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山形県立庄内総合高等学校

校　長　池 田 　 理
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山形県立庄内総合高等学校

校　長　池 田 　 理
　庄内総合高校は、令和４年４月から、これまで
の全日制に昼間定時制と通信制が加わり、新高
校としてスタートします。将来の進路目標や生活
の状況に応じて学習時間帯や形態を選択して
学ぶことにより、多様な生徒がそれぞれに個性
を磨き未来を拓くことができる学校です。また、庄
内町を学びのフィールドとした特色ある教育活
動を多彩に展開しています。特別教室棟新校
舎も昨年９月に完成し、生徒たちは県内で最も
新しい校舎で学んでいます。これからも地域の
未来を担う人材を育成し、愛され期待される学
校を目指してまいりますので、一層のご支援をお
願い申し上げます。
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生徒会長　渡 邉 颯 太

新新新新新新新新新新新新新たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたななななななななななななななななななな歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史史史史史史史史史史史史ののののののののののののののののの新たな歴史の
スススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトにににににににににににににににああああああああああああああああああたたたたたたたたたスタートにあたたたたたたたたたたたたたたたたたたっっっっっっったスススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタ トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトににににににににににににああああああああああああああああああああたたたたたたたたたたたたたたたたたたスタ トにあたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

山形県立庄内総合高等学校

生徒会長　渡 邉 颯 太
　庄内総合高校は今年度、全日制・定時制・通
信制の３つの課程をそろえた新しい学校に生ま
れ変わります。
　『磨こう個性を 拓こう未来を』をモットーに、自
分の進路に合わせた授業を選択して、それぞれ
の生徒が自分の将来の目標を実現するために
日々 学校生活を送っています。
　生徒会では今年度『ショウソウプライド』をス
ローガンとしました。自分たちで校則などのルー
ルを考えたり、母校を誇れる学校にするために、
地域ボランティアなどに取り組んできました。
　これからは３課程の生徒全員で新たな歴史
をつくり、地域の方々からも愛される学校を目指
して取り組んでいきたいと思います。
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こここここここれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれかれからはらはらはらはらはららららは３課３課３課程の程の程の程の程の生徒生徒生徒生徒生徒生徒生徒生徒生徒全全全全全員全員全員全員全員全員全員全員全 ででででででで新で新で新で新で たなたなたなたなたなたなたなたたたな歴史歴史歴史歴史史史史史史史史

をつをつをつをつをつをつをつをつをつをつつつをつくくりくくりくりくりくりくりくりくりくりくりくくく 地地地、地、地、地地域の域の域の域の域の域の域 方々方々方々方々方々方々方々方々方々方々方々々々々々々々かかからからからからからからからからかからからも愛も愛も愛も愛も愛も愛も愛も されされされされれれれれれされる学る学る学る学る学る学る学る学学学学学学校を校を校を校を校校校校 目指目指目指指指指
してしてしてしてしてしてししししししてしてして取り取り取り取り取 組ん組ん組ん組ん組ん組ん組んんんんんんでいでいでいでいでいでいでいでいでいいいでいでいきたきたきたきたきたたたたいといといといいいいいといといといといといと思い思い思い思い思い思いいいいいいいいますますますますますますますますますすす。。。

庄庄庄庄庄庄庄内内内総内総内総内総合合合庄庄庄庄内総内総内総内総内総内総内総総総総総合合合合合合合合合合合合合合高合高合高校は校は校は今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年度、度、全日日制制制 定時定時定時時時時制制制合高合合合合合高合高合高合高合高合高校は校は校はははは今今今今年今年今年今年今年今年今年今年今年今年今 度度度、度 全全全全全全全全全全全全日全日全日全日全全全全 制・制・・定定定定時定時定時定時制制
信信信信信制信制信制信制信信 の３の３の３の３つのつのつのつのつのつののの 程課程課程課程をそをそをそをそをそをそをそをそをそをそろえろえろえろえろえろえええええろえろえろえたたたた新た新た新た新た新た新しいしいしいしいしいしいしいしいしいしいしいししいしいしい学学校学校学校学校学校学校学校学学学学学 ににに

『『磨こ磨こ磨こ磨こ磨こ磨ここう個う個う個う個う個う 性を性を性を性を性ををををを性をを 拓拓拓拓拓拓拓こうこうこうこうこうこう未未未来未来未来未来未来未来未来を』を』を』を』を』をを をモをモをモをモをモをモをモをモモモモットットットトットットットットットットットットットットットットーーーーーーーーーーーにーにーにーーーーーにーに

　庄内総合高校は今年度、全日制・定時制・通
信制の３つの課程をそろえた新しい学校に生ま
れ変わります。
　『磨こう個性を 拓こう未来を』をモットーに、自
分の進路に合わせた授業を選択して、それぞれ
の生徒が自分の将来の目標を実現するために
日々 学校生活を送っています。
　生徒会では今年度『ショウソウプライド』をス
ローガンとしました。自分たちで校則などのルー
ルを考えたり、母校を誇れる学校にするために、
地域ボランティアなどに取り組んできました。
　これからは３課程の生徒全員で新たな歴史
をつくり、地域の方々からも愛される学校を目指
して取り組んでいきたいと思います。

山形県立庄内総合高等学校 〒999-7707 東田川郡庄内町廿六木字三ツ車8  TEL.0234-43-2138･43-3452
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制制制制 通通通制 通制・制・・通通通通制・通
に生生に生に生に生に生生生ままままままに生ま

ににににににに 自自自、自、自、自、自に、自

●自分の興味・関心に基づく科目選択
●主体的に進路を選択する力を養うキャリア教育　●社会の中で活用できる知識・技能を育成
●系列 下記の科目を開設します。
　▷教　　　養：国語・数学・英語等の選択科目　▷スポーツ・芸術：体育や芸術の専門科目
　▷生活・福祉：家庭や福祉の専門科目　　　　▷産業クリエイト：工業や商業の専門科目
●インターンシップ等の体験活動の推進

●全日制の3～6校時にあたる時間帯に授業を展開し修業年限は4年を基本とする。
　定通併修や放課後の授業の選択により3年での卒業も可能
●系列 下記の科目を開設します。
　▷教養：地歴・理科等の選択科目　▷生活・産業：工業・商業・家庭・福祉等の専門科目
●高校の学習の基礎を養う「学び直し」やインターンシップ等の体験活動の充実

●自宅での自学自習を中心に、学校での面接指導・添削指導とあわせ、自分のペースで学習　●日曜と木曜にスクーリングを設定
●国語・数学・英語等の共通科目を中心に学習。定通併修により総合学科等で開設される工業・商業等の専門科目も履修可能
●技能審査等の校外の学修を単位認定　●校外における社会体験活動等を通して社会性を涵養

地域でのボランティア活動（枝打ち）地域でのボランティア活動（枝打ち）系列での学び系列での学び 体操部（県高校総体23連覇中）体操部（県高校総体23連覇中）

教育　●社会の中で活用できる知識・技

択科目 ▷スポーツ・芸術：体育や芸術の専門

援援ををを援ををおをおをおをおをおをおをおをおををお援援を援をを

学学学学学学学学学
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●●● 分分の興の興味味・関心関心分分自分自分自分自自自分自分自
● 体的に進路を選体主体主
● 列列系列系 下記の科目を
▷▷教教教 養：国語・数学・英語等の選択

全日制の課程 総合学科全日制の課程 総合学科

リア教

択科目

に基に基づくづく科目科目選択選択
選択する力を養うキャリ
を開設します。
語 数学 英語等の選択

総合学科総合学科

定時制の課程 総合学科定時制の課程 総合学科

通信制の課程 普通科通信制の課程 普通科通信制の課程 普通科通信制の課程 普通科通信制の課程 普通科

会　長　土 門 　 敦会　会　会　会　会　会　長会　長会　長会　長会　長会　長会　長会　長　会　長会　長会 長　土土土土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門土 門 敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦会　長　土 門 　 敦

山形県立庄内総合高等学校
みやまちどり同窓会

門科目
門科目門科目

能を育成

門科目 変化の激しい
社会を、心豊かに、
たくましく生きる
人間の育成

変化変化化変化の変化の変化の変化の変化の変化の変化の化化化化化変化の変化の変化の変化の変化の激しい激しい激しい激しい激しいしいしいしいしいしいしいしいしいししいしいしいしいしい激しい激しいしい激しい激しい激し変化の激しい
社会を、心豊かに、
たくましく生きる
人間の育成

自分にふさわしい
学習時間帯や

学習形態の選択が
可能な教育課程の

提供

。

門科

で学習　●日曜と木曜にス
される工業・商業等の専門科

科目

提供提供提供提供提供提供提供提供提供提供提供
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連携・協働、
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連携・協働、
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推進

【基本理念】
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通信制昇降口と廊下通信制昇通信制昇通信制昇通信制昇通信制昇通信制昇通信制昇信通信制昇信制昇通信制昇通信制昇信制昇通信制昇降口と降口と廊降口と廊降口と廊降口と廊降口と廊降口と廊降口と廊降口と廊降口と廊降口とと口と口と口とと口と降口と廊降口と廊下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下通信制昇降口と廊下

通信棟教室通信棟教通信棟教通信棟教通信棟教通信棟教通信棟教信棟教信棟教通信棟教通信棟教通信棟教棟教通信棟教信棟教通信棟教室室室室室室室室室室室室室室通信棟教室

■特別教室棟改築工事設計・監理

山形市緑町4丁目25-13　☎023-642-8868
株式会社 アーキブレン山形
一級建築士事務所
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■仮設工事（内外部足場）

鶴岡市文下字仲田28-3
☎0235-64-1762

㈱秋　野　組
■土工事

鶴岡市千石町11-28
☎0235-22-8288

田川砂利工業㈱
■地業工事（杭打）

庄内町余目字沢田15
☎0234-45-0450

前田製管㈱酒田支店
■鉄筋工事（納入）

鶴岡市下清水字内田元74-6
☎0235-24-2111

㈱新　池　田

■鉄筋工事（加工組立）

鶴岡市宝田3丁目７-８１
☎0235-23-1285

㈱佐 藤 鉄 筋
■型枠工事

新潟県村上市勝木755
☎0254-77-2963

高 橋 工 業㈱
■鉄骨工事

鶴岡市柳久瀬字大坪16
☎0235-64-3714

㈲成澤鉄工所
■防水工事

鶴岡市西新斎町4-39
☎0235-24-2180

奥 羽 建 装㈱

■木工事（木材納入）

鶴岡市友江字川向61-1
☎0235-33-0100

㈱大　　　　和
■木工事

鶴岡市東新斎町8-30
☎0235-22-7024

㈲丸幸渡部建築木工
■石・タイル工事

鶴岡市道田町1-89
☎0235-24-2250

㈱ヤマサタイル商会
■金属・内装工事

鶴岡市羽黒町手向字院主南149-1
☎0235-62-4557

㈲三 和 建 装

■金属・内装工事

鶴岡市小真木原町18-2
☎0235-64-0801

㈱トガシ 内 装
■金属・金物工事

鶴岡市文下字沼田44-1
☎0235-22-6531

阿　部　多㈱
■左官工事

鶴岡市友江町16-20
☎0235-33-2432

本 間 工 業㈱
■鋼製建具・ガラス工事

鶴岡市伊勢原町26-48
☎0235-24-2961

㈱日東軽金 鶴岡支店

■木製建具工事

鶴岡市大淀川字洞合4-5
☎0235-23-8556

泉　興　業㈱
■塗装工事

鶴岡市伊勢原町26-10
☎0235-22-1626

㈱ナ カ ム ラ
■内装工事（床シート・クロス）

鶴岡市白山字村北87-1
☎0235-24-1117

㈱野　　　　口
■ユニットその他工事

鶴岡市平京田字屋敷廻1-4
☎0235-22-0002

金　　　　屋㈱


