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家族になろうよ。
そして共に「夢」を
実現しよう。
合言葉は
「                  」We  are  family!

私たち、九里学園教職員一同は、

常に「家族」という言葉を大切にしています。

お互いに尊重し合い、苦しい時も、嬉しい時も、常に

気持ちを共有しながら生活しています。

「家族」としてのコミュニケーションを忘れず、生徒と

向き合い、背中を後押しすることに

子を育てる親のような生きがいを感じています。

「家族」がいるから頑張れる。

「家族」がいるから安心出来る。

それが私たち「We are family」の精神です。

人間の尊厳を信じ、
その高貴さにふさわしく行為しよう。

「 礼 」

自らの持てる力を発揮して、
愛する世の人々に捧げよう。

「 譲 」

お互いに力をあわせ
すばらしい集団づくりに

参加しよう。

「 協同和楽 」

　創立者である九里とみ（1872 ～ 1957）の教育の理想は

「深く豊かな教養、美しい心、そして本当に役立つ生活の

技（わざ）をしっかりと身につけた、自立した人間を目指す

教育」として今日まで受け継がれてきました。この教育の理

想は普遍的で不易なものであるとの認識で、本校の教育

は行われています。現在の男女共同参画社会を目指す家庭

及び社会での男女各々の使命を考えると、まさに、男女そ

れぞれが「家庭の中心的役割を担う」存在でなければなり

ません。そのような意味でも、彼女がめざしたものは、私

たちがいつまでも追求すべき理想であると思っています。

特にお互いの特質を大切に伸ばし、尊重しあいながら、協

力して事にあたるための知識や能力を身につけてゆくという

ことは、青年期の大切な課題です。そのような努力をひた

むきに行っていこうとしている学校が『九里学園高等学校』

です。

index校　是

理事長・学校長
九里廣志

ごあいさつ
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*文部科学省指定「探究型学習推進モデル校」

全国20校のうちの１校に指定！
*地域との協働による高等学校教育改革推進事業（グローカル型）
　高等学校等において、市町村・高等教育機関・産業界等との協働によるコンソーシアムを構築し、地域課題の
解決等の探究的な学びを実現する取組を行う高等学校等を、地域との協働による高等学校教育改革推進事業指
定校に指定し、質の高いカリキュラムの開発・実践、体制整備を進めます。
　グローバルな視点をもってコミュニティを支える地域のリーダーを育成するため、各地域の特性に応じたグロー
バルな社会課題研究としてテーマ（SDGs、地域、産業、観光、文化、伝統、医療介護等）を設定し、解決に向
けた探究的な学び、地元市町村・企業等との連携によるインターンシップや海外研修等を、カリキュラムの中に体
系的・系統的に位置付けるなどのカリキュラム開発等を実施します。

（文部科学省より抜粋）

※SDGs･･･持続可能な開発目標のこと。2015の国連サミットで採択された国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成されている。

─ グローバル教育 ─ Local
　SGH（スーパーグローバルハイスクール）アソシエイト校としての
実績をさらに進化させた全国屈指のグローバル教育を行います。留学・
海外研修（オーストラリア・ハワイ・フィリピン・台湾など）や山形
大学に在籍する留学生とともに協調学習を行う Global Camp をはじめ
とする様々な国際的な活動を通じて、高度な国際感覚を磨きます。

　本校を中心とする山形県内・置賜地区内の各団体（JICA・高畠
地区の農業協同組合など）と連携し、協同体（コンソーシアム）
を形成することで、学校内だけではできない多様な社会体験活動
や貢献活動・地域での活動を通じた探究的な学びを通して、地元
に貢献することのできる人材を目指します。（文部科学省一部参照）

Global Passport　　
～留学で広がる可能性　九里だけの留学支援プログラム～

Global Passportとは？

渡　航　費
現地宿泊費
プログラム費

─ ローカル教育 ─

髙橋　由奈（米沢第二中学校出身）

Global

国立大と連携、ハイレベルな学びEDGE-NEXT

髙橋　由奈
プログレスコース　３年　
ソフトボール部所属

私はグローバルパスポートを利用して、フィリピンに留学しま

した。入学当初から英語圏に留学し、英語はもちろん、日本国内

ではできない体験をしたいとずっと思っていました。一方で、留

学するためには多額の費用が必要であることも知っており、な

かなか留学を決断することができずにいました。しかし、グロー

バルパスポートはそんな私の背中を大きく押してくれた制度で

した。グローバルパスポートの制度を利用することで、経済的な

心配をすることなく、留学に集中することができました。

私が滞在した地域では貧しい人たちが多く暮らしていました。

彼らはゴミ山で拾ったものをお金にして生計を立て、子供たち

のために、家族のために日々一生懸命働いていました。これは日

本に生活しているだけでは決して知ることはできなかったと思

います。

日本とフィリピンのあまりにも大きな違いに戸惑うこともあり

ましたが、この留学を通して、自分の世界が何百倍にも広がりま

した。留学を通して、今まで想像もしなかった新しい世界を見る

ことができました。

Global Passport

18万円

留学先はどこでも対応可能です。

留学する場所や機関によっては

負担無しで行くことも可能です。

※SDGsの達成を目標とした探究をGloba l（国際）、Local（地域）の視点で行います。

国際教育に主体的に参加し、留学を促進する目的で、規定の条件を満たし、留学を希望
するものに対して、18万円を支給して留学を奨励する制度

　EDGE-NEXT とは、イノベーションを起こす方法を学び実践したい人が集まる、日本最大のイノベーション・
コミュニティです。文科省が次世代アントレプレナー（起業家）育成事業として企画し、これを実践している
山形大学と本校が連携し、ハイレベルな学習を生徒らに提供しています。
　毎回著名な大学の教授らをゲストにむかえ、グローバルコミュニケーションやプレゼンテーション、マーケ
ティングに至るまでの講義を受け、より深い探究学習の実践を行っています。

（フィリピン共和国）
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国語

数学

社会

理科

外国語

２年次
基礎学力定着を目指します。

３年次
受験に向けた応用力養成を目指します。

古典 B

数学Ⅱ, 数学特別講義Ⅰ

日本史 B, 地理 B

物理基礎＋物理 , 生物基礎＋生物 , 化学

総合英語基礎

古典 B

数学 B, 数学特別講義Ⅱ

日本史 B, 地理 B, 政治経済特別講義

物理 , 生物 , 化学

総合英語発展Ⅰ・Ⅱ

普段の授業や探究学習の時に調べたいことがあった
ときパソコン・タブレットは非常に便利です。授業
では一人一台のタブレットを使用することができま
す。学習アプリを使用したり、Skype（スカイプ）で
外部の人と話したりなど、より高度な学習ができます。
またプロジェクター、電子黒板も完備しておりＩＣＴ
を活用した授業が展開されています。

九里のICT

でなにができるの？

新時代の教育を見据えた充実した進路サポート「Classi」の導入（新大学入試に完全対応）
現在、全国2000校以上の学校で導入されています。置賜地方では、九里学園のみ唯一採用しています。

eポート
フォリオ

自学自習

授　業

連　絡

eポートフォリオ
（学びのアルバム作成）

授業

日々の行動を記録することで、自ら
の学びを振り返り、将来の進路に役
立てつなげることができます。また
保護者との面談時にも活用すること
で、より効果的な面談を実現します。

人の体形の特徴から被服構成、デザイン、被服素材
の性能を学び、製作します。

学習動画を搭載しているため、自分
の苦手な分野を動画を使用して学習
することができます。自身の学習進
度に合わせて、いつでも、どこでも
取り組むことができます。

「Classi」は、先生方の授業・生徒指導や生徒の学習を新時代の教育、学校を取り巻く様々な環境を、ICTを活かしてサポートす
るプラットフォームです。「Classi」は単なる学習ツールではありません。生徒自ら学習に向かわせるためのコンテンツを用意し、
自学自習力を養成・サポートします。学校内外において、コミュニケーションや情報共有は重要なものの１つです。学校関係者
間のより円滑なコミュニケーションツールとして活用できます。

学校活動やクラスへの連絡、部活動
連絡などコミュニケーションツール
として利用します。

テストや動画、ノート機能を搭載し、
より主体的な授業を可能にします。

　学校の様子や、活動内容、提出物など様々な情報を発信
してくださるので、学校生活を身近に感じることができま
す。子供ともコミュニケーションを図る時間が増え、円滑
な関係を築けています。リアルタイムで情報を受け取るこ
とができるのは、保護者として安心です。

大学、短大、各種専門学校などへの進学、看護福祉、情報、デザイン、商業技術、簿記などの資格取得を目指し、将来
に向けた着実な一歩を踏み出すことができます。興味のある科目を自分で選択することができるので、進路実現に向け
生徒一人ひとりが自主的に、意欲的に取り組むことができます。

国社数理英の５教科をはじめとする進学に必要な科目群を履修することができます。
文系・理系に分かれ、より発展的な授業を受けることが可能です。

就職試験や就職後に必要な教養を身につけるための科目を選択することができます。簿記や介護養成研修など、特定の
業種に必要となる知識・技能を学ぶことができる科目もあります。

自学学習

連絡

保護者の声

　Classiを通して提出物の期限や進路情報、部活動の連絡
など、多くの情報を発信してくださるので、しっかりと計
画を立てて行動し考えることができるようになりました。
また、パソコンだけではなく、携帯電話（スマートフォン）
を通して学習することができるので、日々の学習習慣が確
立され、学習効果も上がったと実感しています。

生徒の声

　学校の情報を生徒や保護者に積極的に発信することで、
九里学園の教育内容をより理解していただいております。
そのため、生徒に対して様々な角度からアプローチや助言
することで、よりよい進路実現に向かっていると思います。
また、学習面においても一人一人の到達レベルに合わせて、
問題を選択し解くことができるので、今まで以上にきめ細
やかな指導を行うことができています。

先生の声

教科目選択制（多様な進路を実現する幅広い選択肢）

進学希望者

就職希望者

ファッション造形
食生活や食物についての理論や調理実習を通して、
基本的な食事作法や食事様式を学びます。

フードデザイン 介護養成研修（介護職員
初任者研修過程）の資格
取得のための授業です。

社会福祉基礎／
介護総合演習

実践的なパソコン操作や情報活用能力を身につけ、
検定の合格も目指します。

商業関係 ◆ビジネス基礎/実務/実践 ◆情報処理
◆簿記 ◆CG（コンピューターグラフィックス）デザイン

スポーツで重要なトレーニング方法や栄養学、ケガ
の予防策や処理法などを学びます。

スポ―ツトレーニング／スポーツマネジメント
自分たちが住んでいる地域社会について学ぶ授業で
す。

地域観光
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Progress
Course 

Glocalα

九里でしかできない進学特化プログラム

国内屈指のグローバル教育をはじめとする最先端の教育と徹底的個別サポートで、
あなたの進路をバックアップ。
プログレス・コースは、４年制大学を目指し探究的に学習するコースです。生徒一人一人の目標を全力でサポートし、進路実現を目指します。

最先端の探究で
大学を本気で目指す３年間

徹底した指導による進学サポート

教科横断型授業

大学で必要な探究力・研究力、社会で必要な課題発見解決能力を身につけます

ネイティブ教員による外国語教育 学習室（教員常駐・冷暖房完備）

週6日制（35時間／週）の授業を行い、大学入試（大学共通テスト）を突破する学力を身につけます。
プログレスコースでは、地域・日本・世界の未来を切り開いて行くリーダーの育成を目指して、「礼」と「譲」の精神をベースにし
た九里学園にしかない様 な々教育活動を行っています。知識を覚えるだけの授業ではなく、知識を活用する九里独自の教育プ
ログラムを通して、真の学力を身につけます。
また、放課後は部活動にも参加することができ、文武両道を志しながら充実した生活を送ることができます。

英語を学ぶだけ
では、英語を本
当の意味で身に
つけることは難
しいです。ALT
ではなく教員免
許を持ったネイ
ティブ教員から

指導を受けることができます。もちろんALTからも授業を
受けます。英語を学ぶだけでなく、「英語で学ぶ」、「英語で
何を伝えるのか」を大切にした、日本人教師とはまた異な
るスペシャルな外国語授業を通して、本当の英語を身につ
けます。

毎日放課後開放し、わからないところをすぐに質問できる最高
の環境が整っています。また、進路や学校生活の悩みなども
相談することができます。

プログレス・コース

水泳部　
我妻 里莉さん１年

　私は将来大学に進学したいと考えたため九里学園プログ
レスコースを選びました。プログレスコースでは学年をまた
いで活動する機会が多く、考え方や意見の伝え方、意見のま
とめ方など非常に参考になることが多いです。また中学校の
時よりもレベルの高い友達と質の高い教育の中で頑張れてい
て、自分をもっと高められると感じています。勉強はもちろん、
国際交流が九里学園は非常に盛んなので、SDGs などについ
てもっと深く学んでいきたいです。また留学生が来たときは
バディ生徒、留学にも挑戦していきたいです。

陸上競技部（部長）　
石川 美咲さん３年

　私は陸上競技部の強豪校である九里学園で部活動を頑張り、
そして大学進学の目標も叶えるためにプログレスコースを選択
しました。私たちはとても恵まれた環境で生活できているという
ことを、この２年間で学びました。衣・食・住が保証され、また
学校教育を毎日受けることができる。これは当たり前では決して
ないということを、九里学園の探究的な学びを通して知り、実感
しています。一般的な進学校のような、ただ勉強勉強のコースで
はなく、国際交流や学校内外のイベントにも非常に積極的です。
そういったすべての活動から教室だけは学べないことが学べて
おり、それが普段の学習にも応用されていると感じています。

ダンス部　
堀越 貴璃さん２年

　私は国際交流が盛んで、ダンス部があり、大学進学のサポー
トが充実しているという理由で九里学園プログレスコースを選
びました。プログレスコースの先生方は熱い先生が多く、すべ
ての活動に頑張ることができます。九里のプログレスコースに
入ってから、自分が貧困の人たちにできることはなんなのか、食
料問題を考えていく上で、自分はちょっとでも世界に貢献できて
いると感じることがあるので、その時に九里学園に入って良かっ
たなと思います。これからは、留学したときに出会ったフィリピ
ンの子どもたちのように、苦しんでいる世界中の人々のために、
少しでも貢献できる仕事に就きたいと思うようになりました。

教諭  鈴木 精
プログレスコース主任　宮城県出身
海外青年協力隊平成19年度第一次隊

SDGsを行動原理として生徒と協働して
探究していきたいですね。

グローカルα グローカルβ

模擬国連

国際問題探究

海外姉妹校生徒とのディスカッション

グローバルタレント塾
（世界で活躍する人材からの講演）

進学実績

教科横断型でアクティブラーニングなどの
探究的な授業を通して、大学入試に必要な
総合的な力を養成します。

Glocalβ
×

× ×

山形大学・福島大学・都留文科大学・

山形県立米沢栄養大学・山形県立米沢女子短期大学・

明治学院大学・関西学院大学・立命館大学・

昭和女子大学・東北芸術工科大学・東京家政大学・

東京農業大学・国際医療福祉大学・東北学院大学・

岩手医科大学・東洋大学・東北福祉大学・

神奈川工科大学・拓殖大学・宮城学院女子大学・

尚絅学院大学・白鷗大学・

東北公益文科大学

ほか多数

PAL
Project Advanced Learning

発　展

学校プロジェクトや個人の
研究成果を英語で論文執筆
及び外部での発表を通して
学校外へと発信します。

Personal Project Learning
PPL 個人研究

興味･興心のある研究テー
マを決定し、課題解決に向
けて個人で探究していきま
す。

Project Based Learning
PBL 学校プロジェクト

健康と食や子ども食堂など
地元地域の課題を学校プロ
ジェクトとして探究します。
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Universal
Course 

大学・短大
41名

その他 5名

就職
87名

専修学校
54名

卒業生総数 
187名

2018年度　進路状況

　２年生の後期からは、毎週土曜日に進学・就職それぞれの進路希
望に合わせた、受験・入社試験のための講座を開講し、合格に向け
た徹底した進路指導を行っています。

山形大学・福島大学・米沢女子短期大学・常盤大学・城西大学・神田外語大学・城西国際大学・
中央学院大学・國學院大學・国士館大学・大東文化大学・拓殖大学・日本女子体育大学・日本体
育大学・新潟医療福祉大学・仙台大学・東北学院大学・東北福祉大学・東北生活文化大学・宮城
学院女子大学・東北公益文科大学　ほか多数
山形厚生看護・県立産業技術短期大学・山形調理師専門学校・山形美容専門学校・北陸フード
カレッジ　ほか多数

トヨタ自動車（愛知県）・山崎製パン（東京都）・にしけい（東京都）加賀屋（石川県）
でん六・ネッツトヨタ山形・山形ヤマト運輸・古窯・かわでん・JAおいたま・山形県警察本部・
福島県警察本部・防衛省航空自衛隊　ほか多数

講座

取得資格一覧

施設訪問や養護学校との交流事業

　座学だけでは学ぶことのできない社会で必要なスキルを実践的に
学ぶことができます。

─ 全ての進路にキメ細かく対応 ─

　僕は卒業後に製造関係に
就職したいと考えていま
す。就職試験の際に必要な
一般的な教養などを身につ

けるため、教養数学やファッション造形などを選択しま
した。すべての科目が僕にとって良い経験になっていま
す。例えばフードデザインでは、健康的な食事の調理方
法など、調理実習を通して経験することができていま
す。就職後の1人暮らしになったときに必要になる知識・
技術だと思うので、とてもためになっています。教科目
選択のおかげで自分の長所を伸ばす科目や進路にあった
科目を受けることができています。自分で選んだ授業を
受けることができているので、毎日楽しいです。

多様な進路に対応し、あなたの可能性を広げます。
ユニバーサル・コースは、「教科目自由選択制」を軸とした多様な進路目標の達成を目指すコースです。
大学、短大、各種専門学校への進学、就職に向けた資格取得など興味のある分野を自分で選択し進路を考えること
ができます。

オリジナル時間割で必ず見つかる！ 自分の未来像

嶋貫 博望 君３年

　私は卒業後大学に進学し
たいと考えているため、大
学入試で必要な科目を選択
しました。自分に合った教

科を選ぶことができるのですごくいい制度だと思っていま
す。今選択している科目以外にも、魅力的な科目がたくさ
んあります。ほかの科目もチャレンジしてみたいと友達の
話を聞いて思うこともあります。スキーでケガした経験か
ら、将来は私と同じようにスポーツでケガした人を助けら
れるような職業に就きたいと思うようになりました。今は
同じ科目を選択した仲間たちと助け合いながら、夢に向
かって充実した日々を送っています。

唐澤 咲紀 さん
サッカー部所属 スキー部所属

３年

将来の夢を

追いかける３年間 ユニバーサル・コース

徹底した進路指導

進学講座

就職講座 専修学校
講座

SP（Special Practice）

■実用英語技能検定 ■食物調理技術検定

■日本語ワープロ検定■被服製作技術検定

■日本漢字能力検定

■福祉力検定

■介護職員初任者研修課程

■保育技術検定

■情報処理表計算検定 ■文書デザイン検定

進 学

就 職

進
路
実
績

　地域の施設に訪問・交流を通して、豊かな人間性を育みます。

施設に訪問して、清掃などのボランティア活動及び、交流活動を行います。

電話対応
外部からの電話を取り次ぎます。

来客接待
お茶だしやお出迎え・お見送りなど来校者の対応を行います。

窓ふき 合唱披露
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卒業生からのメッセージ

ユニバーサル・コース
（平成30年度卒）

　九里学園で過ごした３年間はとても楽しく、充実した毎日

でした。学習面では先生方がわかりやすく教えて下さり、楽

しく授業を受けることができました。部活では陸上部に所属

し、仲間や指導者の方々の支えもあり全国でも上位で戦える

ほどの実力をつけることができました。また、国際交流を通

して様々な国の文化や違いを知り、自分の知識と視野を広げ、

深く考える力が身についたと感じます。受験期は面接と小論

文を熱心にご指導していただき、無事に第一希望の大学に進

学することができました。九里

学園で得た様々な知識は大学で

もとても役に立つものだと思い

ます。今も競技を続けているの

で、文武両道を目指し、礼と譲の

精神を大事にしていきたいです。

茨木　 凜 さん

　九里学園高校の進路指導は、高校を出てどこに行くかという

「（高校の）出口の指導」ではなく、10年後、20年後、30年後にどの

ような生き方、生活をしているかを前提とする「生き方指導」の実

現を追究しています。いま日本社会は大きな変化の時期にあり、先

が見通せません。近いところでは、2020年を境に大学入試制度、日

本の経済状況が、大きく変わる見込みです。そのような現在、目の

前の変化に対応する準備を進めると同時に、広く情報を集めて分

析し、各界の方々と意見交換を重ねながら、見通しにくい未来を見

通すことに努めながら、生徒一人一人がより良い人生を送れるよ

うにと頑張っています。もともと本校は就職指導において広く厚

い実績があり、県外からも日本トップクラスの企業から数多く求

人票を送っていただける学校です。さらに進学においても、一人ひ

とりの希望・能力をふまえて個人個人に指導が行き届くように

日々努力・改善を重ねています。学校全体としても、教科目選択制

や進路別指導などの体制が整っており、様々な取り組み・サポート

体制を揃えています。　夢は大きく！　実現は堅実に！

　九里学園の特色の一つである「教科目自由選択制」は、

各々の進路実現のために必要な科目を選択することができ

ます。難しいと思われがちですが、先生方はとても丁寧にア

ドバイスしてくださいます。

そしてもう一つの特色があります。それは２・３年生全員が

交代で行う、SP（Special Pracitice）という「受付業務実習」で

す。丸一日事務室内に常駐し、電話応対やお客様のご案内、応

接などを行います。承った内容を正確に記録し、担当の先生

に取り次ぎます。私は現在、お

客様と深くかかわる窓口業務

に携わっています。在学中に

学んだこれらのことは、現在

の職業に大いに役立っている

と実感しています。

プログレス・コース
（平成29年度卒）

　私は高校３年間を通して｢正解のない問い｣に向き
合い、地球的課題について考えを深めました。日々積
み重なった世界への関心は目指すべき目標に変わり、
自身の進路決定への大きな決め手となりました。２度
にわたる海外派遣やグローカルラーニングの模擬国
連をはじめ、高校生という立場で国際的な社会問題に
ついて学び、経験したこと全てがその後の大学受験や
現在への大きな自信に繋がっています。また、プログ
レス・コースのより深い学びはもちろん、少人数学級
だからこそ、ひとりひとりの進路に丁寧に向き合って
くれる先生や仲間がたくさんいます。整った環境の中
で安心して受験に挑むことができたおかげで私自身
も第一志望の大学に進学することができ、現在は日本
語教師になるために日々勉学に励んでいます。

髙橋　雅 さん

進学先
都留文科大学

　九里の良さは就職活動に親身になってくれるとこ
ろだと思います。私自身進路について悩みがある時は
よく先生に相談しました。自分の事のように考えてア
ドバイスしてくれます。九里に入って良かったと思う
ところはどんな事にも全力で取り組めるところだと
思います。私は硬式野球部に所属していました。甲子
園を目指し練習してきました。楽しいことも辛いこと
もありましたが仲間と共に充実した高校生活を送る
ことができたと思います。九里は自分がやりたいと
思ったことをやることができ先生や仲間が全力でサ
ポートしてくれます。今はトヨタ自動車の車体部プレ
ス課という所で働いています。今はまだわからないこ
とばかりですが早く一人前になれるように頑張って
いきます。

プログレス・コース
（平成28年度卒）

　九里での国際交流は、今でも鮮明に覚えています。国際交流委員会

や、ホームステイ、留学など生徒に合わせた活動が多く用意されてお

り、私も活動を通して海外の学生と楽しい時間を過ごすことができま

した。これらの経験は、その後の大学入試でも自分の強みとなり無事

第一志望校に合格することができました。大学では、高校での学びを

より絞り、アメリカインディアンやアメリカ社会の現状について勉強し

ています。また、今年の４月までアメリカに渡り、留学とインターンシッ

プを行ってきました。海外で働くという経験は私にとって初の試みで

不安もありましたが、九里での経験で何事もポジティブにチャレンジ

することの大切さを知ったおかげで、思い

切りチャレンジすることができました。日

本に帰ってきた今の私は、自分の英語力

や国際的・ホスピタリティの学びの向上を

感じ、嬉しい気持ちと自信でいっぱいです。

江村 和奏 さん

進学先
明治学院大学

進学先
福島大学

ユニバーサル・コース
（平成29年度卒）

鈴木 優花 さん

就職先
南陽市役所

ユニバーサル・コース
（平成30年度卒）

川上 拓馬 さん

就職先
トヨタ自動車

進路指導課長　熊澤 広二

進路指導について
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部活に入って
高校生活を
盛り上げよう！

ダンス部／第31回All Japan Dance Festival創作コンクール部門高校の部出場（兵庫県神戸市文化センター）・上杉まつりをはじめ、

地域行事での演技披露多数　美術部／第69回置賜地区高等学校美術展 油彩画 奨励賞・山形県高等学校美術展 奨励賞・第69回緑

光会展 奨励賞・米沢市ナセBAにて九里美術部展　生活科学部／米沢市主催『米沢の伝統野菜雪菜 料理コンテスト』 グランプリ受賞･

ふるさと自慢SCコンテスト 出場　茶道部／山形県高等学校総合文化祭 参加　新聞部／山形県高等学校新聞コンクール 奨励賞

JRC部／平成30年度インターアクトクラブ（IAC）参加・地域でおこなれる各種ボランティア活動への参加多数

硬式野球部
BASEBALL

サッカー部
SOCCER

バスケットボール部
BASKETBALL

女子バレーボール部
VOLLEYBALL

陸上競技部
TRACK AND FIELD

硬式テニス部
TENNIS

女子ソフトボール部
SOFTBALL

剣道部
KENDO

バドミントン部
BADMINTON

水泳部
SWIMMING

卓球部
TABLE TENNIS

弓道部
KYUDO

スキー部
SKI

部活動紹介 
Club Activities

部活動紹介 
Club Activities運 動 部 文 化 部

茶道部
SADO

吹奏楽部
BRASS BAND

JRC部
Junior Red Cross

ダンス部
DANCE

生活科学部
LIFE SCIENCE

文芸部
LITERATURE

新聞部
NEWSPAPER

PC愛好会
COMPUTER

イラストアニメ愛好会
ILLUSTRATION・ANIME

美術部
ART

運動部
実 績

文化部
実 績

陸上競技部／ 43年連続インターハイ出場・東北大会 女子総合2位　硬式野球部／平成
29年度東北大会出場　スキー部／山形県高校総体総合優勝(連続優勝中)アルペン男女・
クロスカントリー男女・ジャンプ男女・コンバインド男子・東北高校総体出場・全国高校総体

（インターハイ）出場 アルペン・クロスカントリー上位入賞・国民体育大会出場 クロスカント
リー上位入賞・全国高校選抜大会出場 クロスカントリー上位入賞　水泳部／東北大会出場
弓道部／インターハイ出場決定
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ハウス風景 ホームルーム（男子クラス） ホームルーム（女子クラス）

九里祭

スポーツフェスティバル

ハウスを拠点として、
選択した授業ごとに
教室を移動するよ！

ハウスを拠点として、
選択した授業ごとに
教室を移動するよ！

HR（ホームルーム）

九里制服コレクション

生徒会

九里学園では、HR教室のことをハウ
スと呼び、ユニバーサル・コースで
は、クラスが男子と女子に分かれて
います。男女の特性をより一層伸ば
していく教育を考えているからです。

8月下旬の金・土曜2日間にわたって開催される九里祭。九里祭実行委員を中心に生徒や先生はもちろん、OB・
OGの皆さんも集まって盛り上がります。模擬店や各種展示、ダンスにライブにバザーなどあり、とても楽しく
充実したイベントが盛りだくさんです。2日目が一般公開日となっています。

10月に２日間という日程で、全クラスが優勝を目指して様々な競技で競い合います。スポーツ競技だけでなく、紙飛行
機飛ばしや豆つかみなど、頭を使った競技もあるので、生徒みんなが楽しめる行事になっています。
この日のために各クラスは自作でＴシャツをそろえたり、応援練習をするなど、本番当日は大きな盛り上がりを見せます。

研修旅行
2年生の春から、学びのテーマごとに自主講座を選択し、半年の学習の集大成として11月にテーマごとの研修地
に旅行します。一般的な修学旅行と区別して、「研修旅行」と呼んでいます。

4 ● 始業式
● 入学式
● 新入生教育週間

● 上杉祭 武者行列・合戦参加
● 災害訓練
● 地区高校総体
● 芸術鑑賞

● ３年企業見学
● 学年行事
● 県高校総体
● 読書討論会

● 甲子園予選
● 進路希望別夏季講習

● 全国高校総体
● 九里祭

● 災害訓練
● 地区新人大会
● 創立記念式
● 就職試験激励会
● 生徒会役員選挙
● 前期終業式

● 後期始業式
● 県高校総合文化祭
● 県新人大会（前期）
● 生徒総会
● スポーツフェスティバル

● ２年研修旅行（国内外）
● 県新人大会（後期）

● 百人一首クラスマッチ予選
● 冬季進学学習会

● 推薦・奨学生入試
● 百人一首クラスマッチ決勝
● 大学入試激励会
● 一般入試

● 上杉雪灯篭まつり
　キャンドルゾーン制作
　（地域観光で実施）

● 修了式
● 卒業式
● 生徒総会
● 春季進学学習会

月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

手話を
学んでみよう！

「生涯学習」という考え方があります。国語、数学…といった学校の「教科学習」だけで終わらず、
生涯を通じて学習しつづけることで、成長しつづけ、教養も高まり、人生が豊かになるという考
え方です。九里学園高校では、教科学習・部活動の枠を超えた、大人になってからも取り組める
学びの場を提供しています。大人になってからも役立つ（Useful）、学びつづけることでずっと生
き生きと若々しく（Youthful）という思いを込めて、ユースフル・スクールと名づけました。
多くの講座に、一般社会人の方々も参加しています。

手話って聞いたこ
とはあるけど学ぶ
機会がなかったみ
なさんへ。
コミュニケーショ
ン＝言葉だけでは
ない♪

たたけ！
米沢の太鼓
基 本から先生に
教えてもらおう！
たたけばたたくほ
ど、これまでには
ない感覚がわいて
くる！

調理体験！
食育講座
卒業したら実家を
離れる予定！自炊
したい！
１人暮らしに役立
つメニューや友達
と季節のイベント
に 合 わ せ 楽 しく
クッキング♪

宇宙散歩講座

美しい星空や大
宇宙を100倍以
上楽しむ方法を
教えます。
散 歩するような
気持ちで参加し
てみよう！

マシュマロ
フォンダント講座
マ シ ュ マ ロ を
使 っ て カ ッ プ
ケーキに可愛く
デコレーション
してみましょう♪

救急員養成講座
（日本赤十字）

心肺蘇生法やけが
の手当て、止血法な
どの一次救命処置を
学びます。3日間の
講座（実技含）を受講
し、検定試験に合格
すると救急員の認定
証がもらえます。

ー 主な講座 ー

クノリ・ユースフル・スクール

校内行事や日々の日常生活に関するルールなど生徒が主
体となって考え実践しています。
また、本校では全校生がインターアクトの会員となって
おり、校是の教えを基に積極的にボランティア活動を
行っています。

正装
Basic

夏服
Summer

運動着
Training wear

Sweater
セーター

KUNORI SCHOOL LIFEKUNORI SCHOOL LIFE KUNORI SCHOOL EVENT

スクールライフ！

学園行事
楽しい行事

も

要チェック
！
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生徒昇降口正面玄関

小体育館

キャンパスガイド

芸術棟
2F 美術室

書道室
1F 音楽室
 合奏室
 レッスン室

M　棟
3F 数学科
2F 男子ハウス
1F 理科・実験室

W　棟
4F 英語科
3F 国語・社会科
2F 女子ハウス
1F 家庭科・調理室・被服室

B　棟
2F 商業科
 コンピュータ室
1F 小体育館

教育センター
3F   アクティブ・ラーニング教室
2F 多目的教室
 職員ラウンジ
1F センターホール
 カフェテリア

A　棟
（国の登録 有形文化財）

2F  プログレス・コース教室
1F 学園長室
 校長室
 事務室
 応接室
 進路指導室

グラウンド
体育館

図書館

正面玄関

生徒昇降口

Active Learning（AL）教室 （アクティブ・ラーニング）
教員の講義形式による一方的な授業ではなく、生徒が主体的・対話的に仲間
と協力しながら課題を解決する学習をより深く行うことができる教室として設置
しました。グループワークやディスカッション、体験学習、調査学習といった
生徒らの積極的な学びができるような環境を提供しています。素早く移動でき
る可動式のテーブルや椅子、人数に合わせて自由に組
合せができる『ムーン型テーブル』。また、最新プロジェ
クター、映像入力端子、Wi-Fiアクセスポイントはもち
ろん、可動式大小のホワイトボードの多数の設置やPC
タブレットなどのICT機器が備わっています。

茶道室

トレーニングルーム

カフェテリア センターホール体育館 小体育館

グラウンド

図書館

★九里学園高校の校舎は全て
　バリアフリーとなっています。

InformationCampus Guide

SP受付業務は
ここで行います。

11 ページ

PICK
UP!

頼もしい先輩が
待っている！

これが九里
学園だ！
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School Guide Book 2020

KUNORI
GAKUEN HIGH SCHOOL

学校周辺 電車の場合

関根 大沢 峠

板谷

西米沢

米沢

南米沢

高畠赤湯

宮内

おりはた梨郷

西大塚

長井荒砥

中川 置賜

成島
中郡羽前小松犬川

今泉

小国
羽前椿

萩生

福島
方面

山形
方面

新潟
方面

奥羽本線・山形新幹線最寄り駅 米坂線 フラワー長井線

学校法人九里学園
九里学園高等学校

〒992-0039  山形県米沢市門東町1-1-72
TEL.0238-22-0091  FAX.0238-22-0092

米沢駅より徒歩20分、自転車10分
南米沢駅より徒歩15分、自転車5分

米沢八幡原ICより車で15分

米沢市役所● 至山形

至白布

米沢警察署●

ナセBA●

伝国の杜●
上杉神社●

市立病院
●

●
山形大学

工学部

九里学園
高等学校

舟山病院

米沢中央
IC

米沢
八幡原IC

●

松 

川
松 

川

至福島
南米沢駅

米
沢
駅

西
米
沢
駅

N

2

13

121

121

121

287

N

kunori-h.ed.jp 検 索九里学園

詳しくはホームページをご覧ください

公式SNSも随時更新中です！


