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全人教育と労作教育

建 学の精 神

校長あいさつ ～principal's greeting～

・豊かな個性に満ち、主体的に生きる力を備えた生徒の育成

・いのちを大切にし、深い思いやりの心を持つ生徒の育成

・文化や伝統を尊重し、広い視野に立って生きる生徒の育成

・体験を通して自ら学び、積極的に自己実現を図る生徒の育成

一人ひとりが時代を生きる
　　　　　人間としての輝きを

教  育  目  標教  育  目  標

コース説明

施設紹介

２・３年生１年生

誰からも尊敬される人

　 　誰からも愛される人　

　　　　　誰からも信頼される人

敬　愛　信

進学コース（文系・理系）

総合教養コース

保育コース

ビジネスコース

アスリートコース

福祉コース

　本校は1928年（昭和３年）、秋田愛国女学館として開校し、今年創立94年目を迎えま
した。2020年4月には男女共学校となり、新たなる歩みをはじめたところです。
　校名「秋田令和」には、新しい時代に貢献し、ふるさと秋田やグローバル社会の担い手
として活躍できる人材が数多く巣立ってほしいという願いが込められています。
　校舎は千秋公園の西側に隣接し、緑豊かな景観と旧久保田城内の由緒ある場所にた
たずんでいます。秋田駅や広小路といった中心市街地に近く、また、周辺には、あきた芸術
劇場ミルハスをはじめ、県立美術館、市立中央図書館、市文化創造館、にぎわい交流館な
どの文化・教育関連施設が数多くあります。この恵まれた立地と環境を生かし、コース別
学習や部活動、生徒会活動などの多彩なプログラムを通して、皆さんの成長と飛躍を支
援していきたいと思います。
　本校の伝統と校風を理解し、志を共にできる皆さんの入学を心よりお待ちしております。

校 長　高　橋　　修

朝読書で一日が始まります

イベントホールでの授業

室内走路

2号館（室内練習棟） 本体育館

屋上テニスコート

和室リサーチルーム

アクセスホール

新体育館

室内球技場

アスリートコース

普 通 科

※1年生では、部活動特
待の生徒が選択でき
ます。

　本校の教育は、個性の伸長に努めるとともに、単に知識のみに偏らない、

円満な人格を備えた人材の育成を旨としてきました。

　また、教育は実生活に役立つものでなければならず、積極的に仕事に取り組み、

働くことが自己を磨くという考えに立った指導を重視しています。

　本校はこの建学の精神のもと、師弟同行の校風のなかで、

未来を担う人材に求められる基礎・基本の定着と実践力の養成をめざし、

教育活動の充実、発展に努めていきたいと思います。

校  訓 ～school precepts～
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Course

進学コース（文系・理系）
少人数での授業や個別対策など、きめ細かな指導を重ね、それぞれのレベルに応じて、
受験に必要な学力を養成します。

実習や実技、創作活動を重視したユニークな科目を開設し、生きる知恵を身につけ
郷土愛を育みます。

人文・社会科学系、教育・芸術系、国際・言語系、体育系など、文科系大学・学部への進学を目指します。
特に国語・英語・地理歴史の科目の授業を充実させ、演習科目で実力を高めます。

文 系

Prep Course

看護・医療系、理工・農学・薬学系など、理科系大学・学部への進学を目指します。
特に数学・英語・理科の科目の授業を充実させ、演習科目で実力を高めます。

理 系

令和３年度 卒業生の声

少人数での授業・個別対策

【充実した受験対策】
英語コミュニケーション
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
古典探究
小論文基礎
公民演習
数学演習
理科演習

総合教養コース

多彩な学習活動を通して、豊かな心や幅広い教養と共に表現力やコミュニケーション能力を
身につけ、個々の希望に応じた進路の実現を目指します。
芸術・生活・国際・体育などの分野から、それぞれの興味関心や進路に適した科目を選択し
て学習します。

General Education Course

環境と自然 韓国研究

創作工房 ファッション造形基礎

地域と観光
スポーツ実践 
フィールドワーク

環境と自然
Global English
韓国研究

創作工房
ライフデザイン
ITスキル

国際理解
ファッション造形基礎
SDGs 探究

令和３年度 卒業生の声

　総合教養コースは学べる分野が幅広く、自分が興味を持ったことは掘り下げて

学習することができます。家庭科の専門的な内容を学べるファッション造形基礎

やフードデザイン、諸外国の文化について学べる Global English などがありま

す。どの教科も先生方が丁寧に教えてくださり、充実した授業を通して自分を高

めることができました。

多彩な選択科目

土田 未優（外旭川中学校出身　札幌大谷大学 芸術学部 音楽学科）

　私は全力で陸上競技に打ち込みたいと考え秋田令和高校に入り、入学したときか
ら志望する大学があったので進学コースを選びました。先生方が朝 7 時からの０時
限目の授業や長期休暇を利用したゼミを行ってくださったため、部活動と両立しな
がら、早い時期から受験対策をすることができました。部活動でも全国大会に出場
することができ、学校生活、部活動、進路とすべてにおいて充実した 3 年間を送る
ことができました。

佐藤 　奏（飯島中学校出身　秋田大学 教育文化学部 学校教育課程 教育実践コース）

2 3



Course

進学コース（文系・理系）
少人数での授業や個別対策など、きめ細かな指導を重ね、それぞれのレベルに応じて、
受験に必要な学力を養成します。

実習や実技、創作活動を重視したユニークな科目を開設し、生きる知恵を身につけ
郷土愛を育みます。

人文・社会科学系、教育・芸術系、国際・言語系、体育系など、文科系大学・学部への進学を目指します。
特に国語・英語・地理歴史の科目の授業を充実させ、演習科目で実力を高めます。

文 系

Prep Course

看護・医療系、理工・農学・薬学系など、理科系大学・学部への進学を目指します。
特に数学・英語・理科の科目の授業を充実させ、演習科目で実力を高めます。

理 系

令和３年度 卒業生の声

少人数での授業・個別対策

【充実した受験対策】
英語コミュニケーション
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
古典探究
小論文基礎
公民演習
数学演習
理科演習

総合教養コース

多彩な学習活動を通して、豊かな心や幅広い教養と共に表現力やコミュニケーション能力を
身につけ、個々の希望に応じた進路の実現を目指します。
芸術・生活・国際・体育などの分野から、それぞれの興味関心や進路に適した科目を選択し
て学習します。

General Education Course

環境と自然 韓国研究

創作工房 ファッション造形基礎

地域と観光
スポーツ実践 
フィールドワーク

環境と自然
Global English
韓国研究

創作工房
ライフデザイン
ITスキル

国際理解
ファッション造形基礎
SDGs 探究

令和３年度 卒業生の声

　総合教養コースは学べる分野が幅広く、自分が興味を持ったことは掘り下げて

学習することができます。家庭科の専門的な内容を学べるファッション造形基礎

やフードデザイン、諸外国の文化について学べる Global English などがありま

す。どの教科も先生方が丁寧に教えてくださり、充実した授業を通して自分を高

めることができました。

多彩な選択科目

土田 未優（外旭川中学校出身　札幌大谷大学 芸術学部 音楽学科）

　私は全力で陸上競技に打ち込みたいと考え秋田令和高校に入り、入学したときか
ら志望する大学があったので進学コースを選びました。先生方が朝 7 時からの０時
限目の授業や長期休暇を利用したゼミを行ってくださったため、部活動と両立しな
がら、早い時期から受験対策をすることができました。部活動でも全国大会に出場
することができ、学校生活、部活動、進路とすべてにおいて充実した 3 年間を送る
ことができました。

佐藤 　奏（飯島中学校出身　秋田大学 教育文化学部 学校教育課程 教育実践コース）

2 3



【専門科目】

ソルフェージュ
保育基礎・保育実践
幼児体育
幼児音楽
ピアノ演習
ペン字

Course

保育コース
Childcare Course

　保育コースは、こどもの成長について詳しく学びながら、数多くの製作活動を
行います。校内に電子ピアノも常設されているので、放課後も技術向上のための
練習をすることができます。そして、幼稚園での実習があることが最大の魅力です。
こどもたちとの関わりの中で、保育の知識だけではなく実践力を身につけること
ができます。授業を通して他人を思いやる気持ちの大切さを学び、学校生活の中
でも相手の気持ちになって考え、行動することができました。

佐藤 優奈（河辺中学校出身　聖園学園短期大学 保育科）

令和３年度 卒業生の声

12台の電子ピアノ サウンドテーブルテニスの体験 車椅子介助こども文化演習の発表

福祉コース
Welfare Studies Course

　このコースの魅力は、高齢者の心理や障がいの理解など、福祉に関する知識
を幅広く学ぶことができ、介護技術の授業も充実している点だと思います。福
祉関係の進学や就職を考えている人は、役立つ勉強がたくさんできます。私は
介護職員初任者研修を修了し、希望していた介護施設に就職することができま
した。部活動ではバレーボール部のマネージャーとして選手のサポートをし、
充実した高校生活を送ることができました。

松橋 里菜（五城目第一中学校出身　社会福祉法人 秋田中央福祉会）

令和３年度 卒業生の声

介護職員初任者研修の修了
勝平幼稚園で実習ができます

【専門科目】

社会福祉基礎
生活支援技術
こころとからだの理解
コミュニケーション技術
福祉情報

介護職員初任者研修を修了した上で、福祉の進学や就職を目指します。
社会福祉基礎や生活支援技術、こころとからだの理解などの学習を通し、基礎的な知識と
技術を習得します。

保育・幼児教育系の短大・専門学校への進学を目指します。
音楽や保育の学習を通し、基礎的な知識と技術を習得します。さらに、和洋学園が設置する
認定こども園勝平幼稚園・ひよこ保育園で実践的な演習も行えます。

子どもに関わるうえで必要な豊かな感性や表現力、思考力、判断力、協調性を育みます。 実習や実技を通して、実践的な対人援助の技術やコミュニケーション能力を身につけ、
福祉のこころを育てます。

4 5
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ビジネスコース
Business Course

森川 美咲
（秋田東中学校出身　仙台大原簿記情報公務員専門学校 税理士会計士学科 税理士コース）

令和３年度 卒業生の声

検定対策が充実しています

部活動と連動します

週2日、5・6校時に
技術練習やトレーニングを
行います。

【専門科目】

アスリート専攻Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
基礎科目演習Ⅰ・Ⅱ

体育理論

※１年生では、部活動特待の生徒が選択できます。

取得できる主な検定

　私は３年間、部活動と勉強を両立して過ごすことができました。部活動では、バレー
ボール部に所属し、全国大会出場を目指して仲間と切磋琢磨しながら、多くの成績を
残すことができました。学習面では、ビジネスコースを選択し、簿記やパソコンなどの
資格取得に励みました。このコースでは進路に役立つ様々な資格を取得できます。私
はさらに上級の資格を取るために専門学校への進学を決めました。高校生活で得られ
ることは多く、充実した日々を過ごせました。

ビジネス文書実務検定
（ビジネス文書部門／速度部門）
ビジネス計算実務検定
（ビジネス計算部門／普通計算部門）
情報処理検定（ビジネス情報部門）
商業経済検定
簿記実務検定

就職に有利な各種検定の取得と就職試験の突破を目指します。
簿記・アプリケーション基礎・ビジネス実務などの学習を通し、職業人としての基礎的な
知識と技術を習得します。

就職を希望している生徒を対象にし、社会人、職業人として求められる知識や技術、
ビジネスマナーなどの資質を養成します。

情報処理室 和高祭での販売実習

令和印の大判焼

Course

アスリートコース
Athlete Course

スポーツを通して心身の健康を養い、豊かな人間性を身につけることで個々の希望に応じた
進路の実現を目指します。
「アスリート専攻」「体育理論」などの学習を通して、競技力の向上とトレーニングに関する
知識を習得します。

スポーツ技能向上のため、競技の基本技能や理論を身につけます。
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8月

10月

11月

3月 4月

6月

学 校 行 事 部 活 動・生 徒 会

　勝平幼稚園の園児たちが時々学校
探検にやってきます！保育コースの
生徒が出迎え、手遊び歌や童謡を一
緒に楽しみます。本校では保育コー
ス以外の生徒も、3年次に「幼稚園交
流」を通して、元気いっぱいの園児た
ちと触れあうことができます。

　勝利を目指して毎日練習に励
み、仲間と協力して自分を成長させ
る部活動。本校にはたくさんの部活動
があります。興味のある部活動や、
行事の企画・運営で様々な経験を
積める生徒会活動に是非挑戦して
みてください。

　　・バレーボール部
　　・バスケットボール部
　　・陸上競技部
　　・ソフトテニス部（女子）

・バドミントン部
・卓球部
・水泳部
・弓道部

　　・文芸部
　　・自然科学部
　　・英語部
　　・PC&簿記部
　　・美術部
　　・書道部
　　・写真部
　　・合唱部
　　・軽音楽部

・吹奏楽部
・バトントワリング部
・華道部
・茶道部
・イラスト漫画部
・JRC部
・インターアクト部
・ダンス同好会

バトントワリング部

入学式

和高祭

球技大会

陸上競技部

自然科学部

バドミントン部

吹奏楽部

バレーボール部

卓球部

バスケットボール部

書道部

ソフトテニス部

体育大会

卒業式

修学旅行

全国入賞17回

全国大会出場26年連続インターハイ出場

○運動部

○文化部

園児との交流
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制　服
シャンブレー（縦糸と横糸で異なる色を使う織り）の柔
らかな色合い。
プリンセスラインを採用した女性らしいジャケット。
スカートのピンクの挿し色が、かわいらしさを表現。
ネクタイで、すっきりと引き締まった印象。
上下共に、家庭洗濯が可能な素材を使用。

夏制服
セーラーカラーのブラウスと紺ベースのスカートが清
潔感と学生らしさを表現。
スカートのサックスの挿し色が、若々しさを強調。
リボンの水色が爽やかな印象。
上下共に、家庭洗濯が可能な素材を使用。

女
子
制
服

男子は織柄の生地の黒の学生服になります。
夏は白のボタンダウンシャツになります。
上下共に、家庭洗濯が可能な素材を使用。

男子制服
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健康で志操堅固・優れた素質を有し、経済的理由等により就学困難な場合に、選考のうえ秋田県育英会から下記の奨学金が貸与されます。
秋田県育英会奨学金（令和4年度入学生実績）

対　象 貸与金額

 自宅通学者 月 30,000 円

 自宅外通学者 月 35,000 円

就学支援金の他に、入学時の世帯の収入により、入学金の一部が補助されます。（返済不要）
※他の支援制度と重複しての受給も可能入学料軽減補助金（令和４年度入学生実績）

入学金の補助
生活保護世帯または非課税世帯 144,350 円

年収 590 万円未満世帯   69,350 円

就学支援金

保護者の「市町村民税の課税標準額× 6％−市町村民税の調整控除の額」 就学支援金額 実質負担額
（4 月・10 月除く )

〜 154,500 円未満（年収 590 万円程度未満） 月額 24,000 円 月 10,100 円

〜 304,200 円未満（年収 590 万円程度以上〜 910 万円程度未満） 月額 9,900 円 月 24,200 円

304,200 円以上（年収 910 万円程度以上） 支給なし 月 34,100 円

　学校への月額納付金 34,100 円（4 月は 45,000 円、10 月は 43,500 円）のうち授業料 24,000 円に対して世帯の所得に応じて
就学支援金が支給されます。（返済不要）
　年収目安が 590 万円未満の世帯の生徒を対象として、私立高等学校等の授業料が実質無償化となります。

※　年収は目安です。具体的には「市町村民税の課税標準額× 6％−市町村民税の調整控除の額」により判定します。

本校奨学金
【学 業 特 待 生】学業優秀で人物的にも優れていると認められる者に奨学金を給付します。
【部活動特待生】部活動において顕著な成績を収め、優秀な特技・能力を有していると認められ、本校において３年間部活動を継続する
　　　　　　　 者に、奨学金を給付します。

入学時の奨学金 毎月の奨学金

学業特待
部活動 A 特待

　　　入学金　　 　　15 万円
　　　校舎改築資金　　4 万円
　　　学園協力金　　　3 万円

月 15,000 円給付
（3 年間）

部活動 B 特待
　　　入学金　　 　　15 万円
　　　校舎改築資金　　4 万円
　　　学園協力金　　　3 万円

計 22 万円給付

計 22 万円給付

上記の就学支援金とは別に、道府県民税・市町村民税が非課税の世帯にはさらに以下のように給付金が支給されます。（返済不要）
①通常申請

奨学給付金

生活保護世帯 年額 52,600 円

非課税世帯（第一子の高校生） 年額 134,600 円

非課税世帯（15 歳以上 23 歳未満の扶養親族がいる第二子以降の高校生） 年額 152,000 円

③新入生一部前倒し申請（年額のうち 4 月〜 6 月分を前倒しして受給することができます）

生活保護世帯 13,150 円（年額 52,600 円）

非課税世帯（第一子の高校生） 33,650 円（年額 134,600 円）

非課税世帯（15 歳以上 23 歳未満の扶養親族がいる第二子以降の高校生） 38,000 円（年額 152,000 円）

令和２年度より②③も新設されました
②家計急変による申請（課税世帯であっても家計急変により収入が非課税相当である世帯）

非課税相当世帯（第一子の高校生） 年額 134,600 円

非課税相当世帯（15 歳以上 23 歳未満の扶養親族がいる第二子以降の高校生） 年額 152,000 円

10 1110 11



進路の割合

進

　路

　高校卒業後の進路は、自分の人生を決める大切
なものです。本校では進路指導が「進学指導部」と
「就職指導部」に分かれており、それぞれ経験豊富
な職員が配置されています。
　本校からの進路先はとても多様です。１年生か
ら面談を重ね、一人ひとりに合った進路を学級担
任が一緒に考えていきます。進路行事もたくさん
用意されており、キャリアプランニングの授業や進
学ゼミ・丁寧な小論・面接対策など、徹底した進路
指導を行っています。

就
職
の
状
況

 県内

東日本旅客鉄道／日本郵便／JA秋田／秋田県社会福
祉事業団／秋田日産自動車／トヨタカローラ秋田／ネッ
ツトヨタ秋田／トヨタレンタリース秋田／秋田スバル自
動車／秋田ビューホテル／エレックス極東／そごう・西
武／平徳／モリタ／ヤマダヤ／秋田温泉さとみ／伊徳
／マックスバリュ東北／アマノ／ドジャース／スーパード
ラッグアサヒ／マルダイ／たけや製パン／いなふく米菓
／無限堂／斎藤昭一商店／栄太楼／くらた／かおる堂
／東北フジクラ／秋田ファイブワン工業／フカイ工業／
東洋熱科学／ホクシンエレクトロニクス／菅与商事／全
建／カリモク秋田／ホームテック／秋田基準寝具／ワタ
キューセイモア／クメカワリネン／ＴＢＣグループ／プレ
ステージインターナショナル／プライムアシスタンス／
日本通運／秋田南クリニック／正和会／きららホール
ディングス／ツクイ／愛染会／夢紡／萬生苑／ショート
ステイやまゆり／秋田中央福祉会／あいば歯科／加藤
建設／三和興業／秋田県警／自衛官　など

 県外

東京ヤサカ観光バス／にしけい東京支店／山崎製パン
／オオゼキ／藤田観光／吉池／日本レストランシステム
／秋保グランドホテル／アストリア／ティエフケー／か
に道楽　など

進
学
の
状
況

 県内
秋田大学／秋田県立大学／国際教養大学／日本赤十
字秋田看護大学／ノースアジア大学／秋田看護福祉大
学／秋田栄養短期大学／聖霊女子短期大学／日本赤
十字秋田短期大学／聖園学園短期大学／秋田県立衛
生看護学院／秋田市医師会立秋田看護学校／中通高
等看護学院／由利本荘医師会立由利本荘看護学校／
秋田しらかみ看護学院／秋田リハビリテーション学院／
秋田県歯科医療専門学校／秋田県立秋田技術専門校
／秋田県立大曲技術専門校／秋田県理容美容専門学
校／秋田コアビジネスカレッジ／秋田情報ビジネス専門
学校／秋田社会福祉専門学校／秋田ヘアビューティカ
レッジ　など

 県外
弘前大学／岩手大学／宮城教育大学／福島大学／新
潟大学／札幌大学／酪農学園大学／北星学園大学／
札幌大谷大学／青森中央学院大学／八戸学院大学／
盛岡大学／東北医科薬科大学／尚絅学院大学／東北
学院大学／仙台大学／東北文化学園大学／東北芸術
工科大学／宮城学院女子大学／東北公益文科大学／
医療創生大学／東京福祉大学／駿河台大学／江戸川
大学／国際武道大学／城西大学／城西国際大学／千
葉科学大学／国士舘大学／聖徳大学／高千穂大学／
実践女子大学／秀明大学／拓殖大学／東京女子体育
大学／日本女子体育大学／日本体育大学／横浜商科
大学／山梨学院大学／金沢学院大学／山形県立米沢
女子短期大学／仙台青葉学院短期大学／埼玉女子短
期大学／川口短期大学／東京経営短期大学／昭和学
院短期大学／昭和音楽大学短期大学部／千葉経済大
学短期大学部／上野学園短期大学　など

132人
合計

令和３年度

その他  6.8％（9人）

短期大学
14.4％

（19人）

大学
9.8％

（13人）

専修・各種
41.7％（55人）

就職
27.3％

（36人）

進路相談

ワークショップ

韓国の姉妹校「坪村経営高等学校」との交流は20年以上になります
ピョンチョン

短期留学（3週間）

スタディーツアー（5日間）

ホストファミリー

　私は、ソフトテニス部の部活動特待生と

して入学し、３年間インターハイに出場し、

キャプテンとしてチームをまとめました。

また、保育士になるという夢があったので、

２年生から幼児教育（保育）コースを選択し、充実した授業や実習

を通して、保育の基礎を学ぶことができました。テニスと保育の

勉強を継続させるために昭和女子短大に入学し、卒業後は和洋

学園が経営する勝平幼稚園に就職しました。現在、子どもの成長

を助けながら、楽しく仕事ができるのは、高校で過ごした３年間

があったからだと感謝しています。

工藤 愛美（八郎潟中出身・平成27年卒）

学校法人 和洋学園 幼保連携型認定こども園勝平幼稚園 ひよこ保育園

卒業生の声

本校は、NHK学園高等学校の協力校（スクーリング会場）になっています

×

NHK https://www.n-gaku.jp/sch/
2-36-2 042-580-5109

×

NHK https://www.n-gaku.jp/sch/
2-36-2 042-580-5109

×

NHK https://www.n-gaku.jp/sch/
2-36-2 042-580-5109
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進路の割合

進

　路
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就
職
の
状
況
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進
学
の
状
況
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132人
合計
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本校舎

至能代

至手形

千秋公園
市文化
創造館

あきた
芸術劇場
ミルハス

秋田中央警察署

旭川

アトリオン

エリアなかいち

中
央
道
り

広
小
路

秋
田
中
央
道
路（
地
下
） 仲

小
路

秋田キャッスル
ホテル

木内デパート

市立中央
図書館
明徳館

県立循環器
脳脊髄センター

至大曲

至山王

秋田駅

アクセス  学校周辺

自然

歴史

伝統

さまざまな
文化施設

秋田駅から徒歩10分

令和５年度　学校案内

〒010-0877
018-833-1353（代表）TEL
018-833-1342FAX
https://www.akitareiwa-h.ed.jpURL
info@akitareiwa-h.ed.jp

秋田令和高校

e-mail

秋田市千秋矢留町4番17号

学校法人 和洋学園

秋田令和高等学校

検索

2023
学校案内

学校法人 和洋学園

秋田令和高等学校


