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なにげない日常に、私たちは希望を見出す。

家族のおはようの声に。友達の明るい笑顔に。

先生の細やかな気配りに。雨上がりの澄んだ景色に。

授業で学んだ美しい国語の文章に。

自分の力でやり遂げた成功体験に。

私たちは、いつも誰かの優しさや思いやりに

触れながら日々を過ごしている。

大切なことは、その思いやりに気づき、

自分も誰かに優しく、あたたかくいられるように努めること。

ともに語り合い、学び合い、励まし合い、

悲しみも喜びも分かち合い、その中でお互いを認め合い、

自分らしさを磨き合っていく光ヶ丘の 3 年間。

他者を敬い、自分と向き合うかけがえのない時間。

そんな毎日は、きっと希望に満ちている。

人を愛そう。世界を愛そう。自分を愛そう。

あなたの愛は、きっと誰かの希望の光。

そしてそんな光が集まって、世界の輝きになっていく。

人の、光に。

光ヶ丘女子高等学校

あなたは、だれかの光。
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変わるものも、
変わらないものも、 大切に。

聖カタリナのカトリック的ヒューマニズムの精神。

これこそが、光ヶ丘女子高等学校が

創立以来、大切に、ひたむきに

実践してきた普遍的な理念です。

変わりゆく時代に柔軟に対応しながら、

私たちはこの教育指針に基づき

生徒と向き合い、生徒とともに

理想の未来へと歩みを進めているのです。

1962（昭37） 12.24 設立認可

1963（昭38）  4.1 初代学校長河村敏雄就任

 4.5 第１回入学式

 5.31 第一期工事竣工

1964（昭39）  5.30 第二期工事竣工 

1965（昭40）  3.1 第三期工事竣工 

 9.1 体育館落成

1966（昭41）  1.29 校歌制定

1969（昭44）  7.1 清光寮（学生寮）落成 

1972（昭47）  3.1 校舎増築完成 

1973（昭48）  3.5 聖堂献堂式 

1977（昭52）  2.18 聖カタリナホール（講堂兼体育館）落成

1978（昭53）  1.2 学校長河村敏雄帰天

  1.25 ２代学校長岡本英輔就任

1980（昭55）  5.2 特別教育棟落成 

1985（昭60）  1.18 図書室移転改装

1987（昭62）  3.31 カリタス広場完成

1989（平元）  6.21 清光寮増築完成

1993（平5）  4.1 普通科国際コース新設

1994（平6）  9.1 本館・新館空調設備完成

1995（平7）  7.12 セシリアホール（吹奏楽練習棟）落成

1996（平8）  4.1 ３代学校長Sr.アスンタ 中山紀美子就任

1999（平11）  4.1 普通科文理福祉コース新設

2008（平20）  4.1 普通科国際コースを国際教養科に改組

2013（平25）  3.15 聖ドミニコホール（体育館）落成

2014（平26）  4.1 ４代学校長Sr.マリア 小林三佐子就任

2018（平30） 4.27 南館落成

 11.5 東通用門完成

2019（平31） 1.15 正門改築

      （令元） 8.19 テニスコート改修　　

H i s tory

03 04



校 訓

School precepts

誠実・純潔・奉仕

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
、

理
念
こ
そ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
。

聖ドミニコ宣教修道女会を母体として、

1925年愛媛県において初めてのカトリック系

女子教育機関として出発した聖カタリナ学園。

14世紀のイタリアで苦しむ人のために

病に倒れた多くの人々の介抱に従事し、

愛をもって神と人に自らの生涯を捧げた

聖カタリナにならうことを目的として

1963年、光ヶ丘女子高等学校は

岡崎の緑に囲まれた丘の上に開校しました。

誰一人取り残さない̶̶。

聖カタリナのように

誠実・純潔・奉仕の校訓のもと、

真の人、真のグローバル感覚を育む教育を、

私たちは開校当初から実践しています。

誠実
自己・他人に対し、
正義と謙遜の心をもって
誠実に接する態度を

養います

純潔
人間関係において
清らかさを保って
高めあえる姿勢を
育みます

奉仕
人間の自然本性として
幸福を追求し、
平和を望む態度を
育成します
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いつの時代も、
世の光として。

マタイによる福音書の山上の説教に登場する

「あなたがたは、世の光である」という言葉。

この言葉にちなんで、本校は

「光ヶ丘女子高等学校」と命名されました。

闇を照らす光のように、

他者、社会、世界のために自分自身の力を

発揮するべきという想いが込められています。

グローバル化や女性の社会進出を背景として、

求められる奉仕の精神やグローバルな姿勢も

その定義が変わってきているように思います。

優しさとともに強さを。

思いやりとともにたくましさを。

奉仕の精神や幅広い受容性とともに、

新たな時代を切り拓く

主体性やリーダーシップを備えた

世の光となる女性を、私たちは育みます。

07 08



コミュニケーションは

言葉のつながりではなく、心のつながり。

グローバル「人財」として大切なものは、

語学力だけではありません。

世界や地球の未来をイメージする想像力と

地球規模の課題を自分たちのこととして

真摯に向き合う姿勢も重要となります。

ここでは、日常がグローバル。

毎日、多様な価値観に触れ、

毎日、新しい世界に

出会うことができます。
豊かな共生マインドで、

地球の課題に挑戦できるGlobal Cit izenへ。

本校の学びや活動はSDGsとつながっており、
共生・包摂の精神をもつグローバル「人財」の育成を目指しています。

光ヶ丘×S D G s

毎
日
、

キ
ャ
ン
パ
ス
で

世
界
と
出
会
う
。
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国際教養科　１年　演劇部
カービシュリー マイア
［岡崎市立竜海中学校出身］

普通科　１年　書道部
スミス にこら
［安城市立明祥中学校出身］



校長

Sr.マリア 小林 三佐子

愛
の
調
味
料
を
た
ず
さ
え
て

美味しいお料理には、香りや旨味、深い味わいをさりげなく…隠し味

としてさまざまな調味料が用いられています。何か一味違うなと思わ

せる素敵な料理に出合うと、とても嬉しく幸せな気分に満たされます。

この「何か一味違うな」を、光ヶ丘で学ぶ生徒たちに期待しています。

「光ヶ丘の生徒たち、何か違うよね。素敵だな」これこそ光ヶ丘スピ

リットです。　

私たちが出会う人々、関わりを持つすべての人に、皆さんの高校生ら

しい明るさや爽やかさ、温かい雰囲気や優しい心遣い…光ヶ丘なら

ではの「愛の調味料」を一振りしてみましょう。かけがえのない存在で

ある私たち一人ひとりが、「私らしい愛の調味料」を見つけてみません

か。微笑みも、元気な挨拶も、そして隠れた奉仕も、相手を大切に思

う心、寄り添う心の現れです。あなたの愛の調味料をたずさえて、喜

び・平和・希望を出会う人々に届けながら光ライフを輝かせてみましょ

う。お会いできる日を楽しみにしています。

光ヶ丘の空は、
未 来へ通じる。

自由の風が吹くキャンパスで、

多様な価値観に触れる。あらゆる人と関わる。

いろいろな体験を積み重ねる。

濃密な3年間の中で生徒は、高度な知性とともに、

誠実・純潔・奉仕の姿勢を身につけていく。

他者を敬い、自分と向き合う学び。

自分らしさを磨き、輝かせる日々。

それこそが私たちの考えるグローバル教育。

この空は、世界に通じている。
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　国際教養科　１年　ダンス部　小野 未来［岡崎市立葵中学校出身］



Student’s voice

1 2 3

多様な進路希望に応える
親身な指導と手厚いカリキュラム。
自分らしい未来を見つけ、思い描き、そして実現に向けて歩みを進められる普通科。

一人ひとりの生徒が自分の夢や目標に合ったコースを選択でき、

効率的に学習に取り組むことができます。

また多様な進路希望に応えられるように、多くの選択科目を設け、手厚くサポートを行います。

普通科　１年　箏曲部　森岡 優　［安城市立安城南中学校出身］

自分らしい未来を見つけ、思い描き、
カタチにしていく3年間を。

文理コース

普通科1
年
生

2
・
3
年
生

福祉コース

普通科3つの特長

クラス全員、勉強に対する意識がとても高く、「私も負けずに頑張ろう」と

刺激を受けながら勉強に励むことができます。一方で、光ヶ丘には個性的

でユーモアのある先生が多く、時にはみんなで笑い合うこともあり、メリハリ

を持って授業に主体的に参加できます。毎日の授業がとても楽しいと感じ

られることは、光ヶ丘の大きな魅力だと思います。

外国語・文学・法学・経済・
家政・芸術・体育系など様々
な分野への進学が可能です。

自分の希望する進路に合わせて、自由に選択できる授業が魅力です。2年次から文系クラスと理系クラス
を選択でき、また、進路希望に合わせて選べる選択科目を数多く取り揃えています。

福祉の心を育て、基礎を学んだ上で、大学・短大・専門
学校に進学し、社会で活躍できる女性を目指します。

国公立大学、理工系、医・薬・
看護系などの大学への進学に
対応できるカリキュラムです。

通常の授業に加え、社会福祉・介護
福祉のほか、保育・幼児教育や心理
学などの授業を受けることができます。

国語演習、物理演習などの入試対策の演

習授業はもちろん、英会話表現、ダンス、

書道、美術、総合家庭一般等、多様な分

野の選択科目が履修可能です。

仲間が頑張る姿に
刺激を受けられます。

多様な選択科目

国内研修旅行・海外研修旅行等の

フィールドワークの機会や、受験を支える

学習合宿などがあります。

コース独自の行事

希望者を対象として、ニュージーランドへ

の約2週間の研修を実施。国際的視野を

広げることができます。

夏の海外研修

普通科 理系クラス 2年 放送部

鈴木 華乃子［岡崎市立竜南中学校出身］

13 14

文系
クラス

福祉
クラス

理系
クラス

普通科

●１年生はコース別のクラス編成はありません　●２年生から希望進路に応じて各コースに分かれます
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　国際教養科　１年　英会話部　寺西 理瑚　［安城市立安城北中学校出身］

国際教養科は、英語教育に重点を置きながら日本や外国の文化を学び、

高度な英語力と豊かな国際感覚を身につけます。

丁寧な学習指導、適切な進路指導によって難関大学に対応できる学力はもちろん、

グローバル社会で活躍するための知識・スキルを育みます。

英語力や国際感覚を育てるとともに
難関大学に進学できる学力を養成。

Student’s voice

眼差しの先は、世界。
グローバル社会で活躍できる女性へ。

3つの領域を有機的につなげる国際教育

国際教養科3つの特長

2年次、希望者を対象として約30日間

の語学研修旅行、または3泊4日での台

湾平和研修を実施します。

約3 0日間の
語学研修プログラム

英語教育に重点をおいたカリキュラムに

より「聞く・話す・読む・書く」力を総合

的に養います。

英語4技能の強化

異文化理解・英語理解等の必修科目

の他、スペイン語と中国語の第二外国

語等の選択科目を用意しています。

特別なカリキュラム
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国際教養科

世界にふみ出す

●姉妹校交流
●海外研修
●異文化理解

知識を深めて
視野を広げる

将来像を描き、
自分の役割を見出す

考え、意見を持ち、
伝える

進級論文
学習合宿
模擬国連

●進路学習
●キャリア教育
●英語3学年統一テスト

●ドラマ・ディベート・
　プレゼンテーション
●English Day
　（1日中英語だけを使う日）

OGガイダンス

Empowerment program

私の好きな授業は「国際事情」と「Global Education」です。中学生の

頃は苦手だった社会科目も、光ヶ丘の授業を通して、学んだことが世界

の“今”につながっていることを実感し、今では一番好きな科目になりまし

た。また、勉強だけでなく部活動やボランティアなど、みんなで支え合いな

がら自分の好きなことに全力で取り組める環境も整っています。

光ヶ丘は、
好きなことに向き合える場所。

国際教養科 2年　茶道部

曽我部 小春［豊田市立祟化館中学校出身］



3年生

思い描く未来へ
一人ひとりを導く教育体制。

視野を広げ、探究心を養う研修旅行。
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入学試験時に、普通科・国際教養科のいずれかを選択していただきます。

「自分らしさの発見」がテーマである普通科では、自分の目標に応じてコースを選べ、効率的に学習に取り組めます。

英語教育に重点的に取り組む国際教養科では、語学力を習得しながらグローバルな視野を広げられます。

２年次の夏または秋に催行する研修旅行。科やコースによってバリエーション豊かな６つの研修があります。

通年で開講される「総合的な探究の時間（総合探究）」で事前・事後の研究や発表も行います。

学びのステージ

人間性の成長 自分を知り、相手を知り、可能性と出会うとき 自分らしさを探求し、おかれた場所で耀きを放つとき

様々な選択科目により、多様な進路希望に対応

理系分野・医療系分野・難関大学に対応したカリキュラム

「福祉で学ぶ」ことにより、福祉の心をベースにした問題解決能力を育成

光ヶ丘の精神といっしょに夢実現へと踏み出すとき

1年生 2年生

コ ー ス 制 　
Course System

国際教養科

普通科

普通科

文理コース

福祉コース

［基礎固めの年］
自学自習のできる学習環境を確立

文系クラス

理系クラス

福祉クラス

［飛躍の年］
研修旅行などを通した自主性の育成

［チャレンジの年］
自分に真剣に向き合い進路を考える

●数学・英語の少人数習熟度別授業などで
　基礎学力を育成

●ガイダンスやキャリア教育によって
　将来のビジョンを構築

被爆地長崎を訪問し、核兵器による被害と平和の尊

さについて探究します。また、異国情緒あふれる長崎

の歴史や文化などについても学びます。浦上天主堂

や二十六聖人殉教地などカトリックとも縁の深いこと

でも知られるこの地ならではの学びを深めます。

地上戦が行われ、生徒たちと当時同世代だった女学

生も多く亡くなった沖縄で、戦争の悲惨さと平和の尊

さについて探究します。また、琉球の歴史や文化など

についても学びます。福祉コースは、期間のうち半日

別行程で沖縄愛楽園を訪問し、ハンセン病と人権に

ついて探究します。

「世界一幸せな国」ともいわれるデンマークを訪問し、

福祉先進国の実際の姿や価値観に触れ、福祉社会

の未来について探究します。また、数多くの名作童話

を生んだアンデルセンの故郷も訪れます。さらに、

SDGsランキング１位（2019年）にもなったデンマー

クの取り組みから持続可能な社会のあり方について

も学びを深めます。

国際教養科

親日国として知られる台湾で、姉妹校の靜修女子高

級中學訪問や台北の町のフィールドワークを通して歴

史や文化について探究します。また、現地で働く日本

人の講話を聞き日本と台湾との関係についての理解

を深めます。

ヴィクトリア州を訪れ、約1週間のフィールドワークと約

2週間のホームステイをしながら姉妹校で学ぶプログ

ラムです。Korowa Anglican Girls’ Schoolもしくは

Gippsland Grammarに通い、ESLの授業や現地の

生徒と同じ授業に参加します。このプログラムを通し

て語学力や異文化コミュニケーション力を高めます。

多様な人種や民族が共生する北米の国カナダでの語

学研修です。ブリティッシュコロンビア州ヴィクトリアの

語学学校でそれぞれのレベルに合わせた習熟度制の

授業を受けます。ホームステイをしながら約30日間の研

修を通して語学力と多文化共生社会での生活力を高

めます。

※記載の内容はいずれも、例年の実施状況をもとに構成しています。諸事情により内容や日程が変更される場合もあります。

（文理コース） （文理コース・福祉コース）

長崎［２泊３日間］ 沖縄［3泊4日間］

（福祉コース）

デンマーク［5泊7日間］ 台湾［3泊4日間］ オーストラリア［約30日間の短期留学］ カナダ［約30日間の短期留学］



国際交 流
30年以上の歴史を持つ、地域トップクラスの国際交流プログラム

語学力と国際感覚を磨く、充実した留学制度を取り揃えています。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、留学先など予定を変更する場合があります。

留学生・外国人教師との交流を通して、
校内にいながら国際感覚も身につけることができます。

世界に広がる留学先  ［１年留学の実績のある主な国］

留 学 生との
豊 富な交 流の機 会

ネイティブの先生から
生きた英語を学ぶ

校内では外国人留学生との交流も盛んであり、日常の中で

の様々な交流の機会を通して、国際感覚を身につけること

ができます。

本校には指導経験の豊富なネイティブの先生が多数在籍し

ています。正しい発音を習得できるとともに異文化に対する

理解も深められます。

姉妹校留学

I S A 特 別 枠 留 学

私 費 留 学

サザンクロス語学学院留学

長期留学（1年留学）
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英語資格取得実績（2 0 1 9年度）

280点以上  15名1級 3名

準1級 58名

TEAP

英検®準1級
合格者多数！

英語検定

光ヶ丘では、生徒の多様な希望に応える充実した留学制度を取り揃えており、

毎年８０名近くが１年間の海外留学を経験しています。

また、校内では外国人留学生との交流も盛んであり、様々な国際交流の機会を通して、

グローバル社会を舞台に活躍するために必要なスキルと価値観を身につけることができます。

オーストラリア

ニュージーランド

台湾 靜修女子高級中學（台北）

Gippsland Grammar（Sale）

Sacred Heart Girls’ College（Hamilton）
St Peter's College（Gore）

国際教養科

短期留学・海外研修

ＩＳＡ（留学斡旋団体）との提携によるカナダ・アメリカ・オーストラ
リア・ニュージーランドの高校への1年間留学プログラムです。校
内選抜があり、単位認定（進級）するか休学するかは自由に選択
できます。期間はカナダ・アメリカが8月～翌年7月、オーストラリ
ア・ニュージーランドが1月～11月となります。

左記以外の個人的な留学を指し、現地の高校に留学する場合は
単位認定（進級）するか休学するかは自由に選択できます。多くの
場合、任意の留学斡旋団体を利用して留学先を探しています。

校内選抜があり、単位認定（進級）するか休学するかは自由に選
択できます。留学中は、本校の授業料及び姉妹校の授業料が免
除されます。

総合探究の一環として行なわれます。約30日間、オーストラリアでは
ホームステイをしながら姉妹校で、カナダではホームステイをしながら語
学学校で語学研修をします。台湾平和研修（４日間）との選択制です。

普通科福祉コース
福祉コース海外研修として、５泊７日間の日程で北欧にある福祉
先進国デンマークを訪れ、福祉施設などでの交流研修や視察・
見学を行います。

普通科
ニュージーランドへの約14日間の研修旅行です。参加は1・2年生
を対象とした希望制で、一般家庭でのホームステイが基本です。午
前中は英会話のクラスに参加し、午後は現地の生徒との交流やス
ポーツを一緒に楽しんだり、野外活動などの各種アクティビティを
行ったりします。このプログラムには校内で事前研修があります。

ニュージーランド南島のクライストチャーチ市にある「英語で英語を
学ぶ」ことに特化した語学学校への留学です。この語学学院は、
聖カタリナ学園の中で光ヶ丘が主導し、現地のスタッフと協力して
1987年に設立した学校です。そのため、日本の高校生の特性に
合わせたきめ細かな指導体制が充実しており、日本の年度に合わ
せて留学期間が４月～翌年３月となっているのも特徴です。

光ヶ丘では、毎年多くの生徒が英検準1級、1級に合格！

留学による英語力向上はもちろん、英検の全校受験にも

取り組んでいます。
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ナイジェリア

ニュージーランド

オーストラリア

イギリス

アイルランド
フランス

オーストリア

スウェーデン

フィジー

台湾

ロシア

中国

ドイツ

オランダ

インド

チェコ

フィンランド

タイ フィリピン

アメリカ

ブラジル

カナダ

［TEAPとは］
難関大学入試制度の基準にもなっている英語
試験の一つ。280点は英検2級と同等の成績と
されています。



進路
光ヶ丘の先には、自分らしい未来が広がっている。

志望校の出題形式に合わせて、
的確な対策指導をしていただけます。

GRADUATE’S　ME S SAGE

京都大学 総合人間学部
国際教養科卒業　合唱部

藤野  奈々花さん　［岡崎市立福岡中学校出身］

国際教養科では現代社会が抱える課題をグローバルな視点から考える機

会が充実していて、思考力や探究心を高められたと思います。ただ英語を

学ぶ時間を多く持つのではなく、実際に英語を使って様々なことを学ぶ中

で、実践的な英会話スキルも磨かれました。また受験勉強では何度も個別

指導をしていただき、そのおかげで無事に志望校へ合格できたと思いま

す。光ヶ丘は志望校別の対策を実施しており、それぞれの目標に合わせて

最適な指導を受けられることが魅力です。

2019年度卒業生 進学状況
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指定校推薦枠（20 2 0年度）

進路ガイダンス（年3回）

1年次から進路情報を提示、
模擬試験の結果をもとに
進路設計・学習計画

●2年次より進路に
　合わせた選択授業を
　開講（普通科）

●専門科目を開講
　（国際教養科・福祉コース）

●習熟度別授業（普通科）
●少人数授業（国際教養科）

●課外授業：2・3年生を対象に
　実施（希望者）

●講習会：夏期・冬期・春期の
　長期休暇中に実施（希望者）

●教室開放：授業日・土曜日の
　放課後、夜7：50まで開放
　（希望者）

指定校推薦の校数・枠が豊富

【英語】

●1年次のみ習熟度別授業
　（普通科）

【数学】

実力テスト（年3回）

選択科目ガイダンス

進路ガイダンス（年4回）

実力テスト（年3回）

進路ガイダンス1・
実力テスト4月

7月

7月下旬

8月下旬

9月

10月

11月

1月

2月

模擬試験

模擬試験

模擬試験

模擬試験

就職試験

共通テスト

総合型選抜

大学・短大・専門学校
学校推薦型選抜

大学・短大・専門学校
一般選抜

実力テスト

進路ガイダンス2

進路ガイダンス3

共通テスト出願

指定校・特別学校
推薦査定会議

小論文などの個人指導

1年 POINT.01

POINT.02

POINT.03

POINT.04

POINT.05

進路指導スケジュール 進路指導の
ポイント

進路設計

選択科目

習熟度別・
少人数授業

進学補習

指定校推薦

2年

3年

一般選抜を受ける生徒のみを
対象とした特別授業を実施

POINT.06
受験対策特別授業

選択科目ガイダンス

過去5年間の主な合格大学 2020年4月現在

同志社大学 32名
立命館大学 49名
関西学院大学 7名
関西大学 1名
同志社女子大学 28名
京都女子大学  16名
神戸女学院大学  4名
関西外国語大学 8名
立命館アジア太平洋大学 12名
近畿大学 11名
京都外国語大学 12名
京都ノートルダム女子大学 9名        

国公立大学 愛知県内の私立大学 東日本の私立大学 西日本の私立大学

京都大学 1名 金沢大学 1名 横浜市立大学 1名

名古屋大学 1名 福井大学 1名 都留文科大学 2名

東京外国語大学 3名 富山大学 1名 京都府立大学 1名

名古屋工業大学 1名 岩手大学 1名 神戸市外国語大学 1名

愛知教育大学 5名 山口大学 1名 福知山公立大学 1名

静岡大学 2名 琉球大学 1名 高知大学 1名

浜松医科大学 1名 愛知県立大学 11名 県立広島大学 1名 

三重大学 1名 愛知県立芸術大学 2名 福山市立大学 1名 

筑波大学 1名 名古屋市立大学 3名 

信州大学 3名 静岡文化芸術大学 3名 

東京藝術大学 1名 長野県立大学 1名 

国際教養大学 1名 公立諏訪東京理科大学 1名

南山大学 205名
愛知淑徳大学 145名
金城学院大学 166名
椙山女学園大学 174名
愛知大学  73名
中京大学 39名
名城大学 21名
名古屋外国語大学 66名
日本福祉大学 51名
名古屋女子大学 43名
名古屋芸術大学  27名
愛知学院大学  23名
岡崎女子大学 53名
藤田医科大学  29名
日本赤十字豊田看護大学  12名

上智大学 48名
早稲田大学 14名
慶應義塾大学 3名
東京理科大学 3名
国際基督教大学 1名
青山学院大学 9名
立教大学 9名
明治大学 17名
中央大学 4名
法政大学  10名
学習院大学 1名
津田塾大学  24名
聖心女子大学  17名
成蹊大学 3名
白百合女子大学  5名

など

など

など

◆県内4年制大学…39校
◆県外4年制大学…78校

◆県内短期大学…16校
◆県外短期大学…18校

人数は800名超分！

科・クラス別　大学進学分野系統

one s  futur e  cour s e

大学
74 . 8%

短期大学
9 . 5%

専門学校
10 . 8%

その他
（海外進学等含む）
4 . 9%

普通科

国際教養科

文系
社会系31%

社会系22% 社会系31%

その他16%

その他19%

その他7%

その他20%

人文系
8%
医療系
9%

理工系
14%

社会系
20%

人文系
7%

医療系
44% 家政系

12%

教育系
11%

教育系38%

語学系14%

語学系36%

国際関係系
30%

芸術系11%

理系 福祉



　生徒一人ひとりの理解度に応じた授業の進行や、わからないところを

わかるまで教えてくれる親身な対応など、光ヶ丘の先生方のきめ細かな

サポートにとても助けられました。勉強と部活動の両立を目標にしていた

私は、勉強に対して不安や焦りを感じることなく、陸上部の活動にも全

力で取り組むことができました。現在は、中学校の英語の先生になること

を目指し、頑張っています。常に生徒のことを第一に考えてくれる光ヶ丘

の先生方のように、私も行事や勉強、学校生活を通して生徒とともに成

長できる先生になりたいと思っています。

光ヶ丘の先生方のように、生徒のことを
第一に考えられる先生になりたいです。
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Messages 
from Graduates
卒業生からのメッセージ

南山大学 総合政策学部　総合政策学科
普通科文系クラス卒業　生徒会・数学研究同好会

武藤  優芽さん ［岡崎市立東海中学校出身］

金城学院大学 人間科学部　現代子ども教育学科
普通科福祉クラス卒業　陸上部

松下  実波さん ［蒲郡市立蒲郡中学校出身］

　光ヶ丘での経験を通して、「できないことは何一つない」と何事にも前

向きに取り組めるようになったことが大学生活でも役立っています。私

は、ダンス部での活動に取り組みながら、第一志望である上智大学に進

学したいと考えていました。勉強と部活動を両立できるのか、不安でした

が、個別の小論文指導や面接の練習で先生方に的確にアドバイスして

いただいたおかげで、無事に合格することができました。光ヶ丘で多くの

方から愛情を注いでいただいた経験を活かしながら、大学で深い知識を

習得し、将来は発展途上国での教育支援に携わりたいと思っています。

勉強も部活動も全力で取り組めたのは、
先生方のサポートのおかげです。

上智大学　総合グローバル学部　総合グローバル学科
国際教養科卒業　ダンス部

鈴木  乃菜さん ［岡崎市立北中学校］

　光ヶ丘の国際教養科では、レベルに応じてクラスが分けられるので、

自分の英語力に合った学習が可能です。また、1年次から担任の先生が

目標や夢に応じて進路や学習計画を提案してくださるので、キャリアデ

ザインを具体的に思い描き、学習に集中することができました。光ヶ丘

で、のびのびと学べる女子校の良さを実感した私は、同じ女子校であり

国際教養科での学びも活かせる津田塾大学の国際関係学科へ進学

しました。将来は光ヶ丘で学んだ英語力を活かしながら、日本を訪れる海

外の方 を々サポートできるような活動をしたいと思っています。

自分に合った環境で
学びを深めることができる学校です。

津田塾大学 学芸学部　国際関係学科
国際教養科卒業　吹奏楽部

児玉  星鈴南さん ［幸田町立幸田中学校出身］

　授業の中でディスカッションやグループワークをする機会が多く、様々

な問題に対して話し合いを重ねる中で、他者の意見を尊重できるように

なりました。おかげで視野が広がり、自分自身の心の豊かさにもつながっ

たと感じています。人との違いや多様な価値観を受け入れられるように

なったことが、光ヶ丘での大きな成長だったと思います。また、私は推薦

入試での受験だったのですが、個人面接等の早期指導やガイダンスで

練習を積み、無事に志望校に合格できました。現在は、日本語教師にな

ることを目標に、英語の勉強を頑張っています。

多様な価値観や意見を受け入れられる
豊かな心を身につけることができました。

立教大学 異文化コミュニケーション学部　異文化コミュニケーション学科
国際教養科卒業　英会話部

鈴木  沙季さん ［豊橋市立南稜中学校出身］

　２年生の時、クリスマスページェントの実行委員として、仲間と協力して

最高の舞台を作り上げることができた経験から、何事にも自分から積極

的に取り組む大切さを学びました。私は現在も、大学のオンライン授業で

発言の機会がある時には、積極的に自分の意見を伝えることができてい

ます。また、受験勉強においては早期からの小論文指導をはじめ、先生方

が丁寧にサポートしてくださり、光ヶ丘の充実した進路指導にはとても助

けられました。現在は看護師になるための知識を身につける毎日ですが、

将来は保健師として、地域の方々の健康を支えたいと思っています。

自ら積極的に物事に取り組むことの
大切さを学びました。

愛知県立大学　看護学部　看護学科
普通科理系クラス卒業　エンジェル部

湯浅  美空さん ［岡崎市立矢作北中学校出身］

　光ヶ丘には大学に関する多くの情報が用意されており、先生方も同じ

学部の大学ごとの違いや特徴を細かく説明してくださったので、進路選択

の上でとても参考になりました。受験勉強においても、放課後にわからな

い問題を質問しに行くと理解できるまで丁寧に教えてくださり、苦手だった

化学が今では得意科目になりました。受験を乗り越えることができたのは、

先生方の手厚いサポートのおかげです。将来は、在宅医療に携わる薬剤

師になりたいと思っています。年々高齢化が進む中、患者さんの生活に

寄り添ったサポートができるよう光ヶ丘での経験を活かして頑張ります。

手厚いサポートのおかげで、
受験を乗り越えることができました。

名城大学 薬学部　薬学科
普通科理系クラス卒業　生徒会長・エンジェル部

池田 結美さん ［愛知教育大学附属岡崎中学校出身］

　私は社会科の先生になるという夢を叶えるため、受験勉強に特に力を入れ

ていました。光ヶ丘には、個別対応の質問スペースが設けられており、授業中に

わからなかったところをその日のうちに先生に聞くことができます。気軽に質問が

でき、予習・復習に取り組みやすい環境が整えられており、授業以外でも学習

面で手厚いサポートが受けられます。また、宗教の授業や募金活動を通して、奉

仕の心の大切さを改めて学ぶことができました。その経験を活かして、大学生活

の中でも積極的に募金活動や地域のボランティアに参加し、社会科の先生

になるという目標に向けて、勉強とともに奉仕活動も続けていきたいです。

光ヶ丘で学んだ奉仕の心を大切に、
社会科の先生になる夢を叶えたいです。



club  act i v i t i e s部 活 動
強化指定クラブの主な実績

運動部

文化部

◆ダンス部
◆陸上部
◆卓球部 
◆バスケットボール部 
◆バドミントン部

◆剣道部
◆ソフトボール部
◆バレーボール部 
◆テニス部 

◆吹奏楽部
◆放送部
◆合唱部
◆エンジェル部 
◆演劇部
◆書道部
◆華道部
◆茶道部
◆英会話部
◆写真部

◆美術部
◆箏曲部
◆アニメ・
　イラスト部
◆和紙工芸部 
◆家庭科部
◆パソコン部
◆点訳部
◆数学研究部

Wind band吹奏楽部
ダンス部

吹奏楽部

●第６６回 NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会
　・ラジオドキュメント部門 制作奨励賞
●第６６回 NHK杯全国高校放送コンテスト愛知県大会
　・アナウンス部門 優良賞（全国大会出場）
　・朗読部門 優秀賞（全国大会出場）
　・創作テレビドラマ部門 優秀賞（全国大会出場）

陸上部

放送部

卓球部
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仲間たちと、より良い演奏を目指して日々切磋琢磨しています。

全員の心を一つにして、うまく演奏できたときは、言葉では言い表せない

最高の達成感があります！

好きなことを、突きつめよう。自分らしく、輝こう。

「あいさつ・掃除・テキパキ行動」をモットーに、
日々繊細な音楽づくりに励んでいます。

顧問から
ひと言！

●第32回 全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸） 審査員賞
　作品「Troll ～森の隣人～」
●第12回 日本高校ダンス部選手権
　東海・北陸ブロック 優勝／全国決勝大会 16位
　作品「Gの気持ち」
●第11回 NFCC全国ハイスクールダンスコンペティション
　準優勝　作品「Troll ～森の隣人～」
　CBC賞　作品「わしらの未来に必要なもの？！」
●第1回 日本高校ダンス部選手権公式選抜大会グランプリ決定戦
　グランプリ（全国1位） 
　作品「ルージュ～見えない魅力を表す色～」

●令和元年度 東海高等学校新人卓球大会 ベスト８
●令和元年度 東海選手権大会 出場
●令和元年度 中部日本卓球選手権大会 出場

●第７２回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会
　３０００ｍ・三段跳 出場
●第６６回 東海高等学校総合体育大会陸上競技大会
　３０００ｍ 第５位・走幅跳 第１０位・三段跳 第３位
●第２２回 東海高等学校新人陸上競技選手権大会
　４００ｍ 第２位・４×１００ｍＲ 第７位・走高跳 第８位・走幅跳 第３位・三段跳 第３位
●第３０回 東海高等学校駅伝競走大会 第３位

ソフトボール部
●第７３回 愛知県高等学校総合体育大会女子ソフトボール競技 西三河支部予選優勝
●第７３回 愛知県高等学校総合体育大会女子ソフトボール競技 ベスト8
●令和元年度 愛知県高等学校女子ソフトボール選手権大会 ベスト8
●第５２回 全三河高等学校ソフトボール選手権大会 第３位
●第３０回 中部日本私立高等学校女子ソフトボール選抜大会 ベスト８

（2019年度実績）

●令和元年度 愛知県吹奏楽コンクール 金賞（代表）・愛知県教育委員会賞
●第74回 東海吹奏楽コンクール 金賞（代表）・朝日新聞社賞
●第62回 中部日本吹奏楽コンクール 愛知県大会 大編成の部 金賞
●第67回 全日本吹奏楽コンクール 銅賞
●第73回 ミッドウエストクリニック 参加
●２０１９年 スーザ財団　Sudler Flag of Honor 受賞

ダンス部 Dance
たくさんの仲間たちと支え合い、大会に向けて努力する日々の中

で、人として成長できるクラブだと思います。先生方も親身に指導

してくださり、とてもあたたかい雰囲気の部活動です！

モダン、ジャズ、ヒップホップなど様々なダンスのジャンルに
挑戦し、全国1位を目指します。

顧問から
ひと言！



ATHLETICS

運動部

「堅守速攻」泥臭いバスケットボールで
県大会上位進出を目指します！

Track and Field

S�ba�

Ta�e tennis
陸上部

メンバー全員で、東海・全国大会へと勝ち進む
アスリートを目指します！

卓球部
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絆の強さが陸上部の強み。メンバーそれぞれ種目は

違っても、いつもお互いに「ファイト！」と声を掛け合い、

励まし合いながら楽しく活動しています。

声掛けを大切にしながら、先輩・後輩関係なく切磋琢磨

し合えるクラブです。また対戦相手には感謝の気持ちを

もって試合に臨むなど、礼儀やマナーも重んじています。

全員初心者からのスタートで、
県大会を目指しています。

試合は勝ちにこだわりつつ、楽しむことが大切。
目指せ、県大会出場！！

限られた時間をうまく使い、しっかりと
自己研鑽を行う部活動です。

オムニコートで快適に活動！
県大会出場目指して頑張っています。

バスケットボール部

ソフトボール部

バレーボール部

テニス部

剣道部

バドミントン部

技術を磨くことはもちろん、礼儀・マナーやチー

ムワークも大切にしています。チームの絆の深さ

なら、どこにも負けない自信があります！

メンバー全員がソフトボールに全力で向き合う、熱意

あふれるクラブです！どんな練習が必要か常に考えな

がら部活動に打ち込んでいます。

どうすればもっと成長できるのか、メンバーでお互

いにアドバイスをし合いながら、活動しています。

メンバー間の信頼が厚く、協力し合うムードがあ

るクラブです！

試合を楽しみながら、チームプレーで勝てるよう

意識しています。自主練習にも付き合ってくれる

熱い顧問の先生のもと、チームで支え合いなが

ら練習に励んでいます。

明るいメンバーたちとともに、楽しく練習を重ねる

毎日です。技がうまく決まったときはとても嬉しく、

もっと上達したいという意欲が湧いてきます！

初心者歓迎で、明るいメンバーの多いクラブで

す。基本をしっかりと押さえ、着実にステップアッ

プできるよう日々の練習に取り組んでいます。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

目標は全国制覇！一球一打に集中し、
元気よくプレーしています。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

Broadca�放送部
学校行事の他、学外の方へのインタビューやコンテスト出場等を行

います。チームで活動することが多く、いつも和気あいあいとした雰

囲気の中、みんなで楽しく活動しています！

ある時はアナウンス・朗読で表舞台に。ある時は音響・撮影
業務で裏方に。高校生記者として校外取材もします。

顧問から
ひと言！

お互いにアドバイスし合いながら成長できるよう、
チームの絆を大切に「一球同心」の精神で、全国
大会出場を目指します。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！



Culture
文化部

合唱部

写真部

書道部

華道部

茶道部演劇部

和紙工芸部

家庭科部

パソコン部

点訳部エンジェル部

美術部

箏曲部

アニメ・イラスト部
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「人の心に届く演奏を」という言葉をモットーにし

て、日々活動しています。コンクールやクリスマス

ページェント等のイベントに向けて、精一杯頑張

ります！

先輩・後輩の仲が良く、お互いにアドバイスを

送り合いながら、練習に励んでいます。字を書く

ときは平常心をもって挑戦し、日々腕を磨いて

います。

聖カタリナにならい、世界の平和のために
地域・海外で活動しています。

週1回のお稽古を通して、豊かな心を
育んでいます。

校内ミサの準備から、フィリピンの子どもたちへの

ミサンガづくりまで、様々な奉仕活動を行うクラブ

です。ボランティアやキリスト教について、理解・

関心を深めていきます。

多くの人に喜んでいただける作品を目指し、花

の美しさを生かす方法をしっかりと学びます。

池坊流の先生から直接ご指導いただけるた

め、お免状を取得することもできます。

様々な担当の中から、自分の「やりがい」が
必ず見つかる、演劇部はそんな場所です。

日々是好日の考えを大切にお稽古に励んで
います。美しい日本女性を目指します。

キャストや照明・音響、大道具や衣装など。メン

バーそれぞれが役割を持ち、チーム一丸となって

活動しています。大会での入賞を目指して、日々

の練習に打ち込んでいます。

外部講師の方からマンツーマンのレッスンを受け

られるので、本格的に茶道を学べます。学外の

方ともお茶会を通して交流の機会があり、様々

な経験を積めるクラブです！

メンバーそれぞれが自分の取り組みたい題材で、

作品づくりに励んでいます。様々な技法にも挑

戦し、本格的に美術を学べる環境です。

週2回、楽しくおしゃべりしながらスイーツづくりを

します。自分たちがつくったスイーツで誰かに喜

んでもらえたときは、とても嬉しくなります！

メンバーと協力し合い、楽しく作品づくりをしてい

ます。写真を通して伝えたいことを意識しながら、

ひたむきに被写体と向き合います。

部活動を通して日本の伝統文化を本格的に学

べることが魅力です。和紙という限られた素材で

の作品づくりは奥深く、様々な視点から表現を考

える感性が磨かれます！

学年を越えてメンバーの仲が良いところが、

箏曲部の特長です。年に1回開催される、高

等学校総合文化祭での入賞を目指して練習

を重ねていきます。

タッチタイピングで速くタイピングができるように

練習したり、情報処理検定の取得に向けて勉強

したり、様々なアプローチで実践的なパソコンの

スキルを身につけていきます。

文化祭やまんが甲子園といったイベントに向け

て、絵を描いています。行事のない月は顧問の先

生からの課題に沿ってイラストを制作し、技術向

上を目指します。

絵本やカレンダーを点字に訳し、目の見えな

い子どもたちや盲学校の方へ送らせていただ

いています。喜んでくださる姿を見るのは嬉し

く、とてもやりがいのある部活動です。

「高校生の視点」を大切に活動しています。
全国入賞・入選多数！

英会話部
学年問わずチームを組み、スピーチやストーリー

テリング等の活動を行います。活動中の会話は

すべて英語。先生が間違っている文法等も直し

てくれるので、安心して発言できます！

スイーツづくりに加えて、クラフト手芸や
羊毛フェルト作品にもチャレンジします！

琴の繊細な音色に癒されながら、
みんなで楽しく活動しています。

基礎練習に加えて、Wordでのお絵描きや
Excelでの地図づくり等にも挑戦します！

イラスト制作はもちろん、メンバーみんなで
動画づくりにも取り組んでいます！

絵本やカレンダーを点字を用いて
作成しています。

いつも心に「挨拶・笑顔・整理整頓」
心に響く歌声を届けます！

顧問から
ひと言！

筆文字の魅力を追求して、
書道パフォーマンスにも挑戦しています！

顧問から
ひと言！

英語で発信していくことを中心に、
楽しく活動しています。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

50号の大きなサイズの絵画の作成に
日々取り組んでいます。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

数学研究部
毎回、様々な数学の問題をみんなで考えて解い

ています。数学甲子園にチャレンジもします。

計算だけが数学ではありません。
論理的な思考ができるようになろう。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

和紙ちぎり絵や人形づくりが主な活動。
全国展にも挑戦します。

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！

顧問から
ひと言！



生徒の1日

8：3 0  登校

9：0 0  授業

1 3：5 0  授業

1 6：0 0  放課後

1 2：5 0  昼休み

S chool  event s Fac i l i t I E S年 間 行 事 施 設

1日の始まりは挨拶から。

クラスメイトと楽しく勉強！

友達と楽しくランチタイム！

午後からもしっかりと集中。

それぞれの部活動へ！
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1.校舎外観　2.エントランス　3.チャペル　4.ヴェリタスホール　5.南館

6.中庭　7.ラウンジ　8.教室　9.コンピュータ室　10.セシリアホール（吹奏楽練習棟）

●入学式
●実力テスト
●新入生歓迎会
●開校記念日

●球技大会
●中間テスト
●聖母を讃える行事
●奉仕活動 ●期末テスト

●芸術鑑賞会
●福祉実習
　（2・3年福祉クラス）
●オーストラリア・カナダ
　語学研修及び
　台湾平和研修
　（2年国際教養科）
●夏期講習会

●夏期講習会
●ニュージーランド研修
　（1・2年普通科）
●学校見学会
　（中学生対象）
●実力テスト

●文化祭
●体育大会
●ダンス部作品発表会

●学年末テスト
●春期講習会
●吹奏楽部／合唱部
　定期演奏会

●一般入学試験
●3年卒業感謝ミサ
●予餞会
　（3年生お別れ会）
●卒業式

●芋煮会
●実力テスト
●推薦入学試験
●英語検定一斉受験

●学校見学会
　（中学生対象）
●クリスマスミサ
●合唱コンクール
●奉仕活動
●クリスマスページェント
●冬期講習会

●中間テスト
●練成会（1年学年合宿）
●デンマーク海外研修及び
　沖縄研修旅行
　（2年福祉コース）
●長崎及び沖縄研修旅行
　（2年文理コース）

●学校見学会
　（中学生対象）
●死者の冥福を祈る日
●期末テスト

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

心地よい光が差し込むキャンパスで学ぶ 3 年 間 。自分らしく輝きながら、人として成長していく。

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

2
February

3
March

※記載の内容はいずれも、例年の実施状況をもとに構成しています。諸事情により内容や日程が変更される場合もあります。



想像してみましょう。

素敵な友達や先生とともに充実した毎日を送る3年間を。

大好きなクラブに入り、仲間と一緒に努力を積み重ねる日々を。

留学先で自分らしい夢を見つける体験を。

想像してみましょう。

希望の進路に進み、理想の自分に向かって頑張る姿を。

やがて大人になって、家族のために、誰かのために、

慌ただしくも幸せな毎日を過ごす自分を。

そんな人生を送ることができたら、

どんなに素敵なことだろう。

あなたという存在が、誰かの笑顔につながったら、

どんなに嬉しいことだろう。

あなたは、だれかの光。

あなたは、社会や世界の光。

光ヶ丘での3年間を通してその光を大いに輝かせてほしいと、

私たちは願っています。
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あ
な
た
と
い
う
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は
、

い
つ
か
世
界
の
輝
き
へ
。
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