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卒業生からのメッセージ

果樹園芸科では三年間クラス替

えがないので、他の科よりも団結

できると思います。年に一度の収

穫祭であるふれあいフェスタ笛吹

では、各科の特色を活かした商品

を販売します。果樹園芸科では

日々の授業で育てた農作物の販売

を行い、毎年好評を得ています。

地域の方々との交流ができ、楽し

い思い出がたくさんできます。

渡邉真奈美
（果樹園芸科）

石和中学校出身

すいれき太鼓部

山梨県立農業大学校 養成科

（園芸学科・野菜コース）在学

笛吹高校には４つの科があり、

自分の学びたいことを学ぶことが

できます。私の所属する総合学科

は１年生の時はクラス単位での授

業ですが、２年生からは４系列５

コースに分かれて系列ごとの学習

になります。私は国際文化系列に

所属しました。英語を中心に学ぶ

ことができ、大学進学から就職ま

で幅広い進路選択ができる系列で

す。自分の夢に向けて頑張って下

さい。

川村斗真
（総合学科　国際系列）

浅川中学校出身

サッカー部

拓殖大学　在学

私は系列選択で、情報・観光系

列を選択しました。現代では最低

限度の PC スキルは持っていて当

然という考えが一般化しています。

情報・観光系列では PC のビジネ

ス 向 け ソ フ ト を 中 心 に 学 習 し、

様々な検定取得に挑戦することが

できます。先生方の熱心な指導や

放課後の課外のおかげで、卒業ま

でに５種目の検定で１級を取得す

ることができました。

池田有里花
（総合学科 情報・観光系列）

山梨南中学校出身

写真部

日本工学院八王子専門学校

ゲームクリエイター科 在学

私は環境・緑地系列に所属して

いました。この系列では２年生の

時に主に環境工学について学び、

３年生では自動車について学ぶこ

とができます。また、CAD や測

量と言った専門的な知識を得るこ

ともできます。そして、多くの資

格を取ることができ、将来の進路

の実現のための大きな力になりま

す。

上野怜哉
（総合学科 環境・緑地系列）

石和中学校出身　野球部

株式会社　潤工社

山梨オペレイションズ

センター　在職

平成31年度入学生

学校説明会
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平成　 年度入学生 学校案内31
普通科／食品化学科／果樹園芸科／総合学科
年度入学生 学校案内



取得可能資格
英語検定　漢字検定　数学検定　をはじめとして、本校の他学科と同時に受験することでビジネス実務検定や小規模

ボイラーなどを取得することも可能です。

履修イメージ

● 国語、数学、英語、地歴・公民、理科などを中心に学習します。

● 高習熟度クラスの設置や個に応じた少人数指導を通じ、学力の向上を

目指します。

● 大学進学を目指して、幅広い教養を身につけます。

特色ある科目
全員が履修する科目

国語総合 現代文B 古典B 世界史A／日本史A 現代社会 数学Ⅰ・Ⅱ・A

化学基礎　生物基礎　物理基礎　体育 保健　音楽Ⅰ／美術Ⅰ／書道Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 英語表現Ⅰ・Ⅱ 家庭基礎 社会と情報

選択で履修する科目

国語表現 日本史B／世界史B／地理B 政治・経済 倫理 数学Ⅲ・B

数学探究 総合数学 化学 物理／生物 理科探究 化学探究 生物探究

総合スポーツ 構成　情報の科学　子どもの発達保育　簿記 農業と環境

活動実績

普通科

２年生に進級する際に文系・理系を選択して３年生も継続して学習します

１年生 ２年生 ３年生

全員共通
文系

理系

文系

理系

校訓

教育目標
・自己の可能性を信じ、何事にも主体的にチャレンジする生徒の育成

・広い視野を持ち、地域社会の形成に進んで参画できる生徒の育成

教育方針
・個を生かし、未来を拓く、自立した生徒の育成に努めます。

・個を高め、互いに切磋琢磨できる環境づくりに努めます。

・学校・家庭・地域が一体となった学校運営に努めます。

指導重点
・魅力ある授業の工夫をとおして、学習意欲の向上と確かな学力の定着を

はかります。

・日常的な教育活動をとおして、良好な人間関係と規範意識の醸成をはか

ります。

・キャリア教育を推進し、各々の適性に応じた進路の実現をはかります。

・笛吹市との包括連携等を活かして、地域課題に取り組む意識と行動力を

育てます。

教育の信条
・生徒一人ひとりを大切に、どの生徒にも陽の当たる高校を目指します。

学科編成
・普通科

・食品化学科

・果樹園芸科

・総合学科　　　　国際文化系列

　情報・観光系列

　環境・緑地系列

　人間科学系列　　　　スポーツ科学コース

　　生活福祉コース

責任と信頼

指導重点
・魅力ある授業の工夫をとおして、学習意欲の向上と確かな学力の定着を

はかります。
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・生徒一人ひとりを大切に、どの生徒にも陽の当たる高校を目指します。

学科編成
・普通科

・食品化学科

・果樹園芸科

・総合学科　　　　国際文化系列
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取得可能資格
● 危険物取扱者　● 毒物劇物取扱者　● ２級･小規模ボイラー　● 情報処理技能検定、

● ワープロ検定　● FFJ検定　● アグリマイスター　● 家庭料理技能検定

調査研究テーマ（H30年度）
● 高品質なワインの製造について　● ワイン酢の製造（ワイン2次活用）　● 地域特産品の開発

● 特色ある酵母の研究　● 笛吹市避難所としての本校活用の研究

農業クラブ活動の取り組み
● 農業クラブ全国大会　農業鑑定競技優秀賞H24,25,27,28,29年度（H29は2名受賞）

● 農業クラブ関東大会　意見発表優秀賞H29年度2類3類H30年度関東大会生徒会長

食品の加工、栄養分析、流通などに関する知識技能を習得し、食品産業

を担う人材の育成を図る。

その進路実現のために意欲的に学習に取り組み、堅実に達成感を得る

ことができる生徒を目指します。

特色ある科目
①「農業と環境」食品の原材料の生産から加工、「食品科学概論」専門

学習の基礎的な学習

②「食品製造」「食品化学」「微生物利用」は、学科学習の主要科目

③「課題研究」23年生混合で各テーマを研究「栄養化学」「発酵化学」

「製菓製パン」3年時進路に合わせた選択制専門学習、「ワイン製造」

試験醸造できる国内でも珍しい学習

活動実績

育てたトマトを収穫し

ジュースに加工

「農業と環境」

トマトの台木へ接ぎ木

「食品製造」

Xmasケーキの製造

「食品化学」

食品成分分析の基礎

「ワイン製造」

県内唯一製造実習

「微生物利用」

発酵食品・衛生管理の基礎

地域小学生親子体験講座

講師（生徒）

地域交流「川中島合戦絵巻」

生産物販売

食品化学科

ワイン製造ビン詰の様子

JGAP認証

取得可能資格
● 日本農業技術検定（２・３級）　※2級取得者は１単位の増単が認められる。

● フラワー装飾技能士３級、室内園芸装飾士３級・・・国家資格※２単位の増単

● 危険物取扱者（丙種・乙種４類）　● ＦＦＪ検定　● アグリマイスター

調査研究テーマ（平成29年度）
●シャインマスカットの１花穂２果房生産〜：【H29関東大会で発表】

●各種アブラナ科野菜の栽培　●シクラメンの栽培　●モモの有袋栽培

学科の目標・目指す姿
① 果樹栽培や園芸に関する知識・技能を習得し峡東地域の基礎産業を

担う人材の育成を図る。

② 実践的に学んだ知識技術に思考判断を重ね、他者と関わりながら課

題解決に向けた手法を習得し、職業人社会人としても資質や能力の

向上をはかる。

特色ある科目
①「農業と環境」… 果樹園芸科の基礎科目であり農業の基礎を１から

学ぶ。

②「果樹」………… 生徒が栽培したブドウを台湾へ輸出し現地で販売

実習を行う。

③「植物バイオテクノロジー」… 植物の生理生態について実験で理解

を深める。

活動実績

農産物直売所での野菜販売（野菜）農業大学校の専任講師に

よる技術指導（果樹）

石和駅前の植花活動（草花） 篤農家による果樹経営の講義（果樹）

農家派遣実習（２年）中学生との教育交流

（グリーンライフ）

校外学習（１年） ブドウ台湾輸出に向けた

特別講義（２年）

果樹園芸科
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学科目標・目指す姿
① 将来を見据えた系列選択と生徒の適正に応じた進路指導の充実。

② キャリア教育の推薦。

③ 地域社会の発展に努めようとする意識を高める。

特色ある科目
● 環境・緑地系列：環境工学基礎、測量、ものづくり

● 情報・観光系列：簿記、マーケティング、山梨の観光

● 国際文化系列：異文化理解、総合英語

● 人間科学系列（生活福祉コース）：

生活支援技術、子どもの発達と保育、フードデザイン

● 人間科学系列（スポーツ科学コース）：
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受験指導

進学

土曜講座
平日課外

用意されている課外や対策講座など

模試対策
講座

校内指導

・進学面接ガイダンス

・志願理由書講習会

・校内教員小論文・面

接指導

・二者懇談

・係によるサポート

外部指導

・小論文対策講座

（外部講師）

・進学学力模試

・小論文模試

就職模擬面接

校内教員による就職説明会

就職・公務員

校内指導

・就職面接指導

・就職模試

・産業事情説明会

・二者懇談

・係によるサポート

外部指導

・公務員講座

・公務員模試

主な進路先（過去５年間）

〔大学〕                                                      

横浜国立大学　電気通信大学　長野大学　諏訪東京理科大学　山梨大学　都留文科大　山梨県立大学　帝京科学大学　健康科学大学　山梨学院大学

山梨英和大学　明治大学　法政大学　立教大学　中央大学　神奈川大学　桜美林大学　青森大学　神奈川工科大学　駒沢大学　静岡産業大学

専修大学　拓殖大学　中央学院大学　日本大学　東京医療保健大学　東京経済大学　東京情報大学　東京農業大学　常磐大学　日本医療大学

人間総合科学大学　文教大学　松本大学　明星大学　立正大学　流通経済大学　大妻女子大学　実践女子大学　他

［短期大学］

大月短期大学　山梨学院短期大学　帝京学園短期大学　小田原短期大学　実践女子短期大学　女子美術短期大学  　他

［専門学校］

富士吉田市立看護専門学校　帝京山梨看護専門学校　共立高等看護専門学校　甲府看護専門学校　甲府市立甲府商科専門学校

ＡＯＢビューティークリエイト専門学校　大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校　甲府医療秘書学院　ｻﾝﾃｸﾉｶﾚｯｼﾞ専門学校　山梨秀峰調理専門学校

山梨歯科衛生専門学校　山梨県美容専門学校  山梨情報専門学校　青山製図専門学校　関東柔道整復専門学校　国際製菓専門学校

埼玉自動車専門学校　東京多摩調理製菓専門学校　東京福祉専門学校　トヨタ東京自動車大学校　日本外国語専門学校　日本工学院八王子校

日本電子専門学校　二葉製菓専門学校　町田デザイン専門学校　他

［能力開発校］

山梨県立産業技術短期大学校　山梨県立農業大学校　山梨県立峡南高等技術専門校　山梨県立宝石美術専門学校

主な就職先（過去５年間）

〔事業所〕                                                      

㈱潤工社　パイオニア㈱　㈱サンキムラヤ　佐川急便㈱　㈱小林リース　㈱洋菓子舗ウエスト　㈱丸栄ホテル若草の宿丸栄　㈱ホテルふじ　

中巨摩郡農業協同組合　フジッコワイナリー㈱　㈱飯塚工業　㈱ハーブ庭園旅日記　㈱石和名湯館 糸柳　㈱壽光会　山本基礎工業㈱　㈱セル

ワタキューセイモア㈱　サトウ食品工業㈱　山梨営業所㈱　エイジェック甲府オフィス　よっちゃん食品工業㈱  マックスバリュー東海㈱

山梨通運㈱　日野自動車㈱　㈱岡島　甲府南ライオンズクラブ　他

［公務員］

山梨県警察　自衛官　東山梨消防本部　笛吹消防本部　笛吹市役所　 東京消防庁　

部活動

運動局
・野球　　　　・ソフトテニス

・卓球　　　　・サッカー

・柔道　　　　・ライフル射撃

・剣道　　　　・バレーボール

・弓道　　　　・バスケットボール

・陸上　　　　・自転車

・テニス　　　・バドミントン

・ラグビー　　・ソフトボール

文化局
・写真　　　　・書道

・美術　　　　・茶道

・吹奏楽　　　・フォークソング

・情報科学　　・ボランティア

・放送　　　　・すいれき太鼓

・植物研究　　・食品化学

・園芸デザイン

全国大会出場
男子ソフトテニス部　　ライフル射撃部

すいれき太鼓部　　　　植物研究部

長
期
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4
Apr.

● 入学式

● 新入生オリエンテーション

● 標準考査

● 部・委員会登録

5
May

● 生徒総会

● 壮行会

● 高校総体

● 第１回定期考査

6
Jun.

● 全国総体予選

● 創立記念日

● 学園祭

7
Jul.

● 第２回定期考査

● 学校説明会

● 三者懇談　● 夏期課外

● オープンスクール

8
Aug.

● 夏期課外

● 標準考査

9
Sep.

● 公開授業

● 校内英語暗唱大会

10
Oct.

● 第３回定期考査

● 新人大会

11
Nov.

● ふれあいフェスタ笛吹

● 高校芸術文化祭　● 修学旅行

● ランウォーク大会

● インターンシップ

12
Dec.

● 第４回定期考査

● 総合学科系列別

　プロジェクト発表

● 冬季課外

1
Jan.

● 冬季課外

● 農業クラブ校内

　プロジェクト発表会

2
Feb.

● 第５回定期考査

3
Mar.

● 卒業式

● オーストラリア語学研修

● 球技大会

● 生徒総会

私は笛吹高校に入学し、とても

充実した三年間を過ごすことがで

きました。普通科は３クラスあり、

１組が特に大学進学者向けのクラ

スであり、他のクラスより少しレ

ベルの高い勉強をします。また、

定期的に行われる模試で自分の実

力を試すことができますし、上級

学校見学会や各種説明会で自分に

合った大学を見つけることができ

ます。

中川智吉
（普通科）

御坂中学校出身

サッカー部

都留文科大学　教養学部

地域社会学科　在学

笛吹高校の普通科はしっかりと

基礎学力を身につけられることは

もちろんのこと、自分の特性を活

かした選択ができます。上級学校

への進学はもちろん、就職にも対

応することができるので、将来の

進みたい道が大幅に広がる学科だ

と思います。勉強以外にもクラス

や部活でたくさんのことを学び、

自分の成長に繋げることができま

した。皆さんも笛吹高校に入り楽

しく過ごしてみませんか！

小池伶奈
（普通科）

石和中学校出身

卓球部

帝京看護専門学校　在学

笛吹高校は４つの学科があり、

学びたい専門分野を選ぶことがで

きます。充実した設備や学習環境、

そして先生方の熱心なご指導のお

かげで毎日楽しく学校生活を送る

ことができました。また、部活動

も盛んで、年間行事も多いので、

授業以外でも先生や生徒達と交流

することができます。
依田京峻

（普通科）

甲府市立東中学校出身

ボランティア部

山梨県立大学 人間福祉学部

福祉コミュニティ学科 在学

笛吹高校は自分の学びたい専門

分野を選ぶことができます。また、

学校行事も多く、普段の学校生活

では学ぶことのできない経験や知

識を得ることができ、本校の校訓

である「責任と信頼」の意味を理

解できました。勉強と部活動を両

立することは大変でしたが、先生

方のサポートで成長できました。

皆さんも将来の目標に向けて頑

張ってください。

芦澤佑哉
（食品化学科）

塩山中学校出身

テニス部

日本郵便株式会社

南関東支社　在職

食品化学科は実習がたくさんあ

り、実際に作業を行うことで、教

科書の知識だけでなく、作業の意

味や変化の理由などを深く学ぶこ

とができました。また、選択科目

の授業では自分の学びたい分野を

学習することができます。私の選

択した栄養化学では自分たちで実

験方法や改善策を考えながら楽し

く学ぶことができました。笛吹高

校でしか学べないことがたくさん

あり、将来の職業分野に興味を持

つきっかけになります。

坂田未羽
（食品化学科）

勝沼中学校出身　美術部

山梨学院短期大学

食物栄養科

栄養士コース　在学

果樹園芸科は果樹、野菜、草花

の３つの分野に分かれていますが、

どれを選択しても後悔はしないと

思います。今は農業に興味がなく

ても授業を受けていくとだんだん

楽しくなってきます。農家派遣実

習もあり、農家の方々から技術や

心構えについて直接聞くことがで

きるので、授業では学べないとこ

ろまで農業についてより深く知る

ことができます。皆さんも笛吹高

校で充実した高校生活を送ってく

ださい。

佐々木拓海
（果樹園芸科）

山梨北中学校出身　野球部

東京農業大学

国際食料情報学部

国際農業開発学科　在学

年間行事予定 卒業生からのメッセージ



4
Apr.

● 入学式

● 新入生オリエンテーション

● 標準考査

● 部・委員会登録

5
May

● 生徒総会

● 壮行会

● 高校総体

● 第１回定期考査

6
Jun.

● 全国総体予選

● 創立記念日

● 学園祭

7
Jul.

● 第２回定期考査

● 学校説明会

● 三者懇談　● 夏期課外

● オープンスクール

8
Aug.

● 夏期課外

● 標準考査

9
Sep.

● 公開授業

● 校内英語暗唱大会

10
Oct.

● 第３回定期考査

● 新人大会

11
Nov.

● ふれあいフェスタ笛吹

● 高校芸術文化祭　● 修学旅行

● ランウォーク大会

● インターンシップ

12
Dec.

● 第４回定期考査

● 総合学科系列別

　プロジェクト発表

● 冬季課外

1
Jan.

● 冬季課外

● 農業クラブ校内

　プロジェクト発表会

2
Feb.

● 第５回定期考査

3
Mar.

● 卒業式

● オーストラリア語学研修

● 球技大会

● 生徒総会

私は笛吹高校に入学し、とても

充実した三年間を過ごすことがで

きました。普通科は３クラスあり、

１組が特に大学進学者向けのクラ

スであり、他のクラスより少しレ

ベルの高い勉強をします。また、

定期的に行われる模試で自分の実

力を試すことができますし、上級

学校見学会や各種説明会で自分に

合った大学を見つけることができ

ます。

中川智吉
（普通科）

御坂中学校出身

サッカー部

都留文科大学　教養学部

地域社会学科　在学

笛吹高校の普通科はしっかりと

基礎学力を身につけられることは

もちろんのこと、自分の特性を活

かした選択ができます。上級学校

への進学はもちろん、就職にも対

応することができるので、将来の

進みたい道が大幅に広がる学科だ

と思います。勉強以外にもクラス

や部活でたくさんのことを学び、

自分の成長に繋げることができま

した。皆さんも笛吹高校に入り楽

しく過ごしてみませんか！

小池伶奈
（普通科）

石和中学校出身

卓球部

帝京看護専門学校　在学

笛吹高校は４つの学科があり、

学びたい専門分野を選ぶことがで

きます。充実した設備や学習環境、

そして先生方の熱心なご指導のお

かげで毎日楽しく学校生活を送る

ことができました。また、部活動

も盛んで、年間行事も多いので、

授業以外でも先生や生徒達と交流

することができます。
依田京峻

（普通科）

甲府市立東中学校出身

ボランティア部

山梨県立大学 人間福祉学部

福祉コミュニティ学科 在学

笛吹高校は自分の学びたい専門

分野を選ぶことができます。また、

学校行事も多く、普段の学校生活

では学ぶことのできない経験や知

識を得ることができ、本校の校訓

である「責任と信頼」の意味を理

解できました。勉強と部活動を両

立することは大変でしたが、先生

方のサポートで成長できました。

皆さんも将来の目標に向けて頑

張ってください。

芦澤佑哉
（食品化学科）

塩山中学校出身

テニス部

日本郵便株式会社

南関東支社　在職

食品化学科は実習がたくさんあ

り、実際に作業を行うことで、教

科書の知識だけでなく、作業の意

味や変化の理由などを深く学ぶこ

とができました。また、選択科目

の授業では自分の学びたい分野を

学習することができます。私の選

択した栄養化学では自分たちで実

験方法や改善策を考えながら楽し

く学ぶことができました。笛吹高

校でしか学べないことがたくさん

あり、将来の職業分野に興味を持

つきっかけになります。

坂田未羽
（食品化学科）

勝沼中学校出身　美術部

山梨学院短期大学

食物栄養科

栄養士コース　在学

果樹園芸科は果樹、野菜、草花

の３つの分野に分かれていますが、

どれを選択しても後悔はしないと

思います。今は農業に興味がなく

ても授業を受けていくとだんだん

楽しくなってきます。農家派遣実

習もあり、農家の方々から技術や

心構えについて直接聞くことがで

きるので、授業では学べないとこ

ろまで農業についてより深く知る

ことができます。皆さんも笛吹高

校で充実した高校生活を送ってく

ださい。

佐々木拓海
（果樹園芸科）

山梨北中学校出身　野球部

東京農業大学

国際食料情報学部

国際農業開発学科　在学

年間行事予定 卒業生からのメッセージ



石和温泉駅

R411

R20

笛吹市役所
●

笛吹
川

鵜飼橋

山梨県立博物館●

至勝沼

至甲府

笛吹高校

山梨県立笛吹高等学校
〒406-0031

山梨県笛吹市石和町市部３番地

TEL 055-262-2135　FAX 055-262-6381

e-mail  info@fuefukih.kai.ed.jp
ホームページ  http://www.fuefukih.kai.ed.jp/

山梨県立笛吹高等学校

卒業生からのメッセージ

果樹園芸科では三年間クラス替

えがないので、他の科よりも団結

できると思います。年に一度の収

穫祭であるふれあいフェスタ笛吹

では、各科の特色を活かした商品

を販売します。果樹園芸科では

日々の授業で育てた農作物の販売

を行い、毎年好評を得ています。

地域の方々との交流ができ、楽し

い思い出がたくさんできます。

渡邉真奈美
（果樹園芸科）

石和中学校出身

すいれき太鼓部

山梨県立農業大学校 養成科

（園芸学科・野菜コース）在学

笛吹高校には４つの科があり、

自分の学びたいことを学ぶことが

できます。私の所属する総合学科

は１年生の時はクラス単位での授

業ですが、２年生からは４系列５

コースに分かれて系列ごとの学習

になります。私は国際文化系列に

所属しました。英語を中心に学ぶ

ことができ、大学進学から就職ま

で幅広い進路選択ができる系列で

す。自分の夢に向けて頑張って下

さい。

川村斗真
（総合学科　国際系列）

浅川中学校出身

サッカー部

拓殖大学　在学

私は系列選択で、情報・観光系

列を選択しました。現代では最低

限度の PC スキルは持っていて当

然という考えが一般化しています。

情報・観光系列では PC のビジネ

ス 向 け ソ フ ト を 中 心 に 学 習 し、

様々な検定取得に挑戦することが

できます。先生方の熱心な指導や

放課後の課外のおかげで、卒業ま

でに５種目の検定で１級を取得す

ることができました。

池田有里花
（総合学科 情報・観光系列）

山梨南中学校出身

写真部

日本工学院八王子専門学校

ゲームクリエイター科 在学

私は環境・緑地系列に所属して

いました。この系列では２年生の

時に主に環境工学について学び、

３年生では自動車について学ぶこ

とができます。また、CAD や測

量と言った専門的な知識を得るこ

ともできます。そして、多くの資

格を取ることができ、将来の進路

の実現のための大きな力になりま

す。

上野怜哉
（総合学科 環境・緑地系列）

石和中学校出身　野球部

株式会社　潤工社

山梨オペレイションズ

センター　在職

平成31年度入学生

学校説明会

オープンスクール

１回目

２回目

３回目

４回目

9：00〜10：00 13：00〜14：00

15：00〜16：0011：00〜12：00

7/15 （日）

7/31 （火）

山梨県立笛吹高等学校

平成 年度入学生 学校案内31
普通科／食品化学科／果樹園芸科／総合学科


