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―夢への挑戦―

Be Ambitious
その夢をかなえよう。

2017入学案内 学年制



「自分さがし」の時期。
みんな迷います。遠回りしたっていい。迷うことも必要。
やりたいことを見つけるまで、いろいろなことをやってみよう。
そんなスクールライフもあるのです。

少人数のクラス編成で、
安心できる学習環境 “Boys,be ambitious!”

Be ambitious not for money or selfish aggrandizement, not for that evanescent thing
which men call fame... Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be.

金銭や私欲のためにではなく、また、人呼んで名声という空しいもののためであってはならない。

人間として当然そなえていなければならないあらゆることを成しとげるために 大志をもて。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～クラーク博士の言葉～
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全日制高校と同じく、週 5日通学するスタイル！
充実した高校生活が送れます。

■ 進度別学習（英数国）■ 進度別学習（英数国）
中学までの弱点を確認して、ケアする「進度別学習」！
講義動画で苦手を克服します。
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クラークダイジ
ェストClark DigestClark Digest

～思い描いたスク
ールライフがここ

にある！！～

好きなこと・楽し
いこと・得意なこ

と・やりたいこと
…

それは人それぞ
れ。クラークは一

人ひとりの気持
ちを大切にしま

す。

体験学習
地域の清掃活動

を行ったり、

希望者はボラン
ティア活動に

参加します。

新しいアイ
デア・

提案大歓迎
！！

みそ汁
お昼には、教職員

お手製のみそ

汁が提供されま
す。畑体験で生

徒たちが作った野
菜をみそ汁の具

として使います。

制 服
鳥取キャンパスで

は基本的に私服

でも制服でも自由
な服装で登校で

きますが、試験期
間や行事の時は

制服着用となって
います。

注目！！クラークオリジナル
スタイル
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高等学校と専修学校
２つの卒業資格の取得が可能

通信制高校一般科目

商業科目（技能連携科目）

専修学校設定科目　　　　

通信制高校
一般科目

クラーク記念国際高等学校 あすなろ高等専修学校技能
提携

商業科目
（技能連携科目）

専修学校設定科目

普
通
科

総
合
学
科

１年生

２年生

３年生

国語総合・地理 A・現代社会・科学と人間生活・
保健体育Ⅰ・美術Ⅰ・社会と情報

１年生 ビジネス基礎　商業の仕組みや企業について学びます。

２年生 ビジネス情報　インターネット・ソフトウェアの活用を学びます。

３年生 電子商取引　インターネットを用いた売買を学びます。

１年生 進度別学習 国語 ・ 数学 ・ 英語 ・ Keimei Time

２年生 進度別学習 国語 ・ 数学 ・ 英語 ・ Keimei Time

３年生 進度別学習 国語 ・ 数学 ・ 英語 ・ Keimei Time

現代文 B・世界史 A・倫理・数学Ⅰ・生物基礎・保健体育Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅰ・情報の科学

国語表現・古典 B または数学Ⅱ・日本史 A・政治経済・数学 A・
化学基礎・体育Ⅲ・コミュニケーション英語Ⅱ・家庭基礎

オリジナルのタイムテーブル

◎50分授業×5限のスタイル
自分なりのペースを築き

やすい時間割を設定して

います。

◎朝はゆったりめのスタート
流行の「朝活」に充てても、

ゆっくり新聞を読んでから登校

しても OK。朝の時間を有効に

使いながら、１日を快適にスタ

ート出来るようになります。

◎補充学習

◎たっぷり放課後
放課後は思い思いに過ご

せます。部活を精一杯楽

しむ生徒、補充学習を受

ける生徒など、充実した

放課後を過ごせます。

10:00
SHR

昼休憩

掃除
SHR

10:10

11:00

11:10

12:00

12:45

13:35

13:45

14:35

14:45

15:35
15:45

15:50

1限

2限

3限

4限

5限

やむを得ず授業を欠席した生徒

や授業が難しいと感じる生徒に

対して、生徒個々に合わせた個

別学習指導を放課後に行いま

す。テスト前には対策学習、３

年生には受験学習の時間にも充

てます。また、資格検定取得を

目指す生徒に対しては、そのサ

ポート学習を行います。

一人ひとりにあわせた

対応だから大丈夫！

スタート時のレベルは違っても、自分のペースで　　　学んで卒業、そしてその先の夢のために。
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「人間力」を育成するクラーク独自の学習

Keimei Time
学年別のテーマに沿って、体験に基づいた内容で自らを考え・行動すること
を目標に学習に取り組みます。

体
験

目
標

目
標

目
標

体
験

体
験

進度別学習

モザイクアート
紙飛行機
キャンプ実習　など

キャンプ実習・修学旅行
プロジェクトにおいての
グループワーク
（プレゼンテーション・
ディスカッション等）

修学旅行プロジェクト
（決定・実施・振り返り）
卒業制作
（職業調査、冊子制作）

・自己の感情理解と表現力の育成。
・今やるべきことを考え、
　自ら行動する

・面倒な作業の中でも、楽しみを見
　つける努力をする。
・集団の中での他者との協同を学習。

自分と他者を深く認知。
目標とする自己像の確立。
現在の自分を客観視。

主体性

自律性

社会性

英語・国語・数学は小・中学校で学習した基礎・基本の復習や確認から、大
学・専門学校等の受験勉強まで、生徒個々の修得度や
必要に合わせた学習を行います。

１
年生例

２
年生例

３
年生例

Hop!   Step!  Jump!

１
年
生
課題把握
わかるところから

スタート！わかるまで、
繰り返し学習。

２
年
生

ステップアップ
あなたのやる気次第で、

どんどん力を
伸ばせる！！

３
年
生
目的別対策

進学・就職など、それぞれ
の目標に合わせた
実践的学習。

どんな生徒も変わる。そして、大きく成長する。

「今の自分より良くなりたい」「将来こんな人になりたい」
「勉強できるようになりたい」……すべての生徒が持っている
夢や可能性を引き出し、実現に向けて前進する努力を支えます。

企画会議って？
行事実施までの流れ
❶企画会議 ❷職員提案 ❸全校提案 ❹行事実施

企画会議メンバー希望者が集まり、
行事のコンセプトや内容を話し合
います。

職員会議で、先生に企画提案をし
ます。先生から詳細についての質
問や修正依頼があります。

全校生徒に企画の提案・説明を行
います。

みんなで企画した行事の当日を迎えます。

１年を通じて可能な限り、学校行事を生徒が
主体となって考え、運営します。みんなのアイデア
や希望を学校生活に活かしていきます。

ほぼ毎日
学校に登校
している

勉強には
自信がある
ほうだ

自分の
意見が
はっきり
言える

学校の
授業が
よく
わかる

人と
コミュニ
ケーション
は得意な
ほうだ

目標や
夢がある

SKT・
習熟度別学習で
自分を鍛えよう！

Yes

Yes No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No No No

No No No

Keimei Timeで
コミュニケーション

能力を身につけよう！

Keimei Timeで
自分をゆっくり

発見していこう！

企画会議で
スキルUP！

アイデアを形に
してみよう。

※

先生と
しっかり相談して

早めの対策。
夢をつかもう！

◉キミはどんなタイプ？

「人間力」の向上を目指す

わかるところから
学習しなおせるので安心
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卓球部は創部8年目、最も歴史ある部活動で
す。技術だけでなく、心身の成長をモットーに、
練習に取り組んでいます。男子は、鳥取県大会
団体6連覇を成し遂げ、女子も一昨年は団体全
国ベスト16という成績をおさめています。

卓球Table Tennis

28年度の鳥取県高校総体では優勝。そして、
東中国大会では準優勝しました。クラーク野球
部のモットーは野球だけじゃなく、楽しい学校
生活“ナンバー１を目指せ”です！初心者が多
いので、あなたのナンバー１を一緒に目指しま
しょう♪

野球Baseball
文芸同好会、釣り同好会、バドミントン同好
会、バスケット同好会、調理同好会、ダンス同
好会、ボランティア同好会などがあります。

同好会Group

部員全員でステージをつくり、部活動としての
音楽を通して自己表現と達成感を得ることが
目標です。初心者大歓迎です。

軽音楽部Music

地域のイベントを中心に
出演をします

楽器未経験者でも
部内全員でサポートします

イベントではボランティアスタッフとして活動もします

文芸同好会

在校生（３年生）の
教員紹介

プレゼンテーションより

TeachersClub Activities
クラークの先生は、最後までみんなを守り、一緒に悩み、みんなの気持ちに寄り添う
先生ばかりです。一度しかない高校生活。そんな先生との出会いを経験してみましょう。

卒業生の
アンケートより

目標を
受け入れて
くれた！

チャンスを
くれた！

本物の
教師に

出会えた！

クラーク高校の先生方は
とても楽しい方ばかりなので、
ぜひお話してみてください

（＊’-’＊）

ぶさかわ
好き魔法中年！人間拡声器

（?!）
年齢不詳の
ファッション
リーダー

心は
まだまだ
18歳☆

Real
Voice

部活動 先生
クラークの部活動は、すべて生徒たちの要望で発足しました。
あなたの希望で新しい部活動がスタートするかも？！

男子V6達成！

白熱している試合の様子

相談 支援 共生

人間関係、進路、ときに
は恋愛相談。「何でも話
せる先生！」そんな信頼
関係を築けます。

わからなければとことん
がモットー。何度でも、ど
んな科目でも。わかるま
で支援します。

クラークの先生達自身も悩ん
だり迷ったりする時期があり
ました。体験談も交えながら、
親身になって共に考えます。
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卓球部は創部8年目、最も歴史ある部活動で
す。技術だけでなく、心身の成長をモットーに、
練習に取り組んでいます。男子は、鳥取県大会
団体6連覇を成し遂げ、女子も一昨年は団体全
国ベスト16という成績をおさめています。
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28年度の鳥取県高校総体では優勝。そして、
東中国大会では準優勝しました。クラーク野球
部のモットーは野球だけじゃなく、楽しい学校
生活“ナンバー１を目指せ”です！初心者が多
いので、あなたのナンバー１を一緒に目指しま
しょう♪

野球Baseball
文芸同好会、釣り同好会、バドミントン同好
会、バスケット同好会、調理同好会、ダンス同
好会、ボランティア同好会などがあります。

同好会Group

部員全員でステージをつくり、部活動としての
音楽を通して自己表現と達成感を得ることが
目標です。初心者大歓迎です。

軽音楽部Music

地域のイベントを中心に
出演をします

楽器未経験者でも
部内全員でサポートします

イベントではボランティアスタッフとして活動もします

文芸同好会

在校生（３年生）の
教員紹介

プレゼンテーションより

TeachersClub Activities
クラークの先生は、最後までみんなを守り、一緒に悩み、みんなの気持ちに寄り添う
先生ばかりです。一度しかない高校生活。そんな先生との出会いを経験してみましょう。

卒業生の
アンケートより

目標を
受け入れて
くれた！

チャンスを
くれた！

本物の
教師に

出会えた！

クラーク高校の先生方は
とても楽しい方ばかりなので、
ぜひお話してみてください

（＊’-’＊）

ぶさかわ
好き魔法中年！人間拡声器

（?!）
年齢不詳の
ファッション
リーダー

心は
まだまだ
18歳☆

Real
Voice

部活動 先生
クラークの部活動は、すべて生徒たちの要望で発足しました。
あなたの希望で新しい部活動がスタートするかも？！

男子V6達成！

白熱している試合の様子

相談 支援 共生

人間関係、進路、ときに
は恋愛相談。「何でも話
せる先生！」そんな信頼
関係を築けます。

わからなければとことん
がモットー。何度でも、ど
んな科目でも。わかるま
で支援します。

クラークの先生達自身も悩ん
だり迷ったりする時期があり
ました。体験談も交えながら、
親身になって共に考えます。
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平成２７年度卒業生� （29 名） 平成２６年度卒業生� （34 名） 平成２５年度卒業生� （32 名）

大 学 大阪電気通信大学 大 学 鳥取環境大学／環太平洋大学／岡山商科大学／奈良大

学／大手前大学 大 学
鳥取環境大学／神戸学院大学／環太平洋大学／常葉大

学／吉備国際大学／京都産業大学／京都学園大学／産

業能率大学

短期大学 鳥取短期大学 短期大学 京都聖母女学院短大 短期大学 鳥取短期大学／京都経済短期大学

専門学校

神戸電子専門学校／鳥取看護高等専修学校／神戸ベ

ルェベル美容専門学校／清風情報工科学院／山陰中

央専門大学校／東京服飾専門学校／札幌スクールオ

ブビジネス／ HAL 大阪／神戸動植物環境専門学校／

鳥取理美容専門学校／大阪アミューズメント専門学

校／履正社医療スポーツ専門学校

専門学校

神戸電子専門学校／放送芸術学院専門学校／大阪医療

技術学園専門学校／大阪ハイテクノロジー専門学校／

ビジュアルアーツ専門学校／ YIC 京都ビューティー専

門学校／大原学園／ EPS エンタテイメント／エコール

辻大阪辻製菓マスターカレッジ／鳥取県産業人材育成

センター

専門学校

神戸調理製菓専門学校／アミューズメントメディア総

合学院／神戸電子専門学校／神戸スポーツアート専門

学校／キャットミュージックカレッジ専門学校／ビジ

ュアルアーツ専門学校／バンダイゲームアカデミー／

西日本調理製菓専門学校／明治医療専門学校／京都伝

統工芸大学校

進
学
実
績

Clark Memorial International High School11

graduate Career 卒業後の進路

クラーク独自  の進路指導Original Guidance about their own course

個に応じた指導
一人ひとりに徹底的に向きあいます

進　学

就　職

文系、理系の枠にとらわれず、
方向性を一緒に見つけます。 放課後進路学習 志望校対策

◆自己分析から、本人に適した職業・方向性を一緒に見つけます。
◆企業実習
◆外部機関との連携

予備校との連携

全国にある300以上の指定校との連携

◆進路指導の情報を共有することでより志望校対策を強化できます。
◆あすなろ予備校への特待制度あり
◆自学教材の選定ができます

◆クラーク本校の指定校
◆鳥取キャンパス独自の指定校 
（大学・短大・専門学校）

あすなろ予備校
　あすなろLIVE授業　
　代ゼミサテライン　

クラーク・あすなろ予備校が連
携をとり、志望校合格に最適な
学習方法をアドバイスします。



有限会社 今石電機 製作所／株式会社 ダイテック／

株式会社 澤寿運輸／有限会社 梨工／養老乃瀧 株式

会社 ／株式会社ローソン／K SA／マン・トゥー・マン

g.com／(株)セツ UFO／ツーウェイシステム鳥取 ／

医療法 人日翔会／サントレーム鳥取 店／(有)鳥取樹

脂／株式会社 ルートシー／くれよん／岩美町役場／

株式会社 丸信商事／株式会社 三晃／（有）福井設備

／有限会社ヨコイ／日の丸観光株式会社／国民宿舎 

水明荘／グッドヒル株式会社／有限会社プロテクト／

（有）吉田自動車／（株）リコーマイクロエレクトロニ

クス／（株）ベーカリーレストランサンマルク／鳥取市

立図書館／有限会社パンドラの箱 他

平成２７年度卒業生� （29 名） 平成２６年度卒業生� （34 名） 平成２５年度卒業生� （32 名）

大 学 大阪電気通信大学 大 学 鳥取環境大学／環太平洋大学／岡山商科大学／奈良大

学／大手前大学 大 学
鳥取環境大学／神戸学院大学／環太平洋大学／常葉大

学／吉備国際大学／京都産業大学／京都学園大学／産

業能率大学

短期大学 鳥取短期大学 短期大学 京都聖母女学院短大 短期大学 鳥取短期大学／京都経済短期大学

専門学校

神戸電子専門学校／鳥取看護高等専修学校／神戸ベ

ルェベル美容専門学校／清風情報工科学院／山陰中

央専門大学校／東京服飾専門学校／札幌スクールオ

ブビジネス／ HAL 大阪／神戸動植物環境専門学校／

鳥取理美容専門学校／大阪アミューズメント専門学

校／履正社医療スポーツ専門学校

専門学校

神戸電子専門学校／放送芸術学院専門学校／大阪医療

技術学園専門学校／大阪ハイテクノロジー専門学校／

ビジュアルアーツ専門学校／ YIC 京都ビューティー専

門学校／大原学園／ EPS エンタテイメント／エコール

辻大阪辻製菓マスターカレッジ／鳥取県産業人材育成

センター

専門学校

神戸調理製菓専門学校／アミューズメントメディア総

合学院／神戸電子専門学校／神戸スポーツアート専門

学校／キャットミュージックカレッジ専門学校／ビジ

ュアルアーツ専門学校／バンダイゲームアカデミー／

西日本調理製菓専門学校／明治医療専門学校／京都伝

統工芸大学校

就
職
実
績
（
過
去
11
年
間
）
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クラークで培った学力、コミュニケーション能力や精鋭な感覚は、進学先にも就職先でも高い評
価をうけており、さまざまなところで多くの卒業生が活躍しています。

クラーク独自  の進路指導
Voice 学生の声

Q    高校生活で成長できたことや思い出
　高校はただでさえ中学より広域の人が通うので、より沢山の人と関わることができ、話し方やその人を知ろうとする能力が磨かれた気が

します。またクラークに通う人は個性が強い気がするのでよりこの能力が高まった気がします。

Q    これから入学を考える中学生へのメッセージ
　クラークには夢をもって来て欲しいと思います。クラークは夢の準備をすることが出来る場所です。時間も作れるし、後押しもあるで

しょう。目標があることで充実感にもつながり、３年間が一瞬で過ごせると思います。自分らしく過ごせるのが、クラーク高校の特徴だ

と思います。

中村　公亮（2010年度卒）
日本調理製菓専門学校卒　大江ノ郷自然牧場勤務

Q    クラーク高校の印象
クラーク高校はとても自由な学校で、生徒は皆とても個性的です。先生はそんな生徒の個性を最大限に尊重してくれて、力

になってくれます。私は、このクラーク高校で野球をやりたいと思い、一年生の時に軟式野球部を立ち上げました。そして、

三年生の夏には全国大会に出場することができ、とても大きな経験となり思い出となりました。先生が生徒のやりたい事を

尊重してくれて「一緒にやろう」と言ってくれることがとてもうれしかったし、そんなクラークだからこそ出来た経験だと

思います。進学面もたくさんサポートしてくれて、面接や小論文の練習も幾度となく付き合ってくれました。公立大学に行

け、沢山の思い出も作れ、この高校を選んで本当に良かったと思います。

宮川　淳（2014年度卒）
鳥取環境大学２年生

Q    高校生活で成長できたことや思い出
　しゃんしゃん祭り⇒一体感がアツい。しゃんしゃん祭りに出てから鳥取とクラークが好きになりました。

　企画会議⇒どうやったらうまくいくか考えるのが楽しくもあり難しくもありました。終わった後の生徒からの感想をみて、色々

な考え方があると分かりました。結構きつい指摘があってへこみましたが、積極性と打たれ強さが培われました。

河村　海里（2011年度卒）
九州工業大学進学



【教育方針】

・こころ豊かな人間性の育成と個性の伸長。

・生徒一人ひとりの基礎学力の充実と、人間性・社会性を高めるためのコミュニケーション能力の育成

・体験学習を通じて人間力の育成と夢の実現の支援。

【３つの指導指針】

一人ひとりに適切な対応をし、個性を尊重しながら生徒と向き合うことで、表現力・適応力を

高め人間性を豊にする。

基礎・基本の徹底を目標に修得度別クラスによる小中学校での学習のやりなおしから進路別

対応授業まで生徒個々の必要性に応じた授業を行います。

社会・地域・自然をキャンパスとして他者とのかかわりの中からコミュニケーションの大切さを

学び、生徒一人ひとりの個性の発見を応援します。

Clark Memorial International High School
《クラーク記念国際高等学校鳥取キャンパスの概要》

■一人ひとりを大切にする

■進度別学習

■体験学習・実習

クラーク記念国際高等学校 鳥取キャンパスには、生徒一人ひとりの

「夢・挑戦・達成」を応援する環境があります。そして、生徒一人ひとりの

思いや個性を大切にし、一人ひとりと向き合う情熱を持った先生たちがい

ます。

「自分らしさ」を素直に出せる環境で、生き生きとした高校生活を送る

ために、 一人で個々の夢や課題を模索せず、私たちと一緒に課題を克服

し、夢の実現に向かって徐々に成長して行きましょう。

校 長 　 平 井   豊

■生徒・保護者アンケート
　クラークでは生徒と保護者に対して「学校アンケート」を行い、
学校への期待や要望を理解し改善策を実施しています。
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一、一般常識・マナーを守り、高校生として恥ずかしくない行動をする
一、自分の意見をもち、一人でも行動できる勇気をもつ
一、物事の善悪を考え、自分の行動に責任を持つ
一、今やるべきことは何か考え、自ら行動する
一、他人の忠告や意見に耳を傾けよく考える
一、自分が楽しいときこそ周りの人を思いやる気持ちを持つ
一、面倒な作業の中でも、楽しみを見つける努力をする
一、何かひとつでも目標を立て達成できるように努力をする
一、入学した時の気持ちを忘れず真剣に卒業を目指す
一、みんなが居心地の良い学校を自分達でつくる

【鶏鳴学園の沿革】

鶏鳴塾予備校

１９５１年（昭和２６年）

１９６０年（昭和３５年）

１９６３年（昭和３８年）

「鶏鳴塾」を鳥取市東町に開校
（創設者　仲市実）
「個人立各種学校鶏鳴塾予備校」設置認可
鳥取市若桜町に新校舎（若桜町校舎）を開設・移転
「学校法人鶏鳴塾予備校」設置認可
（理事長　仲市実）

あすなろ予備校

１９８２年（昭和５７年）

１９９１年（平成３年）

私塾「あすなろ教室」を鳥取市南吉方に開校
（創設者　横井司朗）
「個人立各種学校あすなろ予備校」設置認可
鳥取市立川町に分校舎（立川校舎）を開設

鶏鳴学園

１９９５年（平成７年）

１９９８年（平成１０年）

「学校法人鶏鳴塾予備校」と
「個人立各種学校あすなろ予備校」合併
「学校法人鶏鳴学園専修学校あすなろ予備校」設
置認可（理事長　横井司朗）
あすなろ予備校大学受験科・中学生及び高校生現
役コースを若桜町校舎に開設
あすなろ予備校高校受験科・大検資格取得受験科
を立川校舎に開設
あすなろ予備校「代ゼミサテライン予備校」を鳥取
市戎町に開設（戎町校舎）

クラーク心得10ヶ条

２０００年（平成１２年）

２００２年（平成１４年）

２０１２年（平成２４年）

２０１３年（平成２５年）

２０１４年（平成２６年）

２０１５年（平成２７年）

あすなろ予備校総合学科（クラーク記念国際高等学
校鳥取キャンパス）をクラーク記念国際高等学校と
技能連携し立川校舎に開設
あすなろ予備校総合学科が鳥取県教育委員会より
技能教育施設の認可を受ける
鳥取市永楽温泉町に新校舎（駅前校舎）を開設し、
あすなろ予備校大学受験科・中学生及び高校生現
役コース・大検資格取得受験科・代ゼミサテライン予
備校を移転
鳥取市湖山町に新校舎（湖山校舎）を開設し、あす
なろ予備校総合学科を移転
あすなろ予備校高校受験科を若桜町校舎に移転
あすなろ予備校総合学科を独立校化、「あすなろ高
等専修学校」（湖山校舎）として設置認可
あすなろ予備校高校受験科を廃止
学校法人本部事務局を若桜町校舎から湖山校舎に
移転
「あすなろ塾」を鳥取市富安に開校（駅南校舎）
「青翔開智中学校」設置認可
「青翔開智高等学校」設置認可
準学校法人から学校法人へ組織変更
鳥取市国府町に「青翔開智中学校」「青翔開智高等
学校」（国府校舎）開校
鳥取市湖山町南に適応指導教室「すてっぷ」開室

クラーク心得10ヶ条とは、学年制第１回卒業生が残して
くれた心得であり、鳥取キャンパスが求める生徒像です。
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〒 680-0947 鳥取県鳥取市湖山町西 2 丁目 228-1  0857-32-2555 FAX  0857-32-2554
http://clark-tottori.jp/  info@clark-tottori.jp

鳥大附属
特別支援学校

ローソン

鳥取県教育委員会指定技能教育施設

クラーク記念国際高等学校　鳥取キャンパス
学校法人鶏鳴学園�あすなろ高等専修学校

　鳥取キャンパスへの主な交通機関
●ＪＲ／「鳥取大学前駅」より西へ１．７㎞　　　  徒歩約 20 分

●バス／倉吉方面行き「堀越バス停」下車　　　徒歩約３分

スクールバス
登 下 校 時、 学 校 から駅
までスクールバスを運行
しています。もちろん自
転 車等で の 登 校も可能
です。


