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2018年に創立30周年を迎えたことをきっかけに、トラディショナルスタイルの
カジュアルブランド「EAST BOY」のオリジナル制服を採用しました。ネイビーのブレ
ザーに、女子はさわやかなブルーのチェックを基調としたスカートで、可愛らしい
人気のデザインになっています。
夏服は、シャツとポロシャツのツースタイルを採用し、機能性を持ち合わせ、快
適な学校生活を送れるようになっています。
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TEL：0299-83-3211（代表）TEL：0299-83-3215（入試広報部直通）
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ポロシャツ

自分づくり、仲間づくり、
未来づくり
これからの社会をたくましく生きる個性を育む。
それぞれ目標の異なる生徒同士が協同する。
未来を切り拓く創造力を磨いていく。
鹿島学園高等学校はその活動をサポートしていきます。
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確かな学力

グローバル社会を生き
抜く国際感覚

自ら学び、主体的に
問題を解決する能力

校訓
豊かな人格形成
他 者を思い やる気 持ちを
育み、仲間と協力して取り
組むコミュニケーション力
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多様性社会を生き抜く力
3年間自分の進路実現のために努力する生徒、国際社会で活躍を目指す生徒、
美術系やイラストレーターを夢見る生徒、部活動で全国大会出場を誓う生徒、
プロサッカー選手を目標とする生徒、海外から日本文化を学びたいと留学してくる生徒、
お互いを尊重しあいながら、ともに成長していく環境がここにはあります。
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世界・アジア・日本で活躍する人材育成

グローバルコース

進路目標：難関国公立大・難関私立大・海外留学
・少人数教育を活かした英語力とコミュニケーション能力の向上
コース
・現代の諸課題を調査し、その問題点と解決方法を探る問題解決能
目 標
力とそれを発信するプレゼンテーション能力

グローバルコース専門科目「Logical Thinking」
現代の諸課題を調査し、プレゼンテーションを繰り返していくこと
で、問題解決能力とプレゼンテーション能力を身につけていきます。

英語教育
海外出身の 3 人の教員と少人数クラスでのオールイングリッシュ授
業を通して、「読む聞く」だけではなく「書く話す」といった 4 技能を
向上させていきます。
（1 年次：6 時間

2 年次：4 時間

3 年次：6 時間）

海外研修
1 年次：タイ海外研修（1 週間）
2 年次：アメリカ語学研修（2 週間）

STUDENT MESSAGE

個性豊かな仲間たちと共に過ごす3年間
グローバルコースは少人数クラス編成で、個性豊
かな仲間たちと 3 年間共に過ごします。授業はオー
ルイングリッシュですが、クラスの雰囲気が良く、
少人数で発言がしやすい環境です。理解できなかっ
たり、疑問に思ったことはすぐに相談することがで
き、毎回新たな発見があります。ネイティブの先生
方に丁寧に英語を教えてもらえるし、自ら学びを深
めることができます。英語に興味がある人は、ぜひ
グローバルコースへの進学を考えてみてください！
飯塚さん（1年生：神栖市立神栖第一中学校出身）
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GRADUATE MESSAGE

慶應義塾大学進学

高校生活での積極的な取り組みを糧に、
地域に貢献できる事業家を目指しています
高校生活では部活動や生徒会活動、課外活動など様々なことに積極的に取り組
みました。特に、
「デキストリンペーパーによるプラスチック代替」というテー
マで生分解性プラの研究活動に力を注ぎました。慶應義塾大学総合政策学部では、
昨年 8 月より計量経済学の研究室に所属し、政策の効果検証および実証分析を行っ
ています。大学外では、福島県双葉町をフィールドに自ら団体を立ち上げ、
「まち
づくり」に携わっています。今後は、日常のなかに生まれるちょっとした非日常
や特別感をデザインできる事業家を目指していきます。
宮内さん（神栖市立波崎第一中学校出身 /2021年3月卒業）
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多彩な分野で活躍する人材育成

進学コース

進路目標：難関国公立大・難関私立大・中堅私立大・専門学校・
公務員・一般企業就職
・習熟度別クラス編成による一人ひとりに応じた学力の定着
コース
・授業、部活動、学校行事、校外での社会活動や各コンテストへの
目 標
参加による自分づくり

STUDENT MESSAGE

勉強、部活動、行事を両立して充実した日々を送っています

自分づくり
自分の進路を実現するために学力向上に励む、部活動におい

先生方は電子黒板を有効に活用して、分かりや

て全国大会出場を目指しながら学習も両立する、校外のボラン

すい授業を進めてくれています。また、授業内で

ティアや社会活動に参加し視野を広げる、それぞれ開催される

理解できなかった問題や、効率的なテストの勉強

コンテストに出場し自分の関心がある分野を探究する、その経

法なども個別で親身になって相談にのってくれま

験を通して、自分づくりをしていきます。

希望進路実現に向けた学力の定着
「授業」での基礎学力定着、「放課後ゼミ」による応用力向上、
「夏期・冬期講習」による大学受験対策や公務員・就職試験対策、

す。
セミナーやゼミでは自分に合わせた授業を選ぶ
ことが可能で、苦手克服のための充実した勉強をす
ることができます。行事、部活、勉強などを両立
して楽しい学校生活を送っています。
香取さん（1年生：潮来市立潮来第一中学校出身）

これらによって自分自身の希望進路を実現していきます。
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感性豊かで、
クリエイティブな人材育成

芸術コース

進路目標：美術系大学・イラストレーター、アニメーター系専門学校
コース ・基本的な素描技術とデザインの想像力を養う
目 標 ・自分のイメージを形にする表現力を身につける

STUDENT MESSAGE

友人の感性やアイデアにいつも刺激されています
基礎デッサンの授業では、クロッキーやデッサン
などの基本的な描写力を向上させる授業をしていま
す。デザインの授業では、タブレット端末やスマート
フォン、PC などを使用してマイマークのデザインをし
ています。芸術コースでは一緒に学ぶ仲間の作品や
アイデアに多く触れることができます。また、同じ趣
味や夢を持つ友人や先輩との交流の中で表現の幅を
広げることができます。
坂本さん（2年生：香取市立山田中学校出身）

STUDENT MESSAGE

授業を通して
自分の感性を磨いています
基礎デッサンの授業では鉛筆や木炭を使い静
物画を描いたり、クロッキーをするなど基礎的
な技術を身につけていきます。また、アナログ
だけではなく PC や個人のタブレットを使用し
たデザインの授業もあり、デジタルの技術も学
ぶことができます。デザインの授業では、自分
のオリジナルのロゴ、好きなキャラクターやアー
ティストの紹介カードなどを作り、他の生徒と
交流をしながら、多くの人の作品に触れること
ができます。3 年生からは週 3 回芸術コースの
専門科目の授業があり、より絵を描く時間をと
ることで自分の感性を磨いていきます。
湯本さん（2年生：鹿嶋市立大野中学校出身）

芸術コース専門科目
基 礎デッサン A
造形表現に必要な形態・色彩・材料の理論と実践

基 礎デッサン B
建築・彫刻・絵画の基礎となる「素描」技術の習得

デザイン
創作活動に必要なデザインと表現力を養う

総合研究
これまで学んだ技術と表現力を用いて、作品を制作する

実習環境
芸術コース専用の高性能 PC やタブレットを使用してのデジタ
ルな創作活動、デッサンや油絵、彫刻などのアナログな創作活動、
さまざまな創作活動をきめ細かくサポートしていきます。
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自ら学び、
主体的に問題を解決する力を養う
本校が「学校情報化優良校」に
認定されました

校 訓

（県内高等学校第1号、全国高等学校10校目）

確かな学力
学校情報化優良校は、教育の情報化に総合
的に取り組み、情報化によって教育の質の
向上を実現している学校を「JAET日本教育
工業協会」が認定するものです。

基礎学力の定着から
大学受験対策
夏期／冬期講習
夏休みや冬休みの長期休業期間に、1、2 年生
は英語・国語・数学、3 年生は受験科目を開講
しています。また、公務員や就職希望者のため
の試験対策も実施しています。

放課後ゼミ
科目を自分で選択し、放課後に自由に受講する
のが鹿島学園の「ゼミ」です。基礎的な学習か
ら難関大受験対策までを、自分に合わせて着実
にステップアップしていきます。

デジタル社会を生き抜く
スキルを身につける

ノート PC やスマートフォンを活用した学習

支援システムを全コースで採用しています。
教員と生徒のコミュニケーションを一層充
実させています。

Microsoft Teams
（オンラインコミュニケーションツール）
「教員と生徒」や「生徒同士」が場所を限
らず、共有コンテンツにアクセスし、学習
や計画立案、イノベーションなどを共に進

めることが可能になります。
スタディサプリ
スタディサプリ ENGLISH

充実した学習動画を通して、学び直しや
弱点克服、主体的な学習による学力向上

を図ることができます。また、「スタディ

サプリ ENGLISH」では英語 4 技能の定着

や TOEIC テスト対策にも役立てています。

ICT 改革
校内全域に高速無線 LAN を整備し、全
教室に電子黒板、書画カメラが常設され

ています。教材をデジタル化し、効率的
で密度の濃い授業を行っています。
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他者を思いやる 仲間と協力する
コミュニケーション力を養う

校 訓

豊かな人格形成

SCHOOL EVENTS

行事を通して
他者を思いやる気持ちや
仲間と協力する心を育んでいく
1ホームルーム合宿（1 年）

6スポーツ大会

2緑風祭（文化祭）

7芸術鑑賞会

1

3遠足（1 年）
4野球／サッカー全校応援

2

4

6

5体育祭

3

5

7

SCHOOL EVENTS

経験が
コミュニケーション能力を
磨いていく
1国際サマーキャンプ
2ハロウィンパーティー（グローバルコース）
3クリスマスパーティー（グローバルコース）
4スピーチコンテスト
5春節パーティー
1

2
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3

4

5
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グローバル社会を生き抜く
国際感覚を身につける

校 訓

将来をみすえた

国 際 理 解

修学旅行
アメリカ合衆国のオレゴン州に、ホームステイ3日間を含む1
週間滞在します。自分自身の目と肌で言語や文化、慣習に触
れ、現地の人々と交流をしていきます。その経験はこれから
の国際社会で必ず活きるはずです。

海外遠征
男子サッカー部は2003年からスペイン遠征を実
STUDENT MESSAGE

日本に来てから、
多くの友達ができました

施し、海外の高校生と親善試合を通して国際交流
を行っています。

私は韓国からこの鹿島学園高等学校に留学し
てきました。留学生の多くは日本の文化に興味
があり来日しています。学校行事や授業を通し
て、留学でしか体験できない経験をしています。
特に、文化祭などの学校行事を通して日本人生
徒と交流し、日本の文化を学ぶことができてい
ます。教室でもお互いに困っていることがあれ
ば助け合いながら、楽しい学校生活を送ってい
ます。
ユンさん（3年生：韓国出身）

海外クラブとの提携
クラスに在籍する留学生との交流
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2018年に鹿島学園高等学校とビジャレアル CF(2021-2022スペイン1

それぞれの学年に、中国、韓国、ベトナム、タイ、インドネ

部 ) との提携が実現しました。サッカー部は同クラブの育成メソッド

シアなどアジア圏の留学生が 15 名程度在籍しています。彼

の導入、学校としては教員の教養力向上やスキルアップを目標に研修

らとの学校生活や交流を通して国際感覚を養っていきます。

会などを開催しています。
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一人ひとりに応じた進路サポート

将来の自分を見つめる

2022年度入試主要大学合格実績（全日制のみ）

進 路 指 導

国立大学
筑波大学
茨城大学
静岡大学
鹿屋体育大学
私立大学
明治大学
法政大学
中央大学
関西学院大学

2名
2名
1名
1名
2名
3名
1名
1名

過去３年間
の合格実績

（全日制のみ）

駒澤大学
成蹊大学
専修大学
東京農業大学
東洋大学
獨協大学
南山大学
日本大学
文教大学
神奈川大学

2名
1名
3名
1名
1名
2名
1名
3名
2名
5名

京都産業大学
工学院大学
國學院大学
順天堂大学
女子栄養大学
東京経済大学
東京女子体育大学
東京電機大学
日本体育大学
武蔵野大学

1名
1名
2名
1名
1名
1名
1名
2名
2名
3名

桜美林大学
関東学院大学
京都橘大学
国士舘大学
産業能率大学
つくば国際大学
帝京大学
東海大学
Taylor’s University

1名
3名
2名
3名
3名
3名
5名
2名
1名
他多数

2022年度入試
主な指定校推薦枠
東京理科大学
法政大学
関西学院大学
南山大学
芝浦工業大学
獨協大学
東京農業大学
文教大学
日本大学

専修大学
東洋大学
工学院大学
東京都市大学
武蔵野大学
神奈川大学
女子栄養大学
東京経済大学
他多数

筑波大学、茨城大学、茨城県立医療大学、東京藝術大学、静岡大学、鹿屋体育大

学、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、
法政大学、学習院大学、立命館大学、関西学院大学、南山大学、成蹊大学、成城
大学、明治学院大学、津田塾大学、獨協大学、國學院大學、東京農業大学、順天

堂大学、東京経済大学、日本大学、専修大学、東洋大学、駒澤大学、文教大学、玉川大学、立正大学、
女子栄養大学、武蔵野大学、神奈川大学、産業能率大学、東京都市大学、神田外語大学、鎌倉女子大学、
国際医療福祉大学、東京家政大学、国士舘大学、拓殖大学、東海大学、関東学院大学、帝京大学、帝

京平成大学、帝京科学大学、大東文化大学、つくば国際大学、常磐大学、流通経済大学、山梨学院大学、
関西外国語大学、京都産業大学、福岡大学、京都精華大学、東京工芸大学、横浜美術大学、日本体育大学、

日本女子体育大学、東京女子体育大学、イリノイ大学、テイラーズ大学

他多数

進路スケジュール
2

１ 年

進路指導で最も大切にする「自分探し」
「なりたい自分を考える」「将来の自分は何をしたいのか」「どんな夢や希望を持っているか」
大学見学会や進路ガイダンス、大学教授・専門学校講師による模擬授業などの体験や経験を通して、将来
の自分を思い描くサポートをしていきます。

◦文理選択ガイダンス（5月）
◦進路希望調査（6月）
◦夏期講習（7・8月）
◦実力テスト（9月）
◦大学見学会（10月）
◦大学教授・専門学校講師による
模擬授業（11月）
◦進路希望調査、冬期講習（12月）
◦卒業生を囲む会（3月）

年

◦実力テスト（5月）
◦進路希望調査、進路ガイダンス（6月）
◦夏期講習（7・8月）
◦実力テスト（9月）
◦大学教授・専門学校講師による
模擬授業、進路適性検査（11月）
◦進路希望調査、冬期講習（12月）
◦進路ガイダンス（1月）
◦卒業生を囲む会（3月）

3

年

◦進路希望調査・実力テスト（4月）
◦進路ガイダンス
奨学金説明会（6月）
◦就職指導（6月から随時）
◦総合型・学校推薦型選抜指導（7月から随時）
◦夏期講習（7・8月）
◦就職希望者選抜テスト（8月）
◦大学入学共通テスト説明会（9月）
◦冬期講習（12月）
◦一般選抜直前対策（1月～）

※この他に、年に複数回全国模試を校内で実施しています。

そして、複雑になってきた「進路選択」と「受験方式」
進路指導部をはじめ、担任、学年の職員で進路実現に向けて共に取り組んでいきます。

GRADUATE MESSAGE

GRADUATE MESSAGE

早稲田大学進学

茨城大学進学

塾に行かなくても受験勉強に励むことができます

高校時代のチャレンジが現在に活かされています

鹿島学園は、放課後のゼミや夏期講習、冬期講習、勉強合宿などが充実して

私は高校時代に多くのことにチャレンジしました。クラスの活動に加えて、生徒

いました。そのため、塾に行かなくても受験勉強に励むことができました。勉

会活動や茨城ハイスクール議会では議長を務めるなど、外部のイベントに積極的に

強についての質問や相談を親身に聞いてくださったり、英検や TOEIC の対策を

参加しました。高校時代の活動や、学びが現在の私に繋がっていると思います。

してくださったり、先生方の手厚い指導には本当に感謝しています。また、勉

高校までの勉強とは異なり、より専門的で難しく諦めそうになりますが、すべて

とができました。鹿島学園に入学して本当によかったです。

自分の将来に繋がると信じて頑張っています。

田村さん（神栖市立神栖第四中学校出身 /2021年3月卒業）
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私は大学で、茨城県の活性化を目標に政治学や行政学などを勉強しています。

強だけではなく、部活動や学校行事も充実しており、楽しい高校生活を送るこ

長峰さん（鉾田市立大洋中学校出身 /2021年3月卒業）
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SPORTS
強化指定部活動

■サッカー部（男女）
■男子硬式野球部

■レスリング部（男女）

■男子バスケットボール部
■水泳部（男女）

■陸上競技部（男女）

■ソフトテニス部（男女）
■剣道部（男女）

■女子ソフトボール部
■女子バレーボール部
体育系部活動

■女子バスケットボール部
■硬式テニス部（男女）
■チアダンス部

ソフトテニス部

男子バスケットボール部

常に試合を意識して練習に取り組んでいます。 「努力した仲間を信頼する」を合言葉に練習に
男子に続き、女子のペアが初めてインターハイ
励んでいます。部員全員が技術だけではなく、
に出場しました。これからもインターハイ目指し
何よりも「心」を大切にして取り組んでいます。
て頑張ります。
飯田さん（2年/香取市立小見川中学校出身）
㊧長野さん（1年/潮来市立潮来第一中学校出身）
㊨大﨑さん（1年/潮来市立潮来第一中学校出身）

女子ソフトボール部

レスリング部

硬式テニス部

人間として成長し、それをソフトボールに
繋げるという雰囲気づくりをして練習に
励んでいます。2022年は県大会で優 勝
し、関東大会に出場することができまし
た。全国大会出場を目指して頑張ります。
小川さん（1年/旭市立第一中学校出身）

部員全員が「日本一」を目標に掲げて練習して
います。与えられた練習をするだけではなく、一
人ひとりが自ら課題を考え、主体的に練習に取
り組んでいます。
㊧佐藤さん（1年/草加市立青柳中学校出身）
㊨内田さん（3年/鹿嶋市立大野中学校出身）

県大会に出場し、上位進出を目指して練習をし
ています。競技未経験者も入部しています。一
緒に楽しく活動しませんか。
㊧勝野さん（2年/神栖市立神栖第四中学校出身）
㊨田口さん（1年/鹿嶋市立鹿島中学校出身）

SPORTS
& CULTURE

男子サッカー部

陸上部

2021年度はインターハイ・選手権大会に出場し
県内2冠を達成しました。プリンスリーグ関東に
も昇格し、選手権大会での全国優勝目指して頑
張ります。
伊藤さん（1年/神栖市立神栖第三中学校出身）

個人・団体での関東大会、全国大会出場を目標
に練習しています。400ｍタータントラックが完
備され、大会と同じ環境で練習することができ
ます。
㊧小川さん（1年/香取市立小見川中学校出身）
㊨田渡さん（1年/神栖市立波崎第四中学校出身）

CULTURE

文化系部活動
■吹奏楽部
■軽音楽部
■美術部

女子サッカー部

水泳部

男子硬式野球部

女子バレーボール部

2021年度は選手権大会に出場し、2022年度は
初のインターハイ出場を勝ち取りました。
「Just
Get The Victory ーまずは自分に常勝であれー」
を目標に努力しています。
工藤さん（2年/鹿嶋市立鹿野中学校出身）

部員はそれぞれ自分の目標を達成するために各
スイミングクラブで練習しています。私たちも今
までの先輩方のように関東大会やインターハイ
出場を目標に頑張ります。
長澤さん（1年/神栖市立神栖第二中学校出身）

2021年には、創部以来初出場となる夏の甲子
園大会に出場しました。部活動以外の場面でも
野球部の部員である自覚と責任を持ち行動する
よう心がけています。
平塚さん（3年/鹿嶋市立鹿島中学校出身）

県大会優勝を目指して練習に取り組んでいます。
今年は関東大会に出場することができました。
これから部員全員で力を合わせて全国大会に出
場できるよう努力していきます。
宮内さん（1年/行方市立北浦中学校出身）
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■茶道部
■英語部

剣道部

チアダンス部

顧問の先生に日頃から指導されている、
「感謝」
「感動」「感性」という 3 つの「感」を学校でも
道場でも意識して生活しています。
㊧高寺さん（1年/行方市立麻生中学校出身）
㊨金井さん（1年/神栖市立神栖第四中学校出身）

チアダンス専門の外部コーチに来てもらい、本
格的な練習に取り組んでいます。野 球やサッ
カーの全校応援、地域のイベントを中心に活動
しています。
高橋さん（2年/鹿嶋市立鹿島中学校出身）

吹奏楽部

軽音楽部

茶道部

演奏する楽しさを部員全員で共有しながら、部活動に取り
組んでいます。経験がある人も、未経験者も大歓迎です。
㊧菅谷さん（3年/鹿嶋市立大野中学校出身）
㊨小林さん（3年/鹿嶋市立鹿野中学校出身）

部員も増えてきて、複数のバンドが活動しています。好き
な音楽、好きなバンド、好きな曲一緒に楽しみませんか。
㊧高橋さん（2年/潮来市立日の出中学校出身）
㊨井川さん（3年/鉾田市立鉾田南中学校出身）

茶道を通して日本文化に触れることを目標に活
動しています。留学生も日本の生徒も一緒にお
稽古に励んでいます。
ホアさん（3年/ベトナム出身）
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生徒一人ひとりの目標達成をサポートするために学生寮が用意され

学

生

寮

ています。共同生活の場で規律や協調性を学び、寮担当職員の親身
な指導により安全に生活しています。

第 2 学生寮
（１部屋3名）

女子の強化部の生徒、留学生、

第 1 学生寮

学習に集中したい生徒などが生活
しています。それぞれの生活スタ

（１部屋2名）

イルは違いますが、個々の目標に
向かって、尊重しあいながら楽し

強化部に所属している男子生徒

く生活しています。

が生活しています。野 球 部 、サッ

カー部、レスリング部などお互いの
部活動において、刺激を受けなが
ら切磋琢磨し、寮生活を送ってい
ます。

寮内高速無線LAN（Wi-Fi）完備
第 1 学生寮、第 2 学生寮ともに、高速 Wi-Fi を完備しているため、23 時の消灯まで自由
に利用できます。学習動画の視聴や調べ学習の他、スポーツサイトの閲覧などに自分のス
マートフォンを活用できます。また体育館や屋外でも高速 Wi-Fi が利用できるため、動画分
析や動画の共有など、部活動にも活用されています。
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自分づくり 仲間づくり 未来創造

スクールバス

学校は、“ 学び ” の場です。では、何を、どのように学ぶのでしょうか。

現代社会は、自国のみで成り立つものではありません。世界共通の

まず人生を生きていくうえで基盤となる教養 ･ 知識を身につけるこ

認識として、多様性を認める国際感覚を身につける必要があります。

とが必要です。本校では日々の一コマ一コマの授業を大切にし、ICT

本校は、海外での学びを求めて来日する留学生を積極的に受け入れて

を効果的に取り入れ、主体的 ･ 対話的な学びを通して「確かな学力」

おり、留学生と共に過ごす 3 年間があります。また、海外に目を向

の定着を図るだけでなく、生徒の学びのニーズに応じ、進学コース、

け自然・文化・価値観の違いを理解するために海外修学旅行や国際交

グローバルコース、芸術コースを設けております。

流行事を行っています。このようにしてグローバル感覚を磨き、国際

“ 学び ” は学力を身につけるにとどまるものではありません。目標
を達成しようと自己研鑽する向上心、他者を敬い思いやりの心を持つ

が、高校時代にその土台が築かれます。本校では多様な生徒が同じ学

も大切な “ 学び ” です。本校では、全国大会での活躍を目指す運動部、

び舎に集い、ともに学びあう中で、
「自分づくり」「仲間づくり」をし

あるいは青春を謳歌し趣味を生かす部活動、仲間と創意工夫して創り

て、「未来を創造」していく力を育むことができます。

70分

25分

20分

鹿島学園高等学校

玉造駅前

80分

③桜川・東線
ｾブﾝｲﾚブﾝ
浮島店

北浦大橋

15分

東町
町役場前

鹿島
神宮駅

50分

潮来駅

10分

延方駅

30分

土合小
入口

20分

55分

小見川駅

佐原駅

90分

40分

息栖
トヨタ部品

セントラル
ホテル

60分

40分

②佐原・牛堀線 ⑤小見川・神栖線

④神栖・鹿島線

時刻表等詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

がここにあります。
校長

白鳥小

白浜口

鹿島学園だからこそできる “ 学び ”、鹿島学園にしかない “ 学び ”

鹿島学園高等学校

50分

⑥北浦・鉾田線

80分

さつ・礼儀作法等、人として大切な資質 ･ 能力・習慣を身につけるの

新鉾田駅

100分

蔵川バス停

めております。
“ 学び ” に向かう姿勢は生涯にわたり求められるものではあります

して「豊かな人格形成」を図ります。

鉾田北中前

スクールバスなら遠距離通学も便利で安心です。

社会に貢献できる人材育成のために「将来をみすえた国際理解」に努

良好な人間関係構築力、協働のための意見調整力、健康・体力、あい

あげる学校行事、さらには社会貢献活動に積極的に参加することを通

⑦玉造・日の出線

各方面の路線も充実し、多くの生徒に対応しています。

常井 安文

銚子駅

80分

①銚子・波崎線

学校概要
1. 法人名

学校法人

2. 学校名

鹿島学園高等学校

鹿島学園

理事長

3. 所在地

本校 〒314-0042
茨城県鹿嶋市田野辺141-9 TEL：0299-83-3211

校長

大森

常井

第1学生寮 〒314-0042
茨城県鹿嶋市田野辺585-8

伸一

安文

TEL：0299-83-3216

第2学生寮（学校隣接） 〒314-0042
茨城県鹿嶋市田野辺141-9 TEL：0299-83-3211

4. 課程・学科・コース
◇全日制

普通科
・進学コース（190名）
・芸術コース（30名）
・グローバルコース（20名）

◇広域通信制（単位制）

鹿島学園の沿革
平成 元 年 ４ 月 ４ 日

竣工式・開校式典

平成３０年 ６ 月２３日

学校創立30周年記念式典挙行

平成 元 年 ６ 月１９日

後援会設立

平成３０年 ９ 月 １ 日

全教室電子黒板等ICT機器完備

平成３０年１０月 １ 日

校内高速無線LAN完備

平成 ３ 年１２月１８日

学生寮竣工式

平成 ７ 年 ５ 月１５日

ＰＴＡ設立

平成１０年 ４ 月 ８ 日

全館空調工事完了

平成１６年 ３ 月２９日

通信制開設

平成２５年 ９ 月 １ 日

人工芝サッカー場完成

平成２５年 ９ 月１５日

学生寮2号館完成

平成２６年 ２ 月 ３ 日

食堂完成

平成２９年 ２ 月 １ 日

サッカー室内練習場完成

平成２９年 ３ 月 １ 日

400m陸上トラック付き第２人工芝
サッカー場完成

就学支援金について
就学支援金とは全ての意思のある高校生が安心して勉学に打ち込めるように、家庭の教育費を国が支援するものです。その
ため貸与型の奨学金ではなく、返済が不要です。制度改正で、2020 年度より私立高校等に通う生徒への支援が手
厚くなりました。
この他、
「入学金軽減事業」「奨学給付金事業」により学費が減免される事業もございます。詳しくは、学校ホー
ムページをご覧ください。
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