


数字で見る

神戸高校

創立

101年

創立記念日

5月23日

在校生

911名

・・・

・・・

・・・卒業生

約33,000人
（令和3年4月1日現在）

（令和3年3月末現在）

神高体操

62回目

（令和3年度）

校長

第36代

（旧制神戸中学校時代を含む）

教職員 70名
（令和3年4月1日現在）

年間20回（予定）

CS(Challenge on Saturdays)

授業理解度

85.0％

授業満足度

88.9％

（令和2年度調査）

授業

50分×7限

50min

（令和4年度より）



出身中学校（令和3年度在校生）

鈴鹿市内

65%

鈴鹿市外

35%

鈴鹿市駅より

約650m

グラウンド面積

16,200㎡
東京ドームおよそ1/4個分

理数科

2クラス

普通科

5クラス

運動部13

文化部14

部活動加入率

80%以上

学校説明会

神戸高校入学生の

3/4以上が参加

（過去3年間の実績）

国公立大学合格

計85名

（うち現役80名）

私立大学合格

計791名

（うち現役757名）

四年制大学進学率 約85%

合格実績（令和3年度入試）

（令和3年度）

（令和3年度入学生）



神神戸戸高高校校
110000年年のの歴歴史史

1920（大正9年） 三重県立神戸中学校 開校

1948（昭和23年） 三重県立神戸中学校
三重県立河芸高等女学校
鈴鹿市立高等女学校
鈴鹿市立工業高校が統合され、
三重県神戸高等学校と改称

1949（昭和24年） 三重県鈴鹿高等学校と改称、
神戸部、白子部を設置

1955（昭和30年） 三重県立神戸高等学校と改称

1969（昭和44年） 全日制課程に理数科を設置

2020（令和2年） 創立100周年を迎える

校章は、えんじ色の樟（くす）
の葉と深緑色の銀杏（いちょ
う）の葉を組み合わせたデザ
インです。1948（昭和23）年
に制定されました。
えんじ色と深緑色は、神戸
高校のスクールカラーにも
なっています。

質質実実剛剛健健 校訓の「質実剛健」は、
飾り気がなくまじめで、心
身ともにたくましいようすを
表します。
玄関の前の石碑にも、こ
の文字が刻まれています。

クスノキのそばには、神戸中学校
初代校長の前田七之丞先生の
銅像が建てられています。

創立当時の校門です。
現在も正門の近くに保存され
ています。

旧校舎です。
現在の校舎は、1964（昭和
39）年ごろから使われています。

グラウンド南側にある石碑です。
江戸時代に、ここに神戸藩の学
校「教倫堂（こうりんどう）」があっ
たことを示しています。
三重県の文化財に指定されてい
ます。

神戸高校の名物「神高体操」です。
1960（昭和35）年、当時の体育の先生によって考案さ
れました。
神戸高校の校訓「質実剛健」を体現した、息の合った
動きがみどころで、毎年体育祭で披露されています。

1964（昭和39）年の東京オ
リンピック聖火リレーのようす
です。
神戸高校生も聖火ランナー
をつとめました。

1971（昭和46）年の体
育祭のようすです。
現在でも、体育祭では
学年別にダンスを披露
しています。

創立当時に職員が植えた
クスノキは、正門のわきで神
戸高校をずっと見守り続けて
います。
体育館の緞帳（どんちょう）
のデザインにも用いられてい
ます。

★第1回箱根駅伝開催

★11月3日が「文化の日」として祝日になる

★湯川秀樹が日本人初のノーベル賞を受賞

★広辞苑の初版が発行される

★アニメ「サザエさん」のテレビ放送開始



1年生から2年生にかけて、普通科では鈴鹿市を
テーマにした探究学習に取り組みます。
1年生では、鈴鹿市について知り、探究活動の基礎
を学びます。
2年生では、鈴鹿のまちをよりよくするために、自
分たちで課題を設定し、調査や議論・分析を通し
て解決策を探ります。
学習のまとめとしてポスター発表を行い、選ばれ
た学年代表は最終プレゼンテーションを行います。

すべての神戸高校生が学習に取り組めるよう、月

2回程度、土曜日の午前中に「部活動を行わない

日」を設定しています。

国語・数学・英語のCS講座を開講するほか、自習

室を開放し、各生徒がそれぞれの方法で取り組む

ことが可能です。

今年度は実施3年目を迎え、より効果が上がるよ

う制度を充実させます。

学習支援サービス「Classi（クラッシー）」を導
入しています。
・学習の記録 ・連絡事項など連絡の配信
・学習動画およびドリルの配信
など、さまざまな場面で学校生活をサポートする
サービスです。
また、Wi-Fi環境が整備され、各教室には電子黒
板機能付きプロジェクターが設置されています。
Chromebook（タブレット型端末）も整備され、
Google Classroomを活用した学習も行っています。

2022（令和4）年度より、50分×7限の授業を実施し

ます。

これによって、実技や演習の時間を取り入れやすく

なり、より充実した授業を受けることができます。

始業時間などを見直すことで、部活動の時間も十分

確保されています。

また、学習指導要領の改訂にともない、カリキュラ

ムも刷新されます。くわしくは、入学後に配布され

るシラバスをご覧ください。

CS
(Challenge on Saturdays)

鈴鹿学

ICT環境 50分授業

ここれれかかららのの
神神戸戸高高校校



普
通
科

広い教養と大学受験に対応できる十分な学力をつけることを目標にしています。

2年生からは系統別のクラスに分かれ、受験に必要な科目を学習します。

リーダーシップ教育の充実

学校行事や部活動などでは、集
団として協力・協働していく場
面がたくさんあります。自主
性・積極性を引き出し、地域の
将来を担うリーダーを育成する
ことをめざしています。

キャリア教育の推進

進路ガイダンスや大学出前授業
などを通して、早い時期からの
進路意識の向上をめざしていま
す。また、オープンキャンパス
の参加、キャリア体験など、将
来の職業決定に役立つキャリア
教育を行っています。

まだまだあります！ 神戸高校普通科 おすすめポイント

四
年
制
大
学
へ
の
進
学
を
め
ざ
す

普通科が重視していること

大学進学に向けた学習指導

きめ細かい指導が可能となるよ
う、多様な選択科目を設置する
とともに、少人数授業や習熟度
別授業を導入しています。学習
意欲や学習内容の定着度を高め、
生徒一人一人が希望する進路の
実現をめざしています。

2・3年生の文系では、希望や学習状況などを総合的

に判断し、「発展クラス」を1クラス設置しています。

志を高く持った仲間と一緒に、切磋琢磨しながら学

習に望むことができます。

2年生の「鈴鹿学」では、自分たちで課題を設定し、

校外での調査などを通して課題の解決策を探ります。

グループで協力して調査・分析を行うことで、新た

な視点をもち、課題解決に向けてより深く考察する

ことができます。



理
数
科

特別進学クラスと位置づけ、理数科独自の行事も充実しています。

文系・理系の枠にとらわれない、探究心・向学心のあふれる生徒を育成します。

目標は国公立大学進学

数学・英語では、2クラスを3
講座に分け、少人数による習
熟度別授業を行っています。2
年生での文系・理系のクラス
分けはなく、自分に必要な科
目を選択します。多くの生徒
が国公立大学への進学をめざ
しています。

課題研究の取り組み

科学的な思考力の育成をめざ
し、2年生では課題研究を行い
ます。テーマを自分たちで設
定し、1年間かけて研究します。
最後にはプレゼンテーション
で研究の成果を発表し、優秀
チームは県のフォーラムで発
表を行います。

理数科だけの多彩な行事

高校生活のよいスタートが切れる
ように、入学直後に新入生研修を
実施しています。また、企業見学
や大学のオープンキャンパスへの
参加、各種講演会など、進路につ
いて考える機会を多く設定してい
ます。

国
公
立
大
学
へ
の
進
学
を
め
ざ
す

理数科が重視していること

まだまだあります！ 神戸高校理数科 おすすめポイント

「理数科」という名称のとおり、普通科と比べて数

学・理科の授業が多くなります。

ですが、文系学部への進学に対応した授業も開講され

ているので、文系志望でも安心して学習にのぞむこと

ができます。

普通科にはない行事がたくさんあるのが理数科の魅

力です。課題研究をはじめとして、グループで協力

する場面も多く、また各学年2クラスのため、仲間と

の結びつきもより強くなります。

高めあえる仲間と目標に向かって切磋琢磨できる環

境は、理数科ならではの魅力です。



地域 中学校 1年 2年 3年 合計

鈴鹿市 166 210 212 588

平田野 16 21 9 46

白鳥 11 14 18 43

神戸 26 33 34 93

大木 12 14 12 38

千代崎 15 20 25 60

白子 31 32 45 108

天栄 12 19 10 41

鈴峰 13 15 16 44

鼓ヶ浦 7 16 7 30

創徳 23 26 36 85

亀山市 27 16 19 62

亀山 7 8 2 17

中部 20 6 15 41

関 0 2 2 4

四日市市 54 58 64 176

南 10 13 16 39

内部 13 4 12 29

楠 4 10 7 21

その他 27 31 29 87

津市 24 21 13 58

朝陽 18 14 11 43

その他 6 7 2 15

その他の地域 10 12 5 27

合計 281 317 313 911

先輩たちの出身中学校

近鉄鈴鹿市駅からは約650m、伊勢鉄道

鈴鹿駅からは約1km。通学路には、神戸

高校生ご用達のお店もあります。

どの地域からでも通いやすいのが、神戸

高校の魅力！

鈴鹿市内だけでなく、鈴鹿市外からも

たくさんの先輩が通学しています。

JRを利用し、河曲駅から自転車で通学

する先輩もいます。

通学距離が10km以上あり、公共交通機関

が不便な地域からは、バイクでの通学を

認めています。

8:35 8:50 9:40 9:50 10:40 10:50 11:40 11:50 12:40

SHR 1限 2限 3限 4限 お昼休み

教えて！神戸高校生の1日！

中学校と比べて授業のテンポが速いので、集中力

を切らさないようにがんばっています。

休み時間には小テストの勉強をしたり、時間を有

効に使うように心がけています。

お昼休みはほっとひといき…

天気がよければ、外でお弁当を食べることもあります。

保健室前の池には、カメが2匹います。



神戸高校の制服は、昭和28年に初代が制定されました。当時は
男子が学生服、女子がセーラー服でした。
さらに、昭和33年に2代目が制定され、男子は学生服、女子は紺
色のブレザーとボックススカートになりました。現在の制服の
デザインは、平成19年にフルモデルチェンジされた3代目です。
スカートはよくみるとチェック柄になっています。チェック柄
は、400年の歴史がある神戸城の石垣をモチーフにしたものです。
平成31年にマイナーチェンジされ、夏服にはオーバーブラウス
が追加されました。

神戸高校の制服

冬服 夏服

13:15 14:05 14:15 15:05 15:15 16:05 16:30 18:30 19:00

5限 6限 7限
SHR
清掃

部活動 下校

勉強も部活も学校生活にも全力で取り組む神戸高校生。

先輩たちはどんな1日を過ごしているのか、のぞいてみましょう！

（令和4年度以降の日課表をもとに作成しています）

授業で理解できなかったことは、休み時間や放課後

に質問して、その日のうちに解決！

すべての先生がていねいに教えてくれます。

放課後の課外を受講することもできます。

放課後は気持ちを切り替えて、部活動に集中！

ほとんどの生徒が部活動に加入していて、仲間の

活躍が刺激になります。

完全下校は19時です。

ネクタイとリボンが選べます。
（式典の際はネクタイ着用）

夏服は、半袖シャツもしくはオーバー
ブラウスのどちらかを選べます。

そのほかにも、自由購入のアイテムが
あります。

手入れがしやすく、家庭で洗濯できる
素材を使用しているので、3年間きれい
に着用することができます。

セーター 共布ベスト

半袖シャツ オーバーブラウス

スクールカラーの
えんじ色がおしゃれ！



硬式野球部 陸上競技部 サッカー部 ソフトボール部

卓球部 水泳部 ソフトテニス部 バドミントン部

剣道部 柔道部 バレーボール部 バスケットボール部

山岳部

運
動
部
13

お
も
な
成
績

令和元年度

山岳部 全国高等学校総合大会 男女出場、男子第3位
陸上競技部 全国高等学校総合体育大会 出場

東海高等学校新人選手権大会 女子ハンマー投第8位
U18日本選手権大会 女子ハンマー投第7位

女子バスケットボール部 3×3 U18日本選手権 出場
水泳部 東海高等学校総合体育大会 出場
卓球部 東海高等学校新人卓球大会 出場

令和２年度

陸上競技部 全国高等学校陸上競技大会2020 女子円盤投第5位
剣道部 東海高等学校剣道選抜大会 出場

4月 5月 6月 7月 8月 9月

・入学式
・対面式
・クラブ紹介
・面談週間

・定期考査①
・県総体
・学校環境デー

・体育祭
・定期考査②

・クラスマッチ
・保護者会

・夏休み
・夏季課外
・宿題テスト
・韓国の高校と交流

・文化祭
・面談週間
・定期考査③
・終業式



書道部 茶道部 箏曲部 美術部

手芸調理部 写真部 合唱部 ESS

総合科学部 漫画研究部 演劇部 ボランティア部

吹奏楽部 放送部

文
化
部
14

お
も
な
成
績

令和元年度

放送部 全国高校放送コンテスト 校内放送研究発表 研究奨励賞
アナウンス部門 入選

吹奏楽部 東海吹奏楽コンクール 高等学校A編成の部 銀賞
東海アンサンブルコンテスト サクソフォン四重奏 銀賞

金管八重奏 銀賞
ESS 全国高等学校英語スピーチコンテスト 東海北陸ブロック大会 出場

令和２年度

放送部 全国高等学校総合文化祭 放送部門 文化連盟賞
美術部 近畿高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 奨励賞
吹奏楽部 東海アンサンブルコンテスト サクソフォン四重奏 銀賞

中部日本吹奏楽個人・重奏コンテスト アルトサクソフォン独奏 金賞
打楽器六重奏 銀賞

10月 11月 12月 1月 2月 3月

・始業式
・修学旅行
・遠足

・人権LHR
・理数科スーパー

サイエンスデー

・定期考査④
・鈴鹿学 校内発表

・課題研究発表会

・宿題テスト
・面談週間
・大学入学

共通テスト

・マラソン大会 ・卒業式
・定期考査⑤
・クラスマッチ
・修了式



1年

2年

3年

・進路ガイダンス

・模試

・オープンキャンパス

・ようこそ先輩

・卒業生を囲んで

・進路ガイダンス

・模試

・三重大学部別説明会

・就職・公務員ガイダンス

・面接指導

・共通テストガイダンス

・私立大学試験

・大学入学共通テスト

・国公立大学2次試験

・進路講演会

・模試

・しごと密着体験

・進路ガイダンス

・就職・公務員ガイダンス

・ようこそ先輩

・卒業生を囲んで

卒業！
新たなステップへ

入学

神戸高校の進路指導部が
発行している冊子「灯
（あかし）」です。
先輩たちの合格体験記、
進路状況など、さまざま
な情報がつまっていま
す！入学後に配られます。

夢に近づくための3年間

がんばる生徒を応援！神戸高校の進路指導

ようこそ先輩

さまざまな分野で活躍し
ている卒業生から、仕事
の内容や高校での過ごし
方について話を聞きます。

先輩を囲んで

卒業したばかりの3年生
から、勉強方法や受験に
向けての心構えなどにつ
いて話を聞きます。

進路資料閲覧コーナー

各大学の過去問題集や入
試要項、学校案内など、
さまざまな資料を閲覧す
ることができます。

大学出前授業

大学の先生をお招きし、
講義を受けます。より専
門的な学びに触れること
ができます。

個別面談

年に5回の個別面談週間
があります。また、面談
週間以外でも、気軽に先
生に相談できます。

進路ガイダンス

1年生から随時設定され
ており、時期に応じてさ
まざまな内容が取り上げ
られます。

しごと密着体験

県内の事業所などで半日
間、興味のある仕事を体
験することができます。



令和2年度合格者数（国公立大学）

普通科 理数科 既卒生 合計

一橋 1 1

名古屋 2 2

京都 1 1

三重 7 12 19

三重県立看護 3 3

愛知教育 1 1

名古屋工業 3 1 4

愛知県立 3 3

名古屋市立 2 1 3

岐阜 1 1 2

静岡 4 2 6

山形 1 1

信州 2 2

都留文科 1 1

富山 3 3

富山県立 2 2 4

福井県立 2 2

大阪教育 1 1

愛媛 1 1

広島 1 1

広島市立 1 1

尾道市立 1 1

その他の国公立大学 14 7 1 22

国公立合計 33 47 5 85

令和2年度合格者数（私立大学）

普通科 理数科 既卒生 合計

中央 1 1

日本 3 3

東洋 2 1 3

駒澤 2 2

専修 1 1

南山 14 25 2 41

愛知 35 11 4 50

名城 32 28 2 62

中京 72 35 2 109

愛知学院 31 3 2 36

中部 25 8 2 35

名古屋外国語 16 8 24

愛知淑徳 36 5 41

金城学院 6 3 9

椙山女学園 8 8

皇學館 39 9 1 49

鈴鹿医療科学 37 8 45

四日市看護医療 16 6 22

立命館 4 4 3 11

関西 1 1 2

関西学院 2 1 3

京都産業 2 2

近畿 18 8 4 30

龍谷 2 2

その他の私立大学 173 20 11 201

私立合計 574 183 34 791

神戸高校から世界へ！卒業生の進路

普通科
236名

理数科
78名

国公立大学

45名(58%)

私立大学

29名(37%)

短期大学

2名(3%)

専門学校

1名(1%)

進学待機

1名(1%)

四年制大学

74名(95%)

国公立大学

28名(12%)

私立大学

163名(69%)

短期大学

19名(8%)

専門学校

14名(6%)

四年制大学

191名(81%)

進学待機

12名(5%)







内部

5511分分

西日野

3322分分
あすなろう

四日市

約約11kkmm

約約665500mm

鈴鹿市

白子

1133分分

津

2299分分

近鉄四日市

1188分分
湯の山温泉

5577分分
JR四日市

1122分分

JR津

1144分分

鈴鹿

千里

2288分分

平田町

44分分

河曲
河原田

33分分

伊勢若松

55分分

塩浜

1144分分

約約33kkmm

神神戸戸高高校校

鈴峰
中学校

亀山

1133分分

近鉄名古屋線

近鉄鈴鹿線

近鉄湯の山線

四日市あすなろう鉄道

伊勢鉄道

JR関西本線

所要時間は列車によって
異なります。

駅名

所所要要時時間間

約約1122kkmm

神戸高校までのアクセス

学校説明会のご案内

日時：8月18日（水）

会場：イスのサンケイホール鈴鹿（鈴鹿市民会館）

＊最新情報はホームページでお知らせします。

「中学生のみなさんへ」のページをご覧ください。

＊新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催方法などを

変更する場合があります。

本校の取り組み、学校行事など、神戸高校の最新情報を
発信しています。ぜひご覧ください。
神戸高校に関する質問なども、どうぞお気軽にお問い合
わせください。

三重 神戸高校

CChheecckk  oouutt  oouurr  wweebbssiittee！！

令和4年度入学者選抜については、三重県教育委員会の
ホームページをご覧ください。
三重県教育委員会
http://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/


