
Senior High School
Chiba Municipal
Intercultural,National,And Global EducationIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggggggInageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学千葉市立稲毛高等学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

【交通】JR稲毛駅下車・海浜交通バス１０分（稲毛高校前）または、JR稲毛海岸駅下車・徒歩１５分。

千葉市立稲毛高等学校
https://www.city.chiba.jp/school/hs/001/index.html
〒261-0003　千葉市美浜区高浜3－1－1
ＴＥＬ 043（277）4400・4401
ＦＡＸ 043（279）0565

　全普通教室に空調設備が設置され、快適な環境で学習に励むことができます。

充実した高校生活を送るための施設・設備が整っています充実した高校生活を送るための施設・設備が整っています。。学 校 施 設

Yourdream willbecomerealityYour dream will become reality..

部 活 動 勉強と部活動を両立させ、より豊かな学校生活を送ろう。８０％以上の生徒が加入しています。
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陸上競技・野球・サッカー・バレーボール・剣道
バスケットボール・ラグビー・卓球・バドミントン
ソフトテニス・水泳・硬式テニス・ソフトボール
ダンスドリル・ヨット
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学 校 行 事 ※２学期制です

（２０２２年度のものです）

　４月 入学式　部活動紹介　校外学習（２年）　スポーツテスト
　５月 生徒総会　考査週間①　進路講演会（３年）　創立記念日（5/29）
　６月 考査週間②　飛翔祭　学びの基礎診断・模試①
　７月 考査週間③
　８月 夏期語学研修（２年希望者）　夏期進学課外
　９月 面談週間　考査週間④　生徒会役員選挙

前　前　期期

　１０月 修学旅行＆秋期語学研修（２年）　進路講演会（１・２年）　体育祭
　１１月 考査週間⑤　学びの基礎診断・模試②
 国際理解教育（１・２年）　グローカルプレゼンテーション
　１２月 考査週間⑥　英語合宿（１年希望者等）　中等入学者選抜（一次）
　１月 学びの基礎診断③　中等入学者選抜（二次）
　２月 考査週間⑦　高校入学者選抜
　３月 考査週間⑧　卒業式　進路講演会（１年）　進路懇談会（２年）

後　後　期期

弦楽オーケストラ・吹奏楽・文芸・生物
天文・茶道・華道・演劇・書道・美術・合唱
写真・ＥＳＳ・放送・工芸・家庭科同好会
軽音楽同好会

文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動

写真提供　株式会社フォトライフ

　本校の制服は、着心地や耐久性
を考慮したものになっており、
スラックス・スカートいずれも
着用が可能です。また、夏服用の
ベストもあります。
　夏季服装期間には、各自で用意
した無地白色の長袖・半袖ワイ
シャツあるいは半袖ポロシャツを
着用できます。

令和５年１２月より約１年間、校舎の改修工事に伴い、グラウンドに設置予定
の仮設校舎に移転することになります。改修工事後は現在の校舎に戻ります。

令和５年度　入学者選抜について
令和５年度については、８月以降に千葉県教育委員会のホームページでご確認ください。

第１コンピュータ室
多目的ホール、パソコン教室、CALL教室、セミナールーム
があり、授業や国際交流の場として広く利用しています。
（冷暖房完備）

蔵書数４万冊以上を誇る図書館
（冷暖房完備）

セミナールーム
おもに英語や数学の少人数の授業に利用しています。

（冷暖房完備）

朋友館（合宿所）
食堂、宿泊室、浴室等を完備し、おもに部活動の合宿に
利用しています。
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学 校 紹 介 　本校は千葉市民の期待と要望にこたえ、次代を担う有為な人材の育成を目指して、
昭和５４年４月に開校した市立高校です。普通科、国際教養科があります。、また平成１９
年４月から、附属中学校を併設し、令和４年度には、千葉市立稲毛国際中学教育学校
が開校となりました。
　すぐ近くには稲毛海浜公園があります。稲毛浜から見える海の煌めきのように明るく、
自由闊達な雰囲気が本校の特徴です。部活動もとても盛んで、多くの生徒が熱心に取り
組んでいます。夏期進学講習等の進学サポートも充実しています。「グローバル・リーダー」
の育成を目指した英語・国際教育にも力を入れており、ネイティブ講師による語学授業をは
じめ、海外語学研修（ホームステイ）や英語合宿等によって、大きな成果を上げています。

教育カリキュラム ※普通科、国際教養科とも、ここに掲載したのは令和４年度入学生の教育課程です。
　今後、若干の変更が加わることがあります。

＊詳しくは
　「国際教養科案内」
　をご覧ください。

１　　　　　年
時間数

国 際 教 養 科普　　　通　　　科

現代の国語（２）
１
２

言語文化（２）
３
４

地理総合（２）
５
６

公共（２）
７
８

数学Ⅰ（３）
９
１０
１１

数学Ａ（２）
１２
１３

生物基礎（２）
１４
１５

総合英語Ⅰ（４）
英語コミュニケーションⅠ

（３）

１６
１７
１８

論理・表現Ⅰ（２）
１９

ディベート・
ディスカッションⅠ（３）

２０

家庭基礎（２）
２１
２２

情報Ⅰ（２）
２３
２４

芸術Ⅰ（２）　※１
２５
２６

体育（３）
２７
２８
２９

保健（１）３０
総合的な探究の時間（１）３１

ＬＨＲ（１）３２

（※１）芸術Ⅰは、音楽Ⅰ、美術Ⅰ、工芸Ⅰ、書道Ⅰから  １科目を選択して学習します。
（※２）芸術Ⅱでは、芸術Ⅰで選択した科目を引き続き学習します。(普通科のみ)
（※３）第２外国語は、ドイツ語、フランス語、中国語から１科目を選択して学習します。(国際教養科のみ)

稲毛高校では
　①苦しさ、厳しさに耐え、ひたむきに人生を生きる誠実で「真摯」な青年、
　②心身の調和的発達を心がけ、強靱不屈にして「明朗」闊達な青年、
　③自らを厳しく律し、人間としての尊厳を自覚する「高潔」な青年の育成を目指しています。
そして、それらの完成の上に、国際社会の一員として、自ら発信・行動できる「グローバル・リーダーの育成」を目指します。

（※４）２年次に履修した倫理か政治・経済の何れかを選択することになります。
（※５）地学を選択できる生徒は、２年で地学基礎を履修していることが条件になります。
（※６）文系選択Ａの科目選択は、４単位の国語表現１科目か、２単位の数学Ｃ、音楽Ⅲ、

美術Ⅲ、工芸Ⅲ、書道Ⅲ、英語研究、フードデザインから２科目を選択することに
なります。

（※７）物理を選択できる生徒は、２年で物理基礎を履修していることが条件になります。
（※８）第２外国語は２年次に履修した科目を選択することになります。

３　　　　　年
時間数

国 際 教 養 科普通科・理系普通科・文系

総合国語Ⅱ（４）

１
２
３
４

倫理研究 or 政治経済研究（２）
※４

５
６

体育（２）
７
８

総合英語Ⅲ（４）英語コミュニケーションⅢ
（４）

英語コミュニケーションⅢ
（４）

９
１０
１１
１２

ディベート・
ディスカッションⅡ（２）論理・表現Ⅲ（２）論理・表現Ⅲ（２）

１３
１４

古典探究（４）数学Ⅲ（４）古典探究（４）

１５
１６
１７
１８

エッセイ・ライティングⅡ
（２）数学Ｃ（２）

世界史探究
or 日本史探究（４）

１９
２０

地学基礎（２）

化学（５）

２１
２２

国語表現 or 世界史探究
or 日本史探究（４）

化学 or 生物 or 地学
（４）
※５

２３
２４
２５

物理 or 生物（５）
※７

２６

数学Ｂ or 時事英語
（２）文系選択Ａ

（４ or ２＋２）
※６

２７
２８

第２外国語 or 数学Ｃ
（２）※８

２９
３０

総合的な探究の時間（１）３１
ＬＨＲ（１）３２

　語学研修の様子 　１年：ブリティッシュヒルズ英語合宿　　２年：海外語学研修（アメリカ／カナダ）

２　　　　　年
国 際 教 養 科普　　　通　　　科

総合国語Ⅰ（５）

歴史総合（２）

倫理 or 政治・経済（２）

数学Ⅱ（４）

エッセイ・ライティングⅠ
（２）数学Ｂ（２）

化学基礎（２）

家庭基礎（２）物理基礎 or 地学基礎
（２）

総合英語Ⅱ（４）英語コミュニケーションⅡ
（４）

ディベート・
ディスカッションⅡ（２）論理・表現Ⅱ（２）

第２外国語（２）　※３芸術Ⅱ（２）　※２

体育（２）

保健（１）
総合的な探究の時間（１）

ＬＨＲ（１）

校　　訓

真真　摯摯 明明　朗朗 高高　潔潔

○「グローバル・リーダー」に求められる、資質・能力とは
　・自らの国の伝統・文化に根ざしたアイデンティティーの確立
　・異文化や異なる文化をもつ人々を受容し共生する力
　・自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動することのできる力

グローバル・リーダーの育グローバル・リーダーの育成成

調和のとれた体力

自由闊達で充実し自由闊達で充実したた
学校生活の中で学校生活の中で、、
調和のとれた体調和のとれた体力力
を身に付けを身に付け、、
心身とも心身ともにに

たくましく生きたくましく生きるる
人材を育成する人材を育成する。。

人間として人間としてのの
在り方を考察させ在り方を考察させ、、
真理と正義を愛し真理と正義を愛し、、
個性の価値を尊び個性の価値を尊び、、
勤労と責任を重んじ勤労と責任を重んじ、、
多様性を受容す多様性を受容するる
豊かな豊かな心心

を持った人材を持った人材をを
育成する育成する。。

豊 か な 心

主体的・対話的主体的・対話的でで
深い学びを目指した深い学びを目指した、、
質の高い授業により質の高い授業により、、

向上心や知的好奇心を育み向上心や知的好奇心を育み、、
バランスのとれバランスのとれたた確かな学力確かな学力をを
身に付け、学びを人生身に付け、学びを人生やや
社会に生かそうとす社会に生かそうとするる
人材を育成する人材を育成する。。

確 か な 学 力

アアイデンティティイデンティティーー
の確立を支援しの確立を支援し、、

国際社会の一員として国際社会の一員として、、
自ら発信・行動でき自ら発信・行動できるる
グローバル・リーダグローバル・リーダーー
を育成するを育成する。。

グローバル・リーダー

　英語の授業について
　稲毛高校は、「グローバル・リーダー」になるためには高い語学力(英語力)
が絶対に必要だと考えています。そのため英語の授業では、①全学年で少人
数制クラス展開、②本校教諭とネイティブ講師（ＮＴＥ）によるティーム
ティーチングを実施しています。
　本校には５名のＮＴＥがいますが、日常的にＮＴＥと接し、生きた英語を
学ぶことで、国際社会で活躍できる英語力やコミュニケーション力を育成し
たいと考えています。

　国際教養科の授業について
①国際教養科では「自分たちのことを理解する姿勢」、「外国のことを理解する姿勢」、「コミュニケーション能力の
育成」を目指したカリキュラムが組まれています。"
②英語、ドイツ語、フランス語、中国語の授業では、ネイティブ講師が小グループ学習指導を行います。
③卒業までに英検準１級以上の実力養成を目指します。
④ディベート・ディスカッション、エッセイ・ライティング、時事英語などのユニークな専門科目の学習を通して
豊かな国際教養を身につけます。
⑤国際教養科では、アメリカやカナダのハイスクールと本校独自の交流プログラム(海外語学研修)を実施しています。
　なお、夏期海外語学研修には普通科の生徒も参加できます(希望者から選抜)。

 ＜国公立大学＞ 

1埼玉2群馬

21千葉1信州

3東京2筑波

1東京海洋1東京外国語

1東京工業1東京学芸

1横浜国立2一橋

1都留文科3千葉県立保健医療

2防衛医科大学校1東京都立

 ＜私立大学＞ 

9東京女子34青山学院

23東京農業28学習院

33東京理科26神田外語

16東邦4北里

134東洋24慶應義塾

22獨協31國學院

1獨協医科11国際医療福祉

110日本2国際基督教

15日本女子25駒澤

2日本赤十字看護8芝浦工業

11文教19順天堂

101法政23上智

2星薬科25昭和女子

12武蔵13成蹊

37武蔵野41成城

89明治31専修

19明治学院40千葉工業

79立教37中央

39早稲田6津田塾

223その他の大学1東京慈恵会医科

(４年制大学のみの延べ人数)

昨年度の大学合格者数（現＋浪）
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２
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保健（１）３０
総合的な探究の時間（１）３１

ＬＨＲ（１）３２

（※１）芸術Ⅰは、音楽Ⅰ、美術Ⅰ、工芸Ⅰ、書道Ⅰから  １科目を選択して学習します。
（※２）芸術Ⅱでは、芸術Ⅰで選択した科目を引き続き学習します。(普通科のみ)
（※３）第２外国語は、ドイツ語、フランス語、中国語から１科目を選択して学習します。(国際教養科のみ)

稲毛高校では
　①苦しさ、厳しさに耐え、ひたむきに人生を生きる誠実で「真摯」な青年、
　②心身の調和的発達を心がけ、強靱不屈にして「明朗」闊達な青年、
　③自らを厳しく律し、人間としての尊厳を自覚する「高潔」な青年の育成を目指しています。
そして、それらの完成の上に、国際社会の一員として、自ら発信・行動できる「グローバル・リーダーの育成」を目指します。

（※４）２年次に履修した倫理か政治・経済の何れかを選択することになります。
（※５）地学を選択できる生徒は、２年で地学基礎を履修していることが条件になります。
（※６）文系選択Ａの科目選択は、４単位の国語表現１科目か、２単位の数学Ｃ、音楽Ⅲ、

美術Ⅲ、工芸Ⅲ、書道Ⅲ、英語研究、フードデザインから２科目を選択することに
なります。

（※７）物理を選択できる生徒は、２年で物理基礎を履修していることが条件になります。
（※８）第２外国語は２年次に履修した科目を選択することになります。

３　　　　　年
時間数

国 際 教 養 科普通科・理系普通科・文系

総合国語Ⅱ（４）

１
２
３
４

倫理研究 or 政治経済研究（２）
※４

５
６

体育（２）
７
８

総合英語Ⅲ（４）英語コミュニケーションⅢ
（４）

英語コミュニケーションⅢ
（４）

９
１０
１１
１２

ディベート・
ディスカッションⅡ（２）論理・表現Ⅲ（２）論理・表現Ⅲ（２）

１３
１４

古典探究（４）数学Ⅲ（４）古典探究（４）

１５
１６
１７
１８

エッセイ・ライティングⅡ
（２）数学Ｃ（２）

世界史探究
or 日本史探究（４）

１９
２０

地学基礎（２）

化学（５）

２１
２２

国語表現 or 世界史探究
or 日本史探究（４）

化学 or 生物 or 地学
（４）
※５

２３
２４
２５

物理 or 生物（５）
※７

２６

数学Ｂ or 時事英語
（２）文系選択Ａ

（４ or ２＋２）
※６

２７
２８

第２外国語 or 数学Ｃ
（２）※８

２９
３０

総合的な探究の時間（１）３１
ＬＨＲ（１）３２

　語学研修の様子 　１年：ブリティッシュヒルズ英語合宿　　２年：海外語学研修（アメリカ／カナダ）

２　　　　　年
国 際 教 養 科普　　　通　　　科

総合国語Ⅰ（５）

歴史総合（２）

倫理 or 政治・経済（２）

数学Ⅱ（４）

エッセイ・ライティングⅠ
（２）数学Ｂ（２）

化学基礎（２）

家庭基礎（２）物理基礎 or 地学基礎
（２）

総合英語Ⅱ（４）英語コミュニケーションⅡ
（４）

ディベート・
ディスカッションⅡ（２）論理・表現Ⅱ（２）

第２外国語（２）　※３芸術Ⅱ（２）　※２

体育（２）

保健（１）
総合的な探究の時間（１）

ＬＨＲ（１）

校　　訓

真真　摯摯 明明　朗朗 高高　潔潔

○「グローバル・リーダー」に求められる、資質・能力とは
　・自らの国の伝統・文化に根ざしたアイデンティティーの確立
　・異文化や異なる文化をもつ人々を受容し共生する力
　・自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動することのできる力

グローバル・リーダーの育グローバル・リーダーの育成成

調和のとれた体力

自由闊達で充実し自由闊達で充実したた
学校生活の中で学校生活の中で、、
調和のとれた体調和のとれた体力力
を身に付けを身に付け、、
心身とも心身ともにに

たくましく生きたくましく生きるる
人材を育成する人材を育成する。。

人間として人間としてのの
在り方を考察させ在り方を考察させ、、
真理と正義を愛し真理と正義を愛し、、
個性の価値を尊び個性の価値を尊び、、
勤労と責任を重んじ勤労と責任を重んじ、、
多様性を受容す多様性を受容するる
豊かな豊かな心心

を持った人材を持った人材をを
育成する育成する。。

豊 か な 心

主体的・対話的主体的・対話的でで
深い学びを目指した深い学びを目指した、、
質の高い授業により質の高い授業により、、

向上心や知的好奇心を育み向上心や知的好奇心を育み、、
バランスのとれバランスのとれたた確かな学力確かな学力をを
身に付け、学びを人生身に付け、学びを人生やや
社会に生かそうとす社会に生かそうとするる
人材を育成する人材を育成する。。

確 か な 学 力

アアイデンティティイデンティティーー
の確立を支援しの確立を支援し、、

国際社会の一員として国際社会の一員として、、
自ら発信・行動でき自ら発信・行動できるる
グローバル・リーダグローバル・リーダーー
を育成するを育成する。。

グローバル・リーダー

　英語の授業について
　稲毛高校は、「グローバル・リーダー」になるためには高い語学力(英語力)
が絶対に必要だと考えています。そのため英語の授業では、①全学年で少人
数制クラス展開、②本校教諭とネイティブ講師（ＮＴＥ）によるティーム
ティーチングを実施しています。
　本校には５名のＮＴＥがいますが、日常的にＮＴＥと接し、生きた英語を
学ぶことで、国際社会で活躍できる英語力やコミュニケーション力を育成し
たいと考えています。

　国際教養科の授業について
①国際教養科では「自分たちのことを理解する姿勢」、「外国のことを理解する姿勢」、「コミュニケーション能力の
育成」を目指したカリキュラムが組まれています。"
②英語、ドイツ語、フランス語、中国語の授業では、ネイティブ講師が小グループ学習指導を行います。
③卒業までに英検準１級以上の実力養成を目指します。
④ディベート・ディスカッション、エッセイ・ライティング、時事英語などのユニークな専門科目の学習を通して
豊かな国際教養を身につけます。
⑤国際教養科では、アメリカやカナダのハイスクールと本校独自の交流プログラム(海外語学研修)を実施しています。
　なお、夏期海外語学研修には普通科の生徒も参加できます(希望者から選抜)。

 ＜国公立大学＞ 

1埼玉2群馬

21千葉1信州

3東京2筑波

1東京海洋1東京外国語

1東京工業1東京学芸

1横浜国立2一橋

1都留文科3千葉県立保健医療

2防衛医科大学校1東京都立

 ＜私立大学＞ 

9東京女子34青山学院

23東京農業28学習院

33東京理科26神田外語

16東邦4北里

134東洋24慶應義塾

22獨協31國學院

1獨協医科11国際医療福祉

110日本2国際基督教

15日本女子25駒澤

2日本赤十字看護8芝浦工業

11文教19順天堂

101法政23上智

2星薬科25昭和女子

12武蔵13成蹊

37武蔵野41成城

89明治31専修

19明治学院40千葉工業

79立教37中央

39早稲田6津田塾

223その他の大学1東京慈恵会医科

(４年制大学のみの延べ人数)

昨年度の大学合格者数（現＋浪）



学 校 紹 介 　本校は千葉市民の期待と要望にこたえ、次代を担う有為な人材の育成を目指して、
昭和５４年４月に開校した市立高校です。普通科、国際教養科があります。、また平成１９
年４月から、附属中学校を併設し、令和４年度には、千葉市立稲毛国際中学教育学校
が開校となりました。
　すぐ近くには稲毛海浜公園があります。稲毛浜から見える海の煌めきのように明るく、
自由闊達な雰囲気が本校の特徴です。部活動もとても盛んで、多くの生徒が熱心に取り
組んでいます。夏期進学講習等の進学サポートも充実しています。「グローバル・リーダー」
の育成を目指した英語・国際教育にも力を入れており、ネイティブ講師による語学授業をは
じめ、海外語学研修（ホームステイ）や英語合宿等によって、大きな成果を上げています。

教育カリキュラム ※普通科、国際教養科とも、ここに掲載したのは令和４年度入学生の教育課程です。
　今後、若干の変更が加わることがあります。

＊詳しくは
　「国際教養科案内」
　をご覧ください。

１　　　　　年
時間数

国 際 教 養 科普　　　通　　　科

現代の国語（２）
１
２

言語文化（２）
３
４

地理総合（２）
５
６

公共（２）
７
８

数学Ⅰ（３）
９
１０
１１

数学Ａ（２）
１２
１３

生物基礎（２）
１４
１５

総合英語Ⅰ（４）
英語コミュニケーションⅠ

（３）

１６
１７
１８

論理・表現Ⅰ（２）
１９

ディベート・
ディスカッションⅠ（３）

２０

家庭基礎（２）
２１
２２

情報Ⅰ（２）
２３
２４

芸術Ⅰ（２）　※１
２５
２６

体育（３）
２７
２８
２９

保健（１）３０
総合的な探究の時間（１）３１

ＬＨＲ（１）３２

（※１）芸術Ⅰは、音楽Ⅰ、美術Ⅰ、工芸Ⅰ、書道Ⅰから  １科目を選択して学習します。
（※２）芸術Ⅱでは、芸術Ⅰで選択した科目を引き続き学習します。(普通科のみ)
（※３）第２外国語は、ドイツ語、フランス語、中国語から１科目を選択して学習します。(国際教養科のみ)

稲毛高校では
　①苦しさ、厳しさに耐え、ひたむきに人生を生きる誠実で「真摯」な青年、
　②心身の調和的発達を心がけ、強靱不屈にして「明朗」闊達な青年、
　③自らを厳しく律し、人間としての尊厳を自覚する「高潔」な青年の育成を目指しています。
そして、それらの完成の上に、国際社会の一員として、自ら発信・行動できる「グローバル・リーダーの育成」を目指します。

（※４）２年次に履修した倫理か政治・経済の何れかを選択することになります。
（※５）地学を選択できる生徒は、２年で地学基礎を履修していることが条件になります。
（※６）文系選択Ａの科目選択は、４単位の国語表現１科目か、２単位の数学Ｃ、音楽Ⅲ、

美術Ⅲ、工芸Ⅲ、書道Ⅲ、英語研究、フードデザインから２科目を選択することに
なります。

（※７）物理を選択できる生徒は、２年で物理基礎を履修していることが条件になります。
（※８）第２外国語は２年次に履修した科目を選択することになります。

３　　　　　年
時間数

国 際 教 養 科普通科・理系普通科・文系

総合国語Ⅱ（４）

１
２
３
４

倫理研究 or 政治経済研究（２）
※４

５
６

体育（２）
７
８

総合英語Ⅲ（４）英語コミュニケーションⅢ
（４）

英語コミュニケーションⅢ
（４）

９
１０
１１
１２

ディベート・
ディスカッションⅡ（２）論理・表現Ⅲ（２）論理・表現Ⅲ（２）

１３
１４

古典探究（４）数学Ⅲ（４）古典探究（４）

１５
１６
１７
１８

エッセイ・ライティングⅡ
（２）数学Ｃ（２）

世界史探究
or 日本史探究（４）

１９
２０

地学基礎（２）

化学（５）

２１
２２

国語表現 or 世界史探究
or 日本史探究（４）

化学 or 生物 or 地学
（４）
※５

２３
２４
２５

物理 or 生物（５）
※７

２６

数学Ｂ or 時事英語
（２）文系選択Ａ

（４ or ２＋２）
※６

２７
２８

第２外国語 or 数学Ｃ
（２）※８

２９
３０

総合的な探究の時間（１）３１
ＬＨＲ（１）３２

　語学研修の様子 　１年：ブリティッシュヒルズ英語合宿　　２年：海外語学研修（アメリカ／カナダ）

２　　　　　年
国 際 教 養 科普　　　通　　　科

総合国語Ⅰ（５）

歴史総合（２）

倫理 or 政治・経済（２）

数学Ⅱ（４）

エッセイ・ライティングⅠ
（２）数学Ｂ（２）

化学基礎（２）

家庭基礎（２）物理基礎 or 地学基礎
（２）

総合英語Ⅱ（４）英語コミュニケーションⅡ
（４）

ディベート・
ディスカッションⅡ（２）論理・表現Ⅱ（２）

第２外国語（２）　※３芸術Ⅱ（２）　※２

体育（２）

保健（１）
総合的な探究の時間（１）

ＬＨＲ（１）

校　　訓

真真　摯摯 明明　朗朗 高高　潔潔

○「グローバル・リーダー」に求められる、資質・能力とは
　・自らの国の伝統・文化に根ざしたアイデンティティーの確立
　・異文化や異なる文化をもつ人々を受容し共生する力
　・自らの考えや意見を自ら発信し、具体的に行動することのできる力

グローバル・リーダーの育グローバル・リーダーの育成成

調和のとれた体力

自由闊達で充実し自由闊達で充実したた
学校生活の中で学校生活の中で、、
調和のとれた体調和のとれた体力力
を身に付けを身に付け、、
心身とも心身ともにに

たくましく生きたくましく生きるる
人材を育成する人材を育成する。。

人間として人間としてのの
在り方を考察させ在り方を考察させ、、
真理と正義を愛し真理と正義を愛し、、
個性の価値を尊び個性の価値を尊び、、
勤労と責任を重んじ勤労と責任を重んじ、、
多様性を受容す多様性を受容するる
豊かな豊かな心心

を持った人材を持った人材をを
育成する育成する。。

豊 か な 心

主体的・対話的主体的・対話的でで
深い学びを目指した深い学びを目指した、、
質の高い授業により質の高い授業により、、

向上心や知的好奇心を育み向上心や知的好奇心を育み、、
バランスのとれバランスのとれたた確かな学力確かな学力をを
身に付け、学びを人生身に付け、学びを人生やや
社会に生かそうとす社会に生かそうとするる
人材を育成する人材を育成する。。

確 か な 学 力

アアイデンティティイデンティティーー
の確立を支援しの確立を支援し、、

国際社会の一員として国際社会の一員として、、
自ら発信・行動でき自ら発信・行動できるる
グローバル・リーダグローバル・リーダーー
を育成するを育成する。。

グローバル・リーダー

　英語の授業について
　稲毛高校は、「グローバル・リーダー」になるためには高い語学力(英語力)
が絶対に必要だと考えています。そのため英語の授業では、①全学年で少人
数制クラス展開、②本校教諭とネイティブ講師（ＮＴＥ）によるティーム
ティーチングを実施しています。
　本校には５名のＮＴＥがいますが、日常的にＮＴＥと接し、生きた英語を
学ぶことで、国際社会で活躍できる英語力やコミュニケーション力を育成し
たいと考えています。

　国際教養科の授業について
①国際教養科では「自分たちのことを理解する姿勢」、「外国のことを理解する姿勢」、「コミュニケーション能力の
育成」を目指したカリキュラムが組まれています。"
②英語、ドイツ語、フランス語、中国語の授業では、ネイティブ講師が小グループ学習指導を行います。
③卒業までに英検準１級以上の実力養成を目指します。
④ディベート・ディスカッション、エッセイ・ライティング、時事英語などのユニークな専門科目の学習を通して
豊かな国際教養を身につけます。
⑤国際教養科では、アメリカやカナダのハイスクールと本校独自の交流プログラム(海外語学研修)を実施しています。
　なお、夏期海外語学研修には普通科の生徒も参加できます(希望者から選抜)。

 ＜国公立大学＞ 

1埼玉2群馬

21千葉1信州

3東京2筑波

1東京海洋1東京外国語

1東京工業1東京学芸

1横浜国立2一橋

1都留文科3千葉県立保健医療

2防衛医科大学校1東京都立

 ＜私立大学＞ 

9東京女子34青山学院

23東京農業28学習院

33東京理科26神田外語

16東邦4北里

134東洋24慶應義塾

22獨協31國學院

1獨協医科11国際医療福祉

110日本2国際基督教

15日本女子25駒澤

2日本赤十字看護8芝浦工業

11文教19順天堂

101法政23上智

2星薬科25昭和女子

12武蔵13成蹊

37武蔵野41成城

89明治31専修

19明治学院40千葉工業

79立教37中央

39早稲田6津田塾

223その他の大学1東京慈恵会医科

(４年制大学のみの延べ人数)

昨年度の大学合格者数（現＋浪）
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【交通】JR稲毛駅下車・海浜交通バス１０分（稲毛高校前）または、JR稲毛海岸駅下車・徒歩１５分。

千葉市立稲毛高等学校
https://www.city.chiba.jp/school/hs/001/index.html
〒261-0003　千葉市美浜区高浜3－1－1
ＴＥＬ 043（277）4400・4401
ＦＡＸ 043（279）0565

　全普通教室に空調設備が設置され、快適な環境で学習に励むことができます。

充実した高校生活を送るための施設・設備が整っています充実した高校生活を送るための施設・設備が整っています。。学 校 施 設

Yourdream willbecomerealityYour dream will become reality..

部 活 動 勉強と部活動を両立させ、より豊かな学校生活を送ろう。８０％以上の生徒が加入しています。
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陸上競技・野球・サッカー・バレーボール・剣道
バスケットボール・ラグビー・卓球・バドミントン
ソフトテニス・水泳・硬式テニス・ソフトボール
ダンスドリル・ヨット

運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動

学 校 行 事 ※２学期制です

（２０２２年度のものです）

　４月 入学式　部活動紹介　校外学習（２年）　スポーツテスト
　５月 生徒総会　考査週間①　進路講演会（３年）　創立記念日（5/29）
　６月 考査週間②　飛翔祭　学びの基礎診断・模試①
　７月 考査週間③
　８月 夏期語学研修（２年希望者）　夏期進学課外
　９月 面談週間　考査週間④　生徒会役員選挙

前　前　期期

　１０月 修学旅行＆秋期語学研修（２年）　進路講演会（１・２年）　体育祭
　１１月 考査週間⑤　学びの基礎診断・模試②
 国際理解教育（１・２年）　グローカルプレゼンテーション
　１２月 考査週間⑥　英語合宿（１年希望者等）　中等入学者選抜（一次）
　１月 学びの基礎診断③　中等入学者選抜（二次）
　２月 考査週間⑦　高校入学者選抜
　３月 考査週間⑧　卒業式　進路講演会（１年）　進路懇談会（２年）

後　後　期期

弦楽オーケストラ・吹奏楽・文芸・生物
天文・茶道・華道・演劇・書道・美術・合唱
写真・ＥＳＳ・放送・工芸・家庭科同好会
軽音楽同好会

文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動

写真提供　株式会社フォトライフ

　本校の制服は、着心地や耐久性
を考慮したものになっており、
スラックス・スカートいずれも
着用が可能です。また、夏服用の
ベストもあります。
　夏季服装期間には、各自で用意
した無地白色の長袖・半袖ワイ
シャツあるいは半袖ポロシャツを
着用できます。

令和５年１２月より約１年間、校舎の改修工事に伴い、グラウンドに設置予定
の仮設校舎に移転することになります。改修工事後は現在の校舎に戻ります。

令和５年度　入学者選抜について
令和５年度については、８月以降に千葉県教育委員会のホームページでご確認ください。

第１コンピュータ室
多目的ホール、パソコン教室、CALL教室、セミナールーム
があり、授業や国際交流の場として広く利用しています。
（冷暖房完備）

蔵書数４万冊以上を誇る図書館
（冷暖房完備）

セミナールーム
おもに英語や数学の少人数の授業に利用しています。

（冷暖房完備）

朋友館（合宿所）
食堂、宿泊室、浴室等を完備し、おもに部活動の合宿に
利用しています。

2023
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