
名張新高校紹介リーフレット 中国語版 
 

 

  

名張桔梗丘高等学校と名張西高等学校は 平成２８年４月 

 名張青峰高等学校として生まれ変わります   

未来の 探究と創造 

 

名张桔梗丘高中和名张西高中在 2016年 4月 

将合并为名张青峰高级中学 

对未来的探究和创造 
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名張青峰高等学校は、こんな高校です！ 

 

名张青峰高级中学，将会是这样的学校！ 

  

 

◆大学・短期大学などへの進学を実現できる高校です 

◆能助你实现进入大学・短期大学的高级中学 

 

 

普通科で難関大学への進学を目指すコース 

从普通科进入难关大学的教程 

１ 普通科 文理探究コース＜１学級程度＞ 

１ 普通科 文理探究课程＜１个班级程度＞ 

 

 

将来、幅広い分野で専門職として活躍できる資質を育てます。 

培养将来可以活跃在很多领域的专业人才的资质。 
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○国公立大学や難関私立大学へ進学するために必要な学力を育てます。 

○培养为升学到国公立大学以及难关私立大学所必要的学力。 

 

２年次からは、文系と理系に分かれた専用の科目群から必要な科目を選択し

て学びます。 

2年级开始，分为文、理科，从专用的科目群中选择必要的科目进行

学习。 

 

 

○将来、幅広い幅広い分野で専門職として活躍できる資質を育てます。 

 

○培养将来可以活跃在很多领域的专业人才的资质。 

 

 

「探究」すなわち学習の意義・本質を探って見極めようとする態度を養いま

す。 

 

“探究”是指养成努力探索学习的意义・本质的态度。
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幅広い進路希望の実現を目指すコース 

希望实现广范围进路的教程 

 

２ 普通科 未来創造コース＜７学級程度＞ 

２ 普通科 创造未来课程＜７个班级程度＞ 

 

自らの生き方（キャリア）を自らに問いかけて、自ら選択・判断します。 

自己寻找自己的人生意义，自己选择・判断。 

 

 

○多様な選択科目やキャリア教育により、進路目標を実現します。 

○通过多样的选择科目和专业教育，实现进路的目标。  

 

 

自分の個性を理解し、自ら進路目標を考えます。 

進路目標に応じた多様な選択科目群から必要な授業を選択します。 

理解自己的个性，思考自己的进路目标。 

从众多的可选科目中，选择对应于进路目标的必需的科目。 
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○４年制大学・短期大学・専門学校等、幅広い進路希望に応じて学びます。 

○4年制大学・短期大学・专门学校等，针对希望有广范围进路

的来进行学习。  

 

 

「創造」すなわち進路目標を達成するための道筋（キャリアプラン）を創

ります。 

“创造”是指创立为了达成进路目标的人生规划。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２つのコースは、入学者選抜の段階で別々に募集します。 

入学後にコースを変更することはできません。 

※这两个教程，在入学选拔的阶段开始分别募集。 

入学后不能变更教程。 
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◆部活動を頑張る人を応援する高校です 

◆对参加课余部活动努力的同学提供支援的高级中学 

 

 名張青峰高等学校は、「文部両道」をモットーに勉学と部活動の両方を大切

にします。 

 文理探究コース、未来創造コース共に、週当たりの授業時間数は５０分で

３２時間です。このため、放課後・週末等の部活動は、両コースの生徒が同

じように取り組みます。すなわち、どちらのコースでも同じように励むこと

ができます。 

 

名张青峰高级中学注重“文武兼备”，重视学习的同时也不放松课余

部活动。 

文理探究课程和创造未来课程一样，每周上课的时间为 50分钟一节

课，共 32 节课。因此，课后和周末等的课余部活动，这两课程的学

生能够一起参与，哪一个课程的学生都可以一样的努力进取。 
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設置する部活動は、名張桔梗丘高校と名張西高校で現在活動している部活動

を中心に、準備を進めています。 

 

在设置课余部活动时，以名张桔梗丘高中和名张西高中现在的活动

内容为中心，积极地准备着。 

 

設置する部活動（予定） 

设置的课余部活动（预定） 

 

体育系         体育系  

・陸上         田径    ・テニス     网球 

・野球         棒球    ・ソフトテニス  软式网球 

・サッカー     足球    ・剣道            剑道 

・卓球         乒乓球   ・バドミントン   羽毛球 

・バスケットボール   篮球     ・ハンドボール   手球 

・バレーボール       排球 
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文化系         文化系 

・英語         英语     ・美術            美术 

・吹奏楽       吹奏乐 ・文芸      文艺 

・書道               书法  ・演劇   演剧 

・コンピュータ 电脑  ・筝曲   筝曲 

・放送   播音  ・調理   烹饪 

・写真   摄像  ・茶道               茶道 

・科学   科学  ・人権サークル       人权沙龙 

  

 

地元・名張の高校で思いっきり部活動に取り組もう！ 

在当地・名张的高中里尽兴地进行课余部活动吧！ 
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◆グローバルな視野を身につけられる高校です 

海外語学研修や海外の姉妹校・提携校との交流を通じて、英語コミュニケー

ション能力とともに、グローバル化する社会で活躍できる資質や態度を身に

つけます。 

◆培养具有放眼全球的学生的高级中学 

通过海外的语言研修和海外姐妹校・提携校的交流，提高英语的交

流能力，以及培养能够活跃于全球化的社会里的资质和态度。   

 

 

◆情報社会に対応した学びができる高校です 

授業やコミュニケーションのツールとしてタブレットＰＣを活用すること

により、プレゼンテーション能力や情報倫理を育みます。 

◆能够对应于信息社会进行学习的高级中学 

作为讲课和交流的工具，通过活用平板电脑，培养表现能力，学习

信息伦理。 
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◆人とのつながり、地域とのつながりを大切にする高校です 

明るい挨拶、高校生らしい身だしなみ、人権を大切にする意識などを身につ

け、地域から愛され、信頼される高校生を育てます。 

◆注重人与人之间的相处、与地区之间关系的高级中学 

培养可以热情问候、与高中生身分相符的着装、重视人权意识、受

地区喜爱和信赖的高中生。 

◆「桔梗」と「西」、２つの高校の強みを引き継ぐ高校です 

名張桔梗丘高校と名張西高校で、これまでに培った強みを引き継ぎ、発展さ

せます。 

名張桔梗丘高校の幅広い選択授業の設定と、名張西高校の英語科・情報科の

専門性を活かした教育内容を＜単位制＞のシステムにより実現します。 

◆是承继了“桔梗”和“西”，这两所高中的强项的高级中学。 

将继承名张桔梗丘高中和名张西高中，至今为止所培育的强项，并

使之得到发展。 

将名张桔梗丘高中的广范围的选择教学的设定，以及名张西高中的

英语科・情报科(信息科)的专门性的教育内容，通过＜单位制＞的系

统得以实现。 
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 .   

名張青峰高等学校が育む３つの力！ 

名张青峰高级中学培养 3种能力！  

 

未来を拓く力 ～ 自分で自分の限界を作りません ～ 

 ◎开拓未来的力量 ～ 不给自己制定界限 ～ 

 

  単位制に基づく多様な開設科目や、きめ細かい進路指導で、将来、様々

な分野で活躍できる資質を育てます。国公立大学・難関私立大学から短

期大学・専門学校まで幅広い進路希望に対応します。 

 文理探究コースでは、国公立大学（文系・理系）や難関私立大学への

進学に必要な学力を身につけます。そのために進学補習や個別対応を細

やかに実施します。地元の生徒が地元の高校に通いながら、進路志望を

実現し、自己実現を図ることを可能にします。 

 文理探究コース・未来創造コースのいずれにおいても、大学や地域と

連携したキャリア教育を進めます。 

 

 以单位制为基础开设多种科目，进行细致的进路指导，培养将

来能够在各种领域活跃的资质。对应于从国公立大学・难关私立

大学开始，至短期大学・专科学校为止的广范围的升学要求。 

 文理探究课程，是注重培养为升入国公立大学（文科・理科）
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和难关私立大学时必需的学力，因此实施升学补习和细致的个别 

导。当地的学生在当地的高中里，就可能实现自己的进路志愿、实现自己的目。 

 无论是文理探究课程，还是创造未来课程，哪一个都是和大学以及地区互相提携，进行专业教育。 

 

 

  「自分に何ができるのか？」「何に興味関心があるのか？」という自己理解から始め、社会や様々な職業について学び、自分とのかかわりを考

え、自己目標を決定して、それを実現するために必要な課題を設定します。そのうえで、目標達成のために具体的に取り組むためのキャリアプ

ランを策定していきます。 

 从“自己能干什么？”“对什么有兴趣有关心？”开始了解自己，学习社会和各种各样的职业，思考与自己的关系，决定自

己的目标，设定为了实现目标而必需的课题。在此基础上，为了达到目标，策定具体的框架规划。 

 

 

  また、「選択と集中」の考え方に基づいたカリキュラムを導入し、学力を確実に身につけます。進路実現のための学習や資格取得と、学校行事・

部活動等との両方を大切にする教育システムを設定します。 

 还有，基于“选择和集中”的想法导入课程，培养扎实的学力。为了实现进路进行学习和取得各种资格，设定包括学校活动・

课余部活动等两不误的教育系统。 
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グローバル化社会で活躍する力 

～ 実践的な英語力とグローバルな視点で意思決定・意思疎通を行う力を育て

ます ～ 

活跃于全球化社会的力量 

～ 实践型英语能力和以全球化的视点进行意向决定・意向疎通的力

量的培养 ～  

 

All-English timeや、英語 Camp、大学からの英語出前授業、英語によるディ

ベートやプレゼンテーション、英語コミュニケーション能力測定テストなどを

通じて、「読む」「聞く」「書く」「話す」の４技能を総合的に習得し、英語運用

能力を身につけます。 

海外への留学をサポートするとともに、海外研修旅行を募集により行います。

また、海外の姉妹校や提携校（オーストラリア、タイ）からの訪問団と交流し、

国際的な視野を身につけます。 

英語運用能力とともに、自主性・積極性・異文化理解の力を養成し、グローバ

ル化社会で活躍する人材を育成します。 

 通过 All-English time、英语 Camp、从大学来的上门英语授课、

英语辩论赛和发表、英語交流能力测定考试等，综合掌握“读”“听”

“写”“说”的４项技能，增强英语运用能力。 
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 对海外留学提供支援的同时，募集海外研修旅行。另外通过和海外的姐妹校以及提携校（澳大利亚、泰国）的访问团的交流，

扩展国际性的视野。 

 增加英语运用能力的同时，培养自主性・积极性・对异文化理解的能力，培育能够活跃在全球化社会的人材。 

 

 ひとり１台タブレットパソコンと、名張西高校が築いてきたネットワーク環境を最大に活用し、日常の学習や情報の収集・発信を行います。

21世紀に即した適切な情報の利活用ができる力を身につけます。 

 ホームルーム活動などの学校生活の中で、情報倫理や個人情報ついての正しい理解を身につけ、情報化社会に有用な人材を育てます。 

 高度な情報の活用方法を学ぶ選択科目を履修することが可能です。 

 每人１台平板电脑，最大限度的利用名张西高中现有的网络环境，进行日常学习和信息的收集・发信。培养能够适应 21 世

纪的活用信息的能力。 

 在综合活动等的学校生活中，培养对信息伦理和个人信息的正确理解，培育信息化社会的有用的人材。 

 可以学习高度的信息活用方法，履修选修科目。 
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人とつながる力 

～ 地元で育つ、地元に愛される人材の養成 

人与人之间相处的能力 

～ 当地培育、被当地所热爱的人材的培养 ～ 

 明るく挨拶ができ、高い倫理観を持ち、自分も他人も大切にできる…そ

んな高校生を育成します。 

 人との絆を大切にする高いコミュニケーション能力を持った人材を育て

ます。大学からの出前講義や地域の専門家を外部講師として招く多様な授

業を開設します。 

 「社会に参画できる力」を育てます。地域との交流を通して、地元で愛

され、地元を離れても慕われ、どこで暮らしても役立つことができる「未

来人」を育成します。 

 能热情的打招呼、拥有高尚的伦理观、对自己对他人都能重视

…要培养的是这样的高中生。 

 培养拥有重视与人的联系、有很高的交流能力的人才。从大学

来上门讲课，或是招请本地的专家作为外部讲师，开设多样化讲

座。培养“参与社会的能力”。培养通过与地区间的交流，被当地

所爱，离开了本地也被思念，生活在哪里都会有用的“未来人”。 

明 
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 人権教育や環境美化活動に積極的に取り組み、互いに高めあい、勇気づけあい、磨きあう仲間が集う、豊かな人間力を育む学校づくりをめざ

します。 

 积极参加人权教育和环境美化活动，相辅相承，互相增加勇气，经历磨炼的伙伴聚集在一起，向着培养有丰富的人类之力量

的学校而努力。 
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高校生活入門講座（学校説明会） 

２０１５年８月２６日（水）第１回 

２０１５年１１月７日（土）第２回 

対象：２０１６年４月に入学を希望する中学生等 

 

高中生活入门讲座（学校说明会） 

2015年 8月 26日（星期三）第１次 

2015年 11月 7日（星期六）第２次 

对象：希望在 2016年４月入学的中学生等 

 

詳細についての案内は、関係中学校に連絡しますので、中学校を通じてお申込

みください。 

详细说明和各相关中学有联系，请通过中学报名。 

 

○名張青峰高等学校は、ここにできます！ 

 ～ 校地・校舎は、名張西高校を活用します ～ 

 

○就在这里诞生了名张青峰高级中学！ 

 ～ 校地・校舍，将灵活使用名张西高中 ～ 

 



名張新高校紹介リーフレット 中国語版 
 

＊開校（平成２８年４月）から２年間は、名張西高校生（上級生）と同じ校舎

で学びます。また、行事や部活動では名張桔梗丘高校とも連携します。 

＊ 开校（2016年４月）开始的 2年间，和名张西高中生（上级生）

在同一所校舍学习。还有，校内活动、课余部活动也有和名张桔梗丘

高中联合举办。 

 

 

 

新しい高等学校の最新情報は、ここで確認できます！ 

～ 新高校のＷｅｂページがあります ～ 

新高中的最新信息，可以在这里确认！ 

～ 有新高中的网页 ～ 

 

 

 



名張新高校紹介リーフレット 中国語版 
 

 また、名張西高校内に「名張新高等学校準備事務局」を設置しています。 

  〒５１８－０４７６ 

 三重県名張市百合が丘東６－１ 

 三重県立名張西高等学校内 名張新高等学校準備事務局 

       ℡０５９５－６４－１５２５  

    nabari-shinko@nishiko.ed.jp 

 

 还有，在名张西高中内设置了“名张新高级中学准备事务局”。 

 〒５１８－０４７６ 

 三重县名张市百合丘东６－１ 

 三重县立名张西高级中学内 名张新高级中学准备事务局 

       ℡０５９５－６４－１５２５ 

    nabari-shinko@nishiko.ed.jp  


