
•創立47年目

•全日制普通科

• １学年が９クラス

(国際理解コースが１クラス)

・生徒＋教職員

総計約１１５０名

•卒業後の進路

国公立1５0名前後合格

パイロットなど大学校

安城東高校
基本情報 2022



アクセス 4つの駅・便利！

自転車17分

名鉄
新安城

名鉄
宇頭

名鉄
北安城

ＪＲ
安城

安城東
自転車10分

自転車５～10分

自転車1７分



緑化優秀（文科大臣表彰）受賞

空と大地が、あなたを包む



大木・花・小川
豊かな自然が人を

育む



安城東高の中庭
人が集う、人をつなぐ



2021年度文化祭



安城東高校の魔法の力



魔法の力とは？

不可能を可能にする
引き出し❶

安城東は
ICT活用先進校





●無料貸与
タブレットPC
（キーボード分離可・ペン付）

〇先生のPC・スマホ

●個人のスマホ
（生徒・保護者）

安城東高校
はクラウドで情報
共有しています！



第１マルチメディア教室

（国語授業）

第２マルチメディア教室

（英語授業）

テストカード活用
（英語授業）

生徒会役員選挙もHRに配信

1年生数学教室授業



1年生数学授業



安城東

●メルボルン

●ドイツ

●シンガポール

●アメリカ

●タイ

不可能を可能にする
引き出し❷

ユネスコスクール
国際理解C

安城東は英語ハブスクール
国際理解Cでは、毎日ALT在
中、英語だけでなく、海外
と異文化交流を継続





シンガポール研修国際理解コース









２・3年生文類型
人文・社会・学際系C

グローカル・スタディ−ズ

２・３年生理類型
理数・自然・学際系C

グローカル・スタディ−ズ

2・3年生文類型
国際理解C
グローカル・
スタディ−ズ

グローカル人材

全生徒共通グローカル・スタディ−ズ

知的教養 (着想・考える道筋)

普通C1年生 国際理解C

2022年度から
設ける新ルート
(C選択の適正化)

不可能を可能にする引き出し❸教養講座開設
●ユネスコスクールとしてのこれまでの本校の歩みを踏まえ、グローバルな視野で自己の足元を見つめ直
し、ローカルな視点で行動できるグローカル人材の育成を目指す総合学習「グローカル・スタディーズ」
(GLS)を創設します。
●1年生では普通科共通GLS、2・3年生ではコース(C)別GLSを学習し、ICTを活用して個別的で最適な学習体
制を構築し、大学進学への意欲を育みます。
●現連携協定締結大学の東京大学との連携体制を柱に、全国・地方的視野で連携体制を拡充し、高校の授
業と大学の研究、さらに将来の社会貢献のつながりを体感し、学ぶことの意味や意義を深めます。





安城東＝東京大学教養学部
2021年4月～連携協定の締結

高校の授業と大学・将来の仕事を橋渡しする
東大発オンライン教養講座（無料）を提供

〇大学の研究の中身を学べる。
〇協定締結校の生徒からの質問や研究者の回答を共有できる。
〇高校の授業と大学・将来の仕事との関わりがわかる。

令和3年7月9日（金）サメを科学する
講師：兵藤晋
東京大学大気海洋研究所・教授
令和4年7月16日（金）不平等の社会学：データから社会を考える
講師：橋本摂子
東京大学教養学部教養学科・准教授



令和３年度
教養講座

東京大学教授
脳科学者
池谷裕二

講義概要は
役立ちますよ！

(クリック！)
https://anjohigashi-
hs.jp/2021/11/24/4561/

「脳を学び、脳で学ぶ」

脳を使いこなすコツには、脳のしくみを知っ
ておくことです。がむしゃらに酷使するだけ
では、脳はうまく作動してくれません。脳は
どのように作動しているでしょうか。効率的
な学習法とはなんでしょうか。やる気はどう
したら出せるのでしょうか。当日はそんな問
いについて皆で考えたいと思います。

（池谷教授談 2021年10月5日付）

https://anjohigashi-hs.jp/2021/11/24/4561/


安城東高校最大の学校行事
「東高祭」(文化祭＋体育祭)

◆令和３年6月7日の東高祭（文化祭）の様子 (下記をクリック！)
https://anjohigashi-
hs.jp/2021/06/18/6%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%9d%b1%e9%ab%98%e7%a5%ad%ef%bc%88%e6%96%87%e5%8c%96
%e7%a5%ad%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%8
1%97%e3%81%9f/

◆令和３年6月8日の東高祭（体育祭）の様子 (下記をクリック！)
https://anjohigashi-
hs.jp/2021/06/21/6%e6%9c%888%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%9d%b1%e9%ab%98%e7%a5%ad%ef%bc%88%e4%bd%93%e8%82%b2
%e7%a5%ad%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%8
1%97%e3%81%9f/

◆令和３年度東高祭のスライドショー (下記をクリック！)
https://anjohigashi-
hs.jp/2021/07/21/%e3%80%90psw%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e3%80%912021%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9d%b1%e9%ab%98%e7
%a5%ad%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc/

https://anjohigashi-hs.jp/2021/06/18/6%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%9d%b1%e9%ab%98%e7%a5%ad%ef%bc%88%e6%96%87%e5%8c%96%e7%a5%ad%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
https://anjohigashi-hs.jp/2021/06/21/6%e6%9c%888%e6%97%a5%e3%81%ae%e6%9d%b1%e9%ab%98%e7%a5%ad%ef%bc%88%e4%bd%93%e8%82%b2%e7%a5%ad%ef%bc%89%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%82%92%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
https://anjohigashi-hs.jp/2021/07/21/%e3%80%90psw%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e3%80%912021%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9d%b1%e9%ab%98%e7%a5%ad%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc/










令和3年愛知県大会最優秀賞受賞
創作ドラマ部門「青春ディスタンス」
第68回NHK杯全国放送コンテスト準決勝







新しいタイプの授業
先輩と後輩で創る学校行事

専門を同じくする
部活のつながり

グローバルな視野
での異文化交流

幅広い
知的刺激

魔法を生み出すピラミッド！

進学
実現



★よくある御質問★

質問：週34時間授業って？

安城東高校
週34時間授業

多くの中堅進学校
週32時間授業＋朝補習2時間

月 火 水 木 金

朝

1 授業 授業 授業 授業 授業

2 授業 授業 授業 授業 授業

3 授業 授業 授業 授業 授業

4 授業 授業 授業 授業 授業

5 授業 授業 授業 授業 授業

6 授業 授業 授業 授業 授業

7 ＬＴ 授業 授業 総合

7:30 月 火 水 木 金

朝 補習 補習

1 授業 授業 授業 授業 授業

2 授業 授業 授業 授業 授業

3 授業 授業 授業 授業 授業

4 授業 授業 授業 授業 授業

5 授業 授業 授業 授業 授業

6 授業 授業 授業 授業 授業

7 ＬＴ 総合

7:30

計34時間 計34時間

メリット デメリット

・生活のリズムが整いやすい
・授業進度にゆとりができる

(丁寧な授業、演習時間の確保)

・部活動は必要に応じて朝練を
行えば良い

・起床時間がバラバラ
（火・金は1日眠たい!? 特に午後)

・お弁当作りも大変
（登校時間が異なるので家族の生活に
も影響あり）

2021年
昼休み

５分延長



＜県内への主な進学先＞
私立大学
南山大学 愛知大学 中京大学 名城大学
愛知工業大学 愛知学院大学 愛知淑徳大学など

国公立大学
１ 名古屋大学 愛知教育大学 ３ 名古屋工業大学
４ 豊橋技術科学大学 ５ 愛知県立大学など

地元への
進学に強い

国公立大学合格 現役138名!（R3年度）
難関大も健闘、私立大学の合格も！
北海道大２名、金沢大７名、名古屋大 ７名 、名古屋工業大６名、愛知教
育大 13名 、大阪大1名、神戸大1名、国際教養大(秋田県) １名 。その他



何故、国公立を目指す生徒が多いのか？

★国公立大学の入試
1次試験 共通テスト(5教科)<基礎的内容>
2次試験 例：理系(英数理)、文系(英国社)<応用的内容>

→苦手科目にも取り組む姿勢
(苦手はあって当たり前、努力する姿勢が大切)
バランス良い学力育成





安城東高校の情報収集窓口
◆安城東高校Net通信の配信（QRコードで申込）

中学生とその保護者の皆様の高校選択に役立つ情報を配信
しています。受信を希望される皆様の登録をお待ちしてい
ます。詳細は、以下のPDF資料をクリックしてください。
https://anjohigashi-
hs.jp/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%83%bb%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%ae%e7%
9a%86%e6%a7%98%e3%81%b8/

◆安城東高校が分かる50の質問 (Q&A)
https://anjohigashi-hs.jp/2021/10/22/【中学生とその保護者向け】安城東高校が分かる50/

◆安城東高校公式ホームページ

安城東高校の日々の授業、学校行事、部活動、学習に役立
つ情報(Sophia Forum)が満載です。
https://anjohigashi-hs.jp/

https://anjohigashi-hs.jp/%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%83%bb%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%ae%e7%9a%86%e6%a7%98%e3%81%b8/
https://anjohigashi-hs.jp/2021/10/22/【中学生とその保護者向け】安城東高校が分かる50/
https://anjohigashi-hs.jp/



