
　皆さんこんにちは。私は看護師になりたいという目標を
もって笛吹高校に入学しました。そして、卒業後は看護系専
門学校へ進学し、看護師になるというスタートラインに立
ちます。総合学科では国際文化系列に所属し、看護に必要な
生物基礎と数学を選択しました。私が笛吹高校で充実した
３年間を送ることができたのは、先生方や仲間たちとの出
会いがあったからです。皆さんも目標を持ち、出会いを大切
に充実した高校生活を送ってください。

木村菜々羽（総合学科）
・御坂中学校出身
・サッカー部マネージャー
・帝京看護専門学校在学

　私が所属した環境緑地系列では測量や土木施工など、主
に土木系の内容の勉強ができ、専門の知識を多く得ること
が可能な系列です。特に測量では測量器具を使って距離を
測り、そのデータをもとにパソコン上に図面を作成する実
習があります。他にも溶接や図面を紙に写すトレースなど
の実習もあり、今の力量も知ることができます。また、他の
系列では取得できない専門的な資格を在学中に取得できる
のがこの系列の良いところです。

磯田育哉（総合学科）
・石和中学校出身
・野球部
・株式会社飯塚工業
  在職

　私は、スポーツに関わる職業に就くことを夢に持ち入学
してきましたが、職業体験を通して保育士という夢に変わ
りました。笛吹高校の総合学科は4つの系列から自分の進路
に合った系列を選ぶことができ、自由選択では幅広い選択
の中で興味のある分野を選ぶことができます。ですので、私
のように途中で夢が変わっても対応できる所が笛吹高校の
1番の魅力だと思います。今は将来の夢がはっきりしていな
くても、3年間で自分のやりたいことを見つけることができ
る学科だと思います。

村松幸弥（総合学科）
・浅川中学校出身
・サッカー部
・山梨学院短期大学保育科
  在学

　果樹園芸科では、果樹・草花・野菜を主な教材として様々
な専門的な知識と技術を学ぶことができます。私は進路を
見据え専門性を深めるため農業クラブ活動に積極的に取り
組んできました。３年次には果樹でブドウを専攻し「シャイ
ンマスカットの省力・高品質・多収生産を目指して」プロ
ジェクト研究を行い、その成果は、県大会で最優秀賞を受賞
することができました。この活動を今後にしっかり活かし
ていきます。果樹園芸科で専門性を深め将来地域産業を担
う新入生の皆様を歓迎します。

三枝龍矢（果樹園芸科）
・一宮中学校出身
・植物研究部
  フォークソング部
・専門学校県立農業大学校
  在学

　私は、この果樹園芸科で学習できたことをとても誇りに
思っています。家では主にブドウを栽培しており幼い頃か
ら果樹栽培に触れてきました。基礎的な学習から実践的な
栽培管理技術を習得することができます。そして何といっ
ても台湾でのブドウ販売ＰＲ活動は忘れることができませ
ん。事前準備からとても大変でしたが、台湾での農産物に対
する安全志向の高さと日本の栽培技術の高さを実感しまし
た。新入生の皆さん、果樹園芸科で充実した３年間を過ごし
てみませんか。

奥山姫加（果樹園芸科）
・笛川中学校出身
・すいれき太鼓部
・ホテル甲子園在職

　食品化学科では、食品製造や食品化学微生物利用などの
授業があり、加工実習や実験が数多く行われています。実
験・実習室の設備や学習環境も整っていて楽しく勉強がで
きます。食品化学科は3年間クラス替えがなく、他の学科よ
り団結力の強いクラスです。また実習で生産したものを販
売したりして、地域の方々との交流をすることができます。
　学校自体、部活動が活発で行事も様々あり、実験実習を主
体とした食品化学科で楽しい充実した高校生活を過ごして
ください。

渡邉美羽(食品化学科）
・石和中学校出身
・バスケットボール部
・日清医療食品株式会社
   在職

　食品化学科の実験実習では、先生からの指導もあります
が、自分たちで考えて行動することが求められ、効率よく作
業をしたり、安全に配慮した実験など仲間と考え協力しな
がら学ぶことができます。また農業科の活動として農業ク
ラブ活動があり、意見発表やプロジェクト学習など自身の
考えや研究成果を発表する機会があります。座学のみでは
なく実践して身につくことも多く、私自身進路の決定には
このような経験が大変役に立ちました。私は食品化学科で
学べたことを誇りに思っています。

篠塚遥（食品化学科）
・春日居中学校出身
・サッカー部
・東京農業大学生物産業
  学部北方圏農学科在学

　笛吹高校には４つの学科から自分に合った学科を選ぶこ
とができます。私は、将来の夢が決まっていなかったので学
力を身につけるために普通科に進学しました。笛吹高校は
部活動も盛んなので学力だけでなく人間的にも成長するこ
とができます。笛吹高校には多くの先生や生徒が在籍して
います。だから勉強や部活動で困ることがあっても相談で
きる環境になっています。皆さんも勉強や部活動に妥協な
く取り組み、将来について真剣に考え、楽しい高校生活を
送ってください。

河野稜大（普通科）
・上条中学校出身
・サッカー部
・都留文科大学教養学部
  地域社会学科在学

　笛吹高校には四つの学科があり、学びたい専門分野を深
く学習することができます。私の所属していた普通科では
大学進学を目指して幅広い教養を身に着けることができま
す。そのため、高習熟度クラスの設置や外部講師をお招きし
て行う土曜講座は、実力を伸ばすためにもとても役に立ち
ました。ほかにも放課後や早朝に学習会が行われます。ま
た、部活動では日々練習に取り組み、多くのことを学びまし
た。学級活動も充実しているので楽しい高校生活を送って
ください。

藤原誓也（普通科）
・御坂中学校出身
・バドミントン部
・山梨大学工学部
  機械工学科在学

　私は、学業と部活動の両立を目標に掲げて、普通科を選
択しました。普通科では基礎学力を身に着けることがで
きるだけでなく、他の学科に比べ人数が多いので協調性
を育むこともできます。また、様々な学校行事があり、た
くさんの人と交流を深めたり、かけがえのない思い出を
作ることもできます。私は、素晴らしい仲間や先生方に支
えられ、夢だった警察官になることができました。みなさ
んもこの素晴らしい笛吹高校で将来の目標に向けて頑
張ってください。

三枝幸樹（普通科）
・富士吉田市立吉田
  中学校出身
・サッカー部
・山梨県警察在職

石和温泉駅

至勝沼

至甲府
山梨県立博物館

笛吹高校

R20

R411

笛吹市役所 鵜飼橋
笛吹
川

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

         ０５５－２６２－２１３５
         ０５５－２６２－６３８１
          http://www.fuefukih.kai.ed.jp/
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URL
14：00～

学校説明会
７/１２（日）
オープンスクール  
７/31（金）

 9:00～

山梨県立笛吹高等学校
普通科／食品化学科／果樹園芸科／総合学科

令和３年度入学生学校案内

やる気、元気、笛吹、本気



校訓 「責任と信頼」

学科・コース紹介

・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

・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などを活かして、地域課題に取り組む意識と行動力を育てます。

・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。

・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。

教育目標

教育方針

指導重点

教育
の
信条

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）

文系 ／ 理系

国語、地歴公民、数学、理科、英語などの普通科目を
中心に、二年次からは文系・理系のコースに分かれて学習します。

学科の主要科目である「食品製造」「食品化学」「微生物利用」を
中心に学習し、３年生では進路に合わせて専門科目を選択できます。

学科の基礎科目の「農業と環境」を中心に栽培の基礎を学びます。
台湾へのブドウ輸出と現地販売PR活動の実施など、笛吹高校ならでは
の貴重な経験を積むことができます。

将来を見据えた系列選択と生徒の適性に応じた進路指導が充実
しており、キャリア教育の推進や、地域社会の発展に努めようとする
意識を高めます。
4つの系列の中から進路に合ったコースを選択できます。

詳しくは
P4へ

詳しくは
P5へ

詳しくは
P6へ

詳しくは
P7、8へ

出身中学校別市町村一覧

北杜市：1

甲斐市：４

南アルプス市：４

中央市 ：２

山梨市：２７
甲府市：６４

甲州市：２１

大月市：５

富士河口湖町：２

富士吉田市：２
笛吹市：１２７

合計：２５９人
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普通科

重点目標
•しっかりとした学習習慣のもと、目的意識を
  持って進路を切りひらく。
・社会の変化に対応できる力と、自ら学び続け
  る姿勢を身につける。

普
通
科

特色ある科目

● 国語、地歴公民、数学、理科、英語などの普通科目を中心に、文系・理系のコースに分かれて学習。
● グリーンライフ、食文化、簿記、手話入門、子どもの発達と保育、情報実習など、他学科の授業を選択科目
　で学習することも可能。

● 英語検定　　　　● ビジネス実務検定※

● 漢字検定　　　　● 数学検定　　　　

● 危険物取扱者※　　など　　

※本校の他学科と同時に受験することになります。

取得可能な資格・検定

主な進路先

大学

短期
大学

専門
学校

能　力
開発校

就職先

進学

山梨大学　都留文科大学　山梨県立大学　山梨学院大学　長野大学　帝京科学大学　山梨英和大学　健康科学大学　
明治大学　専修大学　日本大学　東海大学　亜細亜大学　駒澤大学　順天堂大学　東京農業大学　清泉女子大学　
日本体育大学　東京女子体育大学　中部大学　桜美林大学　国士舘大学　関東学院大学　拓殖大学　帝京大学　実践
女子大学　神奈川大学　神奈川工科大学　湘南工科大学　東京工芸大学　東京情報大学

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　埼玉女子短期大学　植草学園短期大学　
山野美容芸術短期大学　実践女子短期大学　上智短期大学

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

山梨県警　笛吹市役所　東京消防庁　自衛隊（陸上・海上）　笛吹消防署　はくばく　ムラコシ精工　コニカミノルタ　
洋菓子舗ウエスト一宮工場　シャトレーゼ　潤工社　キトー　TDK  富岳通運　山梨交通　みすずコーポレーション　
常磐ホテル　富士屋ホテル　糸柳　河口湖オルゴールの森　ハイランドリゾート　春日居リゾート　佐川急便　富岳
通運　早川運輸　早川組　飯田鉄工　飯塚工業　笛吹農業協同組合　中巨摩農業協同組合　甲府東洋　パイオニア

甲府看護専門学校　共立高等看護学院　富士吉田市立看護専門学校　山梨県歯科衛生専門学校　帝京福祉専門学校　
甲府医療秘書学院　　甲府市立甲府商科専門学校　サンテクノカレッジ専門学校　山梨情報専門学校　大原学園甲府校
山梨県美容専門学校　山梨秀峰調理専門学校　茅ヶ崎看護専門学校　資生堂美容技術専門学校　東洋美術専門学校　
辻調理師専門学校　東洋公衆衛生専門学校　関東柔道整復専門学校　二葉栄養専門学校　武蔵野調理師専門学校　
JAPANサッカーカレッジ専門学校　日本外国語専門学校　
神田外語学院専門学校　日本工学院八王子専門学校　国際理容美容専門学校　日本動物専門学校　

インターンシップなどを利用し、
自分に合った将来設計のための進路実現

・ 土曜講座
・ 平日課外

・ 模試対策講座
・長期休暇中課外

校内指導

課外

・進学面接ガイダンス
・志願理由書講習会
・校内教員小論文講座

・面接指導
・二者懇談

・小論文対策講座
  （外部講師）
・進学学力模試

・小論文模試

・1、2年土曜講座

外部指導

就職・公務員

・土曜講座

校内指導

・就職面接指導 ・二者懇談

・公務員講座
・就職模試
・産業事情説明会

・公務員模試
・笛吹市企業説明会
・ハローワークによる
  就職面接指導

外部指導

用意されている課外や対策講座など

43

進路実現

1 年

全員
共通

●文系

●理系

●文系

●理系

2 年 3 年

・校内教員による
   就職説明会

課外



食品化学科

重点目標
・ 学力定着のための学習習慣確立
・ 課題解決力、情報を見極める力を育成する
   プロジェクト学習の推進
・ 社会的・職業的自立に向けたキャリア教育
   の推進
・ 地域活性化や人材育成を目指して地域連携
   を推進

特色ある科目

● 「食品製造」「食品化学」「微生物利用」は、学科の主幹科目
● 「食品科学概論」専門科目履修にむけての基礎的な学習
● 「農業と環境」食品の原材料を生産し加工
● 「課題研究」2・3 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」進路に合わせて専門科目を３年生で選択
●「ワイン製造」地域産業のワインについて仕込み実習を通して学習　

●危険物取扱者

●毒物劇物取扱者

●日本農業技術検定

●ＦＦＪ検定　

●アグリマイスター顕彰

●ビジネス文書実務検定

●料理検定・菓子検定

●家庭料理技能検定

●ワインの製造について●ＨＡＣＣＰについて
●地域特産品の開発●食品加工●食文化

●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H30年度Ⅰ類Ⅲ類
●令和元年度日本学校農業クラブ連盟会長

果
樹
園
芸
科

食
品
化
学
科

取得可能な資格・検定

その他

課題研究テーマ例 / 農業クラブの取り組み

果樹園芸科

特色ある科目

● 「農業と環境」：学科の基礎科目栽培の基礎を学ぶ
● 「果樹」「草花」「野菜」は学科の主幹科目
● 「果樹」：台湾へのブドウ輸出と現地販売 PR 活動の実施
● 「グリーンライフ」：地域資源を活用した交流活動などを実施
● 「課題研究」：自らテーマを設定し、調査研究を主としたプロジェクト学習を実施

● 日本農業技術検定（２,３級）　　●FFJ検定

● フラワー装飾技能士（３級）・・国家資格

● 室内園芸装飾技能士（３級）・・国家資格

● アグリマイスター顕彰

● 危険物取扱者（丙種・乙四類）

● ガス・アーク溶接技能講習

● 小型建設機械運転技能講習

取得可能な資格・検定

◆令和元年度プロジェクト研究の実績（県大会最優秀賞）
　・・・「令和２年度　関東大会出場予定」　
・「シャインマスカットの省力・高品質・多収生産
を目指して～１新梢２果房の検証～」・・・発表区分Ⅰ類
・「笛府市芦川源流域のスズラン群生地を守る～群生の植生学的
  解析とその保全策Ⅰ」・・・発表区分Ⅱ類
・「笛吹高校のブドウを世界へ～２回目の台湾輸出販売から～」
  ・・・発表区分Ⅲ類

その他

地域の食品産業を担う人材の育成
地域産業を担う人材育成を目指す
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重点目標
・ 専門科目の基礎的知識や技術の定着
・プロジェクト学習による理論的に物事を考
   える力の育成
・発表の場をとおしてプレゼンテーション能
   力の育成
・地域交流などの校外活動をとおしてコミュ
   ニケーション能力を育成
・職業人・社会人としての資質や能力の向上

トマトの栽培管理

穀物加工（ケーキ）

穀物加工（パン）

甲州ブドウ仕込み

ビン詰実習

食品科学概論

微生物実験

巨大カボチャ（グリーンライフ） 八王子駅での農産物販売

（JGAP認証）

桃の収穫（果樹）組織培養（植物バイオテクノロジー）

クリスマス飾り作製（生物利用） 台湾でのブドウ販売



総合学科

重点目標
・ 将来を見据えた系列選択と生徒の適性に
　応じた進路指導の充実
・ キャリア教育の推進
・ 地域社会の発展に努めようとする意識の
   向上

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 )：トレーニング理論と実際、 生涯スポーツ、 スポーツⅠ･Ⅱ･Ⅲ

●環境緑地系列：ガス溶接技能講習、 危険物取扱者、 建築 CAD、 車両系小型建設機械他

●情報・観光系列：情報処理検定、 ビジネス文書検定、 日商簿記検定、 社会常識マナー検定他

●国際文化系列：英語検定、 漢字検定、 数学検定他

●人間科学系列 ( 生活福祉コース )：家庭科食物調理技術検定、 介護職員初任者研修他

●人間科学系列 ( スポーツ科学コース )：英語検定、 漢字検定他

総
合
学
科

総
合
学
科

2 年次からのコース選択

取得可能な資格・検定

主体的な進路実現を目指して

●環境緑地系列 ●情報・観光系列自然環境について考え、住みやすい生活環境を
創造する産業を担う人材の育成 

情報・観光・流通等の現状や歴史・文化を学び、
地域の産業を担う人材の育成

●国際文化系列 ●人間科学系列（生活福祉）語学・歴史等の学習を通して豊かな国際感覚や
語学力を身につけ、幅広く活躍できる人材の育成  

介護・福祉・食文化等の生活産業
を担う人材の育成
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1 年

全員
共通

●環境緑地系列

●情報・観光系列

●国際文化系列

●人間科学系列
（生活福祉/スポーツ科学）

●環境緑地系列

●情報・観光系列

●国際文化系列

●人間科学系列
（生活福祉/スポーツ科学）

2 年 3 年

●人間科学系列（スポーツ科学）
各種スポーツに関する知識・技能の修得や指導者の立場を経験し、 コミュニ
ケーション能力を身につけた人材の育成

資格取得（フォークリフト安全講習） 平板測量競技会 金融教育の一環として東京証券取引所を見学

国際感覚を身につけるためのALTとの授業

異年齢とのスポーツ交流 ダンス発表

介護実習 調理実習



体育局

● 野球

● サッカー

● ソフトテニス（男女）

● バレーボール（男女）

● バスケットボール（男女）

● 卓球

● 柔道

● 剣道

● テニス

● 弓道

★ ライフル射撃

★ 自転車

● 陸上

● バドミントン

● ラグビー

● ソフトボール

● 写真

● 書道

● 美術

● 茶道

● フォークソング

● 吹奏楽

● ボランティア

● 情報科学

● 放送

● すいれき太鼓

● 植物研究

● 食品化学

● 園芸デザイン

文化局

全国大会出場

部活動

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

● 入学式

● 新入生オリエンテーション

● 部・委員会登録

● 笛吹市との包括連携集会

● 全国総体予選

● 創立記念日

● 第1回定期考査

● 農家派遣実習

● 夏期課外

● 学園祭

● 学校説明会

● 三者懇談

●学びの基礎診断

● 夏期課外

●オープンスクール

● 台湾ブドウ販売PR活動

● 第2回定期考査
● 生徒総会

●壮行会

● 高校総体

● welcome笛吹

● 新人大会

● 公開授業

● 芸術鑑賞会

● 第4回定期考査

● 学びの基礎診断

● 卒業式

● オーストラリア語学研修

● 球技大会

● 生徒総会

● ふれあいフェスタ笛吹

● 高校芸術文化祭

● ランウォーク大会

● インターンシップ

● 第3回定期考査

● 修学旅行

● 学科別プロジェクト発表

● 三者懇談

● 冬期課外

● 冬期課外

● 農業クラブ校内
 　プロジェクト発表会

● 総合学科課題研究
　 発表会

● 男子ソフトテニス部

● ライフル射撃部

● 自転車部

● すいれき太鼓部

関東大会出場

● 男子ソフトテニス部

● 弓道部

● ライフル射撃部

● 自転車部

● すいれき太鼓部

年間行事予定 （本年は新型コロナウイルスの影響で変更があります。）

★

★は強化指定部
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山梨県立笛吹高等学校
普通科／食品化学科／果樹園芸科／総合学科

令和３年度入学生学校案内

やる気、元気、笛吹、本気

　皆さんこんにちは。私は看護師になりたいという目標を
もって笛吹高校に入学しました。そして、卒業後は看護系専
門学校へ進学し、看護師になるというスタートラインに立
ちます。総合学科では国際文化系列に所属し、看護に必要な
生物基礎と数学を選択しました。私が笛吹高校で充実した
３年間を送ることができたのは、先生方や仲間たちとの出
会いがあったからです。皆さんも目標を持ち、出会いを大切
に充実した高校生活を送ってください。

木村菜々羽（総合学科）
・御坂中学校出身
・サッカー部マネージャー
・帝京看護専門学校在学

　私が所属した環境緑地系列では測量や土木施工など、主
に土木系の内容の勉強ができ、専門の知識を多く得ること
が可能な系列です。特に測量では測量器具を使って距離を
測り、そのデータをもとにパソコン上に図面を作成する実
習があります。他にも溶接や図面を紙に写すトレースなど
の実習もあり、今の力量も知ることができます。また、他の
系列では取得できない専門的な資格を在学中に取得できる
のがこの系列の良いところです。

磯田育哉（総合学科）
・石和中学校出身
・野球部
・株式会社飯塚工業
  在職

　私は、スポーツに関わる職業に就くことを夢に持ち入学
してきましたが、職業体験を通して保育士という夢に変わ
りました。笛吹高校の総合学科は4つの系列から自分の進路
に合った系列を選ぶことができ、自由選択では幅広い選択
の中で興味のある分野を選ぶことができます。ですので、私
のように途中で夢が変わっても対応できる所が笛吹高校の
1番の魅力だと思います。今は将来の夢がはっきりしていな
くても、3年間で自分のやりたいことを見つけることができ
る学科だと思います。

村松幸弥（総合学科）
・浅川中学校出身
・サッカー部
・山梨学院短期大学保育科
  在学

　果樹園芸科では、果樹・草花・野菜を主な教材として様々
な専門的な知識と技術を学ぶことができます。私は進路を
見据え専門性を深めるため農業クラブ活動に積極的に取り
組んできました。３年次には果樹でブドウを専攻し「シャイ
ンマスカットの省力・高品質・多収生産を目指して」プロ
ジェクト研究を行い、その成果は、県大会で最優秀賞を受賞
することができました。この活動を今後にしっかり活かし
ていきます。果樹園芸科で専門性を深め将来地域産業を担
う新入生の皆様を歓迎します。

三枝龍矢（果樹園芸科）
・一宮中学校出身
・植物研究部
  フォークソング部
・専門学校県立農業大学校
  在学

　私は、この果樹園芸科で学習できたことをとても誇りに
思っています。家では主にブドウを栽培しており幼い頃か
ら果樹栽培に触れてきました。基礎的な学習から実践的な
栽培管理技術を習得することができます。そして何といっ
ても台湾でのブドウ販売ＰＲ活動は忘れることができませ
ん。事前準備からとても大変でしたが、台湾での農産物に対
する安全志向の高さと日本の栽培技術の高さを実感しまし
た。新入生の皆さん、果樹園芸科で充実した３年間を過ごし
てみませんか。

奥山姫加（果樹園芸科）
・笛川中学校出身
・すいれき太鼓部
・ホテル甲子園在職

　食品化学科では、食品製造や食品化学微生物利用などの
授業があり、加工実習や実験が数多く行われています。実
験・実習室の設備や学習環境も整っていて楽しく勉強がで
きます。食品化学科は3年間クラス替えがなく、他の学科よ
り団結力の強いクラスです。また実習で生産したものを販
売したりして、地域の方々との交流をすることができます。
　学校自体、部活動が活発で行事も様々あり、実験実習を主
体とした食品化学科で楽しい充実した高校生活を過ごして
ください。

渡邉美羽(食品化学科）
・石和中学校出身
・バスケットボール部
・日清医療食品株式会社
   在職

　食品化学科の実験実習では、先生からの指導もあります
が、自分たちで考えて行動することが求められ、効率よく作
業をしたり、安全に配慮した実験など仲間と考え協力しな
がら学ぶことができます。また農業科の活動として農業ク
ラブ活動があり、意見発表やプロジェクト学習など自身の
考えや研究成果を発表する機会があります。座学のみでは
なく実践して身につくことも多く、私自身進路の決定には
このような経験が大変役に立ちました。私は食品化学科で
学べたことを誇りに思っています。

篠塚遥（食品化学科）
・春日居中学校出身
・サッカー部
・東京農業大学生物産業
  学部北方圏農学科在学

　笛吹高校には４つの学科から自分に合った学科を選ぶこ
とができます。私は、将来の夢が決まっていなかったので学
力を身につけるために普通科に進学しました。笛吹高校は
部活動も盛んなので学力だけでなく人間的にも成長するこ
とができます。笛吹高校には多くの先生や生徒が在籍して
います。だから勉強や部活動で困ることがあっても相談で
きる環境になっています。皆さんも勉強や部活動に妥協な
く取り組み、将来について真剣に考え、楽しい高校生活を
送ってください。

河野稜大（普通科）
・上条中学校出身
・サッカー部
・都留文科大学教養学部
  地域社会学科在学

　笛吹高校には四つの学科があり、学びたい専門分野を深
く学習することができます。私の所属していた普通科では
大学進学を目指して幅広い教養を身に着けることができま
す。そのため、高習熟度クラスの設置や外部講師をお招きし
て行う土曜講座は、実力を伸ばすためにもとても役に立ち
ました。ほかにも放課後や早朝に学習会が行われます。ま
た、部活動では日々練習に取り組み、多くのことを学びまし
た。学級活動も充実しているので楽しい高校生活を送って
ください。

藤原誓也（普通科）
・御坂中学校出身
・バドミントン部
・山梨大学工学部
  機械工学科在学

　私は、学業と部活動の両立を目標に掲げて、普通科を選
択しました。普通科では基礎学力を身に着けることがで
きるだけでなく、他の学科に比べ人数が多いので協調性
を育むこともできます。また、様々な学校行事があり、た
くさんの人と交流を深めたり、かけがえのない思い出を
作ることもできます。私は、素晴らしい仲間や先生方に支
えられ、夢だった警察官になることができました。みなさ
んもこの素晴らしい笛吹高校で将来の目標に向けて頑
張ってください。

三枝幸樹（普通科）
・富士吉田市立吉田
  中学校出身
・サッカー部
・山梨県警察在職

石和温泉駅

至勝沼

至甲府
山梨県立博物館

笛吹高校

R20

R411

笛吹市役所 鵜飼橋
笛吹
川

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

         ０５５－２６２－２１３５
         ０５５－２６２－６３８１
          http://www.fuefukih.kai.ed.jp/
          info@fuefukih.kai.ed.jp

TEL
FAX

URL
14：00～

学校説明会
７/１２（日）
オープンスクール  
７/31（金）

 9:00～
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