
橋本 高等 学校
HASHIMOTO HIGH SCHOOL

県立高校 を 選ぶなら…夢の実現を

Think of us first, for  your  dream.

はしもと こうとうがっこう

①

けんりつこうこう えら ゆめ じつげん



場所 ACCESS

橋本駅から 徒歩15分

よこはません・ さがみせん /   けいおうせん

JR 横浜線 ・相模線 ／ 京王線

15min. walk  from Hashimoto Station

JR Yokohama Line・JR Sagami Line ／ Keio Line 

橋本 Hashimoto

横浜 Yokohama

① ばしょ

はしもとえき とほ ふん

はしもと

よこはま



英語重視
IMPORTANCE ON ENGLISH

● 必修 英語 / 1年～3年 週5 時間

Required English subjects

(five lessons a week in 3 years)

● GTEC 英語 能力 テスト （年1回）

English Achievement Test (once a year)

②
えいごじゅうし

ひっしゅうえいご ねん ねん しゅう じかん

えいご のうりょく ねん かい



12月 DECEMBER

武道大会 MARTIAL ARTS CONTESTＳ

②
ぶどうたいかい

がつ



③ 在県外国人等特別募集生徒の在籍
ざいけんがいこくじんとうとくべつぼしゅうせいと ざいせき

1年生 10人

中国 アメリカ フィリピン タンザニア モンゴル

2年生 6人

中国 アメリカ ベトナム カンボジア

3年生 10人

中国 フィリピン ベトナム イラン

ねんせい

ねんせい

ねんせい

にん

にん

にん



卒業後 の進路
HIGHER LEARNING EDUCATION

● 2021年度 2021(14人)

大学 8人 （university/ 8 students passed)

専門学校 2人 (technical  school/ 2 passed）

進学準備 ４人 （preparation for next stage/ ４ students)

● 2020年度 2020(13人)

大学 ６人 （university/ 6 students passed)

就職 2人 （employment/ 2 passed）

進学準備 ５人 （preparation for next stage/ 5 students)

● 201９年度 201９(10人)

大学 ５人 （university/ 5 students passed)

専門学校３人 (technical  school/3 passed）

進学準備 2人 （preparation for next stage/ 2 students)

③
そつぎょうご しんろ

ねんど

ねんど

ねんど

だいがく

しゅうしょく

しんがくじゅんび

だいがく

だいがく

せんもんがっこう



しんろ じつげん

進路の実現 FOR FUTURE

あさ がくしゅう あさ ふん

●朝 学習 （朝10分） Early Bird Session (10min .everyday）

がくりょくしんだん ねん かい

● 学力 診断 テスト（年2回）Study Support Test（twice a year)

----------------------------------------------------

日本語支援 Language Support Class

1年

● 少人数 特別授業 Small Support Class ※必要なら3年まで

● 多文化 教室 After - school Japanese Class 

2年

● 選択科目 ｢日本語｣ Elective Subject, Japanese

● 日本語 補習 Elective Class (by volunteer teachers) 

④

にほんごしえん

しょうにんずう とくべつじゅぎょう ひつよう ねん

たぶんか きょうしつ

せんたくかもく にほんご

にほんご ほしゅう



多文化教室
AFTER – SCHOOL JAPANESE CLASS

● 週1 回 の 日本語 教室

Japanese class ／ once  a  week

● 定期テスト前 の 補習

Elective Class ／before Midterm, and Final 
Tests

④
たぶんかきょうしつ

しゅう かい にほんご きょうしつ

ていき てすと まえ ほしゅう



進路指導 GUIDANCE COUNSELING

● 卒業生 と 進路交流会

Guidance Meeting with graduate students

⑤
しんろしどう

そつぎょうせい しんろこうりゅうかい



きょういく たようせい

インクルーシブ教育とダイバシティ（多様性）
INCLUSIVE DIVERSITY

あら きょういくすいしんじっせんこう してい

新たにインクルーシブ教育推進実践校に指定

ひとり たいせつ きょういく とお

一人ひとりを大切にした教育を通して

たが たようせい みと そんちょう ささ あ

お互いの「多様性」を認め、尊重し支え合う

とも い しゃかい め ざ

共に生きる社会を目指しています。

←橋本高校マスコットのはしもん！

⑤

はしもとこうこう



12月10日（土） 10th Dec., Sat. 

通訳用意 We find an interpreter.

学校説明会

GUIDANCE  COUNSELLING AT HASHIMOTO HIGH.

⑥ がっこうせつめいかい

2023 春、 あなたが 橋高生に !
YOU ARE THE NEXT FRESHMEN

IN SPRING,  2023 !

橋本高等学校
HASHIMOTO HIGH SCHOOL

はしもと こうこう

がつ にち ど

はる はしこうせい
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