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カリキュラム

普通科の類型選択普通科の類型選択

２年 ３年

Ｓ文コース Ｓ文コース（私立文系大学進学）

２年 ３年

Ｇ文コース Ｇ文コース（国公立文系大学進学）

1年 ２年 ３年

共通履修 Ｇ理コース Ｇ理コース（国公私立理系大学進学）

国際教養科の類型選択国際教養科の類型選択
●コミュニケーション能力を育成し、グローバルな視野・国際感覚を養います。

・異文化理解 ・日本文化の知識と理解 ・他文化を尊重する心

・郷土を愛する心 ・第２外国語 ・English Camp ・English Day

２年 ３年

Ｓコース Ｓコース（私立大学進学）

＊選択（フランス語・中国語）

1年 ２年 ３年

共通履修 Ｇコース Ｇコース（国公立大学進学）

特色ある教育活動

外国人講師外国人講師
●ＡＬＴ

Hello. My name is Jimmy Campbell! I am the ALT
here at Mito High School. I believe when the students
are enjoying themselves, they are more likely to learn. I
always try to have a fun and proactive environment in my
classes. I want English to be fun and enjoyable to learn.

I'm sure you will have a wonderful time at Mito High
School. I am looking forward to meeting some of you
one day.
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●特別非常勤講師による授業

異文化理解担当 フランス語担当 中国語担当

小学校への出前授業（国際教養科）小学校への出前授業（国際教養科）
●近隣の小学校に本校の生徒が出向き、小学生に楽しく英語の授業を行います。

＜生徒の感想＞

出前授業では小学生と英語でゲームをしたり、歌

を歌ったりしました。言葉がなかなか伝わらないと

きはジェスチャーをたくさん使いました。大変でし

たが、本当に貴重な経験になったと思います。

オーストラリア英語研修（普通科・国際教養科）オーストラリア英語研修（普通科・国際教養科）
●１・２年生の希望者を対象に、一年おきに夏休みを利用して実施しています。（令和３

年度については、新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止となっています。）約２週

間の日程で、オーストラリアのヴィクトリア州で、ホームステイをしながら現地の学校に

通い、授業を受けたり、フィールドワークに出かけたりします。

週末は、ホストファミリーと楽しいひとときを過ごします。

また、逆に、オーストラリアの生徒を短期間受け入れて、交流することも計画されてい

ます。
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オンライン教材（普通科・国際教養科）オンライン教材（普通科・国際教養科）
●昨年度の休校時には、各教科で工夫をしたオリジナルのオンライン教材を利用し、学習

に取り組みました。夕方のテレビのニュース番組でも紹介されました。

オンラインでの国際交流（普通科・国際教養科）オンラインでの国際交流（普通科・国際教養科）
●オーストラリア英語研修で姉妹校である、ビクトリア州のウィンダムセントラルセカン

ダリーカレッジとの交流が、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って滞っているのを解消

するために、オンラインでの交流を始めました。自国の文化をクイズ形式で紹介しあうな

ど、楽しみながら交流を深めています。また、普通科の生徒は、タイの高等学校とオンラ

イン交流に挑戦しました。お互いに母国語ではない言語での交流は大変でしたが、外国の

人とコミュニケーションをとることができた喜びは大きなものがありました。

English CampEnglish Camp（国際教養科）（国際教養科）
●２年生で行う英語の集中研修です。一日を全て英語のみで生活します。

＜生徒の感想＞

はじめは英語だけで生活するのはとても大変でし

たが、留学生やＡＬＴの先生方の言うことが徐々に

わかるようになると、とても楽しくなり、もっとも

っと英語で自分の思いを伝えられるようになりたい

と強く感じました。
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異文化理解（普通科・国際教養科）異文化理解（普通科・国際教養科）
●異文化体験発表会

本校の留学生が、日本に来て驚いたこと、

母国と日本の違いなどを、日本語でスピーチ

します。

また、本校の生徒が自分の留学体験につい

て、写真等を使って紹介します。

左の写真は、ロシアに留学をしていた生徒

のプレゼンテーションの一部です。

「発達と保育」の授業における保育園児との交流会「発達と保育」の授業における保育園児との交流会

（（普通科普通科））
●近隣の保育園から園児を招き、歌を歌った

り、読み聞かせをしたりして保育体験をしま

す。楽しそうに笑う園児の顔を見ていると「み

んなで協力し、頑張ってきてよかったな」と

心から思うことができる貴重な体験です。

留学

過去５年間の留学状況（長期・短期）過去５年間の留学状況（長期・短期）
＊令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、すべての留学予定が中止

となりました。令和３年度についても、再開のめどが立っていません。

本校の生徒が留学した国

アメリカ （６） ドイツ （２） フランス （１） ロシア （１）

中国 （１） マレーシア （２） タイ （２） 韓国 （１）

＊フィリピン（１）＊フィンランド（１）＊アルゼンチン（１）

（ ）は人数合計 ＊は派遣決定後中止となった留学先
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海外からの留学受け入れ

アメリカ （５） スイス （１） オーストリア（１） スロベニア （１）

コスタリカ （１） ウルグアイ （１） インド （１） 韓国 （１）

＊ドイツ （１）＊エストニア （１）

（ ）は人数合計 ＊は派遣決定後中止となった留学の派遣国

年間行事
●１年間の主な行事（令和３年度当初）を示します。様々な行事があり、楽し

くメリハリのある学校生活を送ることができます。

・入学式 ・中間考査

４月 ・始業式 10月 ・２年修学旅行

・体力テスト （神戸・大阪・京都）

・１年遠足

・中間考査 ・小学校出前授業

５月 ・イングリッシュキャンプ 11月 （国際教養科１年）

（国際教養科２年） ・期末考査

・体育大会 ・保護者会

６月 ・期末考査 12月 ・終業式

・保護者会 ・始業式

７月 ・終業式 １月 ・３年学年末考査

・オーストラリア英語研修

・オーストラリア英語研修 ・１・２年学年末考査

８月 （隔年実施・希望者） ２月 ・同窓会入会式

・１年ラーニングフェスタ ・表彰式

・始業式 ・卒業式

９月 ・御津高文化祭 ３月 ・終業式

・中学生体験入学
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楽しい思い出

入学式

体育大会

文化祭で吹奏楽部の演奏披露

中学生体験入学でダンスを披露
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文化祭ではＰＴＡによるキッチンカ―

での食品販売がありました

２年生は修学旅行で広島・姫路・大阪へ、

１年生は遠足でリトルワールドへ

卒業式
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卒業後の主な進路先
●令和３年４月卒業生の進路

過去の主な合格校（過去５年間）
国公立大学：

愛知教育大学、愛知県立大学、静岡大学、静岡文化芸術大学、信州大学、富山大学、福井

大学、北見工業大学、室蘭工業大学、山形大学、鳥取大学、島根大学、新潟県立大学、高

崎経済大学、都留文科大学、下関市立大学、宮崎大学 など

私立大学：

41%

5%

33%

18%

0%

3%

普通科（88名卒業）

四年制大学

短期大学

専門学校

就職・公務員

留学・留学準備

各種学校、進学準備、その他

71%

7%

16%

0% 0%
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国際教養科（31名卒業）

四年制大学

短期大学

専門学校

就職・公務員

留学・留学準備

各種学校、進学準備、その他
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南山大学、名城大学、中京大学、愛知大学、愛知淑徳大学、愛知学院大学、愛知工業大学、

名古屋学芸大学、名古屋外国語大学、藤田医科大学、名古屋学院大学、椙山女学園大学、

名古屋女子大学、中部大学、大同大学、東海学園大学、至学館大学、日本福祉大学、豊橋

創造大学、愛知学泉大学、名古屋芸術大学、早稲田大学、立教大学、法政大学、明治大学、

中央大学、日本大学、東海大学、創価大学、武蔵野大学、日本体育大学、金沢工業大学、

関西大学、同志社大学、立命館大学、近畿大学、京都外国語大学、京都産業大学、大阪体

育大学、関西外国語大学、常葉大学、聖隷クリストファー大学 など

短期大学：

愛知大学短期大学部、愛知医療学院短期大学、愛知学院大学短期大学部、愛知学泉短期大

学、愛知工科大学自動車短期大学、岡崎女子短期大学、豊橋創造大学短期大学部、名古屋

短期大学、関西外国語大学短期大学部 など

看護医療系専門学校：

県立愛知看護専門学校、豊橋市立看護専門学校、蒲郡市ソフィア専門学校、東三河看護専

門学校、豊橋歯科衛生士専門学校、三河歯科衛生士専門学校、名古屋医専 など


