：総体南信大会出場、新人戦南信大会出場 

 バレーボール：総体県大会出場、新人戦南信大会出場 

 水 泳：総体北信越大会 100m 背泳ぎ出場 

 スケート：全国高校総合体育大会 500m6 位 他１種目出場 

       全国高校選抜大会 500ｍ３位 他２種目出場 

 

文化系クラブ 

 演 劇：第５５回関東高校演劇研究大会 優秀賞、関東高校演劇サマーフェスティバル出場 

 合 唱：全国総合文化祭参加、NHK 合唱コンクール県大会 銅賞、地元の慰問演奏・イベント出演 

 吹奏楽：吹奏楽コンクール中南信地区大会 A 編成 銀賞、地元のイベント出演多数 

 文 芸：長野県高校文芸コンクール短歌部門 最優秀賞・佳作、新春連句会参加 

      東洋大学「現代学生百人一首」入選２名 

 写 真：全国総合文化祭参加、長野県高校写真展 最優秀賞他長野県フォトコンテスト 最優秀賞 

 美 術：長野県美術展 第一法規賞他、伊那美術展 ジュニア大賞・ジュニア奨励賞他 

 家庭科：芸術フェスティバル等へ個人作品の出品、調理実習、各種検定取得など 

 マルチメディア：日本情報処理検定などの資格取得、まんが甲子園予選参加 

 インターアクト：保育園や福祉施設等への訪問交流、留学生交流、地域ボランティアへの参加 

 茶華道：裏千家お点前や池坊生け花の稽古、西高祭などイベントでの発表や校外の茶会等に参加 

 書 道：長野県書道展 特選１名／金賞２名／銀賞３名／銅賞 10 名、書道パフォーマンス披露 

 お 箏：長野県高校邦楽フェスティバル 優良賞、上伊那高校音楽祭参加 

 社 会：東京オリンピックについての調査研究など 

 英語研究：長野県高校生英語スピーチ・レシテションコンテスト 

最優秀賞・長野県知事賞、３位・信濃毎日新聞社賞 

 数学研究：数学力向上を目指した学習活動 

 折り紙工芸：昭和伊南総合病院、伊那市民芸術文化祭へ作品出展 

 ビジネスキャリア：全商簿記検定などの資格取得 



３．卒業生の進路 

主な合格先・就職先（卒業生総数４７９名） 
 

■四年制大学 

長野県看護大学／長野県立大学／長野大学 

都留文科大学／愛知学泉大学／大谷大学 

神田外語大学／岐阜女子大学／岐阜聖徳学園大学 

京都光華女子大学／京都産業大学／京都女子大学 

杏林大学／岐阜保健大学／国士舘大学／駒澤大学／ 

実践女子大学／昭和音楽大学／多摩美術大学 

中京大学／東京家政大学／日本女子体育大学 

日本福祉大学／日本大学／福井工業大学／北陸大学 

松本大学／武庫川女子大学／武蔵野大学／横浜美術大学 

立教大学 他 
 

■短期大学 

大月市立短期大学／愛知文京女子短期大学 

飯田女子短期大学／大垣女子短期大学 

国際短期大学／信州豊南短期大学 

実践女子大学短期大学部／修文大学短期大学部 

中部学院大学短期大学部／松本大学松商短期大学 他 
 

■看護医療系 

長野県看護大学／岐阜医療科学大学／佐久大学 

群馬医療福祉大学／群馬パース大学／四條畷大学 

健康科学大学／長野保健医療大学／新潟医療福祉大学 

日本赤十字豊田看護大学／飯田女子短大看護学科 

岐阜保健短期大学／愛知総合看護福祉専門学校 

北里大学保健衛生専門学校／諏訪赤十字看護専門学校 

信州木曽看護専門学校／諏訪中央病院看護専門学校 

サンビレッジ国際医療福祉専門学校／東海医療科学専門学校 

長野県公衆衛生専門学校／松本看護専門学校／横浜中央病院付属看護専門学校 他 
 

■専門学校 

長野県福祉大学校／あいち造形デザイン専門学校／愛知美容専門学校 

エプソン情報科学専門学校神田外語学院／松本理容美容専門学校 

松本調理師製菓師専門学校／未来ビジネスカレッジ 他 
 

■就職 

IAM 電子(株)／伊那食品工業(株)／伊那燃料(株) 

KOA(株)／(株)KT フーズ／(株)コガネイ／ 

三洋グラビア(株)／社会福祉法人プラムの里／千代田(株) 

伸和コントロールズ(株)／中央アルプス観光(株) 

塚田理研工業(株)／(株)テーケー／(株)ティービーエム 

トーハツマリーン(株)／ナパック(株)／長野Ａコープ 

長野オリンパス(株)／(株)南信化成／日本電産サンキョー(株) 

日進乳業(株)／日本発条(株)／日本濾過器(株)／米玉堂食品(株)／宮下建設(株) 他                                                                                                                    

最近3年間の進路状況 



４．入学試験に関して 

令和４年度入学試験 

 入学試験 項  目 期  日 および 内  容 

 

第 

 

Ⅰ 

 

期 

 

 

 

推薦入試 

（第１回） 

 

願書受付期間 令和４年 ２月 １日（火）～ ２月 ３日（木） 

試験期日 令和４年 ２月 ７日（月） 

試験内容 書類・面接試問 

合格発表 令和４年 ２月１５日（火） 

 

一般入試 

（第１回） 

 

願書受付期間 令和４年 ２月 １日（月）～ ２月 ３日（水） 

試験期日 

試験内容 

合格発表 

令和４年 ２月 ８日（火） 

書類・国語・社会・数学・理科・英語 

令和４年 ２月１５日（火） 

 

第 

 

Ⅱ 

 

期 

 

 

 

推薦入試 

（第２回） 

 

願書受付期間 令和４年 ２月２２日（火）～ ３月 ４日（金） 

試験期日 令和４年 ３月 ９日（水） 

試験内容 書類・面接試問 

合格発表 令和４年 ３月１１日（金） 

 

一般入試 

（第２回） 

 

願書受付期間 令和４年 ２月２２日（火）～ ３月 ４日（金） 

試験期日 令和４年 ３月 ９日（水） 

試験内容 書類・国語・数学・英語・面接試問 

合格発表 令和４年 ３月１１日（金） 

 

生徒募集要項 

 【募集定員】１７５名（第Ⅰ期 第Ⅱ期の合計） 

   普通コース・・・１３５名 

   進学コース・・・ ４０名 

 【推薦入試】（第１回 第２回共通） 

 募集コース  普通コース、進学コース 

 選抜方法  書類審査および面接試問 

 志願基準 

 ＜普通コース＞ ○本校の教育方針に共鳴し、勉学またはクラブ活動に専心する意欲があり、          

出身中学校長が推薦する本校専願の者。 

         ○本校の生活に十分適応できると認められる者。 

 ＜進学コース＞ ○本校の教育方針に共鳴し、大学進学の強い意志があり、学習意欲旺盛で          

出身中学校長が推薦する本校専願の者。 

         ○一定以上の学力を有し、本校の生活に十分適応できると認められる者。       

 【一般入試】（第１回）専願／併願 

 募集コース  進学コースのみ 

 選抜方法  書類審査、学力試験（国語、社会、数学、理科、英語） 

 志願基準  ○本校の教育方針に共鳴し、大学進学の強い意志があり、学習意欲旺盛な者。 

       ○本校の生活に十分適応できると認められる者。 



【一般入試】（第２回）専願 

 募集コース  普通コースのみ 

 選抜方法  書類審査、学力試験（国語、数学、英語）、面接試問 

 志願基準  ○本校の教育方針に共鳴し、勉学またはクラブ活動に専心する意欲が 

         あり、本校専願の者。 

        ○本校の生活に十分適応できると認められる者。 

 【応募手続き】 

１．提出書類 

 ア、入学願書（本校所定の用紙を使用する） 

 イ、願書添付書類 

   在学（出身）中学校が長野県の者は、調査書及び成績一覧表（県立高校と同じ）。 

   在学（出身）中学校が長野県以外の者は、当該都道府県立高校の手続き書類。 

 ウ、推薦書（推薦入試応募者）本校ホームページよりダウンロード可。 

２．入学検定料 １０,０００円（現金あるいは郵便為替） 

 【経費について】2021年実績 

〈授業料等〉 

 １．入学時納入金    ２４０,０００ 円 

    （内訳：入学金  １２０,０００ 円  設備資金 １２０,０００ 円） 

 ２．授業料（月額）    ３２,０００ 円 

 〈高等学校等就学支援金および授業料等軽減〉 

 １．課税状況に応じて、高等学校等就学支援金が月額９,９００円あるいは３２,０００円支給

される。 

 ２．長野県の授業料等軽減制度の適用を受けると入学金が軽減される。 

 ３．非課税の世帯に対しては授業料以外の教育の負担軽減として奨学給付金制度がある。 

  ※詳細は『令和４年度 生徒募集要項』をご確認ください。 

 

学校公開 2021 

実施日 令和３年１１月１３日（土） 

内容 校内授業見学・個別相談 

 

進学相談説明会 2021（場所：本校） 

 実 施 日 内  容 

第 １ 回 令和３年１２月 ４日（土）    学校説明・校内見学・個別相談    

第 ２ 回 令和３年１２月２１日（火）    学校説明・授業見学・個別相談 

第 ３ 回 令和４年 １月１５日（土）    学校説明・校内見学・個別相談 

 ※ 詳細については事前に中学校に連絡をしますのでご確認ください。 

 ※ 希望者には実施日以外にも随時対応します（中学校を通じて申し込んで下さい）。 


