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JR関西本線・草津線・紀勢線・路線バスなど

JR関西本線
名古屋駅

四日市駅

約40分約40分

約30分約30分

加茂駅

柘植駅

約50分約50分

約20分約20分

JR草津線
草津駅

貴生川駅

約25分約25分

約20分約20分

無料スクールバス約5分無料スクールバス約5分

JR紀勢線
松阪駅

津駅

約20分約20分

約20分約20分

路線バス
平田町駅

約35分約35分

亀山駅

徳風高等学校

ドッグケアコース

総合コース

パソコンコース

日本語コース（令和３年度新設）

狭隘なトンネル
につきワゴン車は
通れません

狭隘なトンネル
につきワゴン車は
通れません

●協和産業

西川運輸●

オープンキャンパスは9/12、26、10/18、11/7、21、12/6
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4つのタイプの高等学校
通信教育を行っています
生徒の多様な実態・ニーズ等に対応できるよう、4つのコ
ース（全日型コース、土日コース、平日サポートコース、技
能連携校コース）を設置しています。

30人学級を
基本としています
生活集団としての学級の編成基準を標
準より10人少ない30人とし、少人数指
導を実現しています。

授業は1コマ40分を
基本としています
集中力が途切れずに学習できるよう、
授業時間は標準より10分短い1コマ40
分を基本としています。

進級・卒業等のための
補充授業を実施しています
長期入院や不登校等のやむを得ない理由で欠席時数が多くなり、各科目等の履
修認定が困難な生徒に対しては、通常の時間割とは別に特別時間割を編成し、
不足時数分の補充授業を実施しています。

授業の自習は原則としてありません
各コース行事や検定試験対策等を効果的に実施するための時間を
十分確保できるよう、時間割を適時編成して授業を行っています。 

5年一貫教育を実施しています
希望生徒は、パソコンコースとドッグケアコースの徳風技能
専門学校専門課程に進学し、知識・技能を更に向上させ、進
路の選択を拡大することができます。

中間・期末試験は毎回5日間実施しています 
定期試験は、生徒の過重負担とならないよう1日に実施する科目数を少なくし、
5日間実施しています。

生徒寮があります
集団生活を通じて、自立した生活に
必要なスキルと自治の精神を体得で
きます。

9時30分に授業を
開始しています
遠方からの通学に対応しています。

スクールバスを学校～
JR亀山駅間で運行しています
遠方からでも通学できるよう、またその経済的負担を軽減
できるよう、登下校時はスクールバスを無料で利用できる
ようにしています。

日本語コース

パソコンコース総合コース

ドッグケアコース

揺
る
ぎ
な
い

1 2

NEW

選択講座の中から自由に選
択し、3年間で自分の適性や
やりたいこと（将来の希望
する仕事）を見つけます。

文書処理、表計算ソフトな
ど基本的技術から、画像や
動画などの制作といった高
度な技術まで学べます。

犬について幅広く学び、実
技を通じて専門的な知識と
技術を身につけるコースで
す。

教育課程の履修に必要な
「学ぶための日本語」、自立
と社会参加に必要な「生き
るための日本語」を習得し、
希望進路の実現を目指しま
す。



公文式学習を用いて学習習慣の定着と、自分に
合った学習レベルの勉強を行います。
また、新科目「言語活動」を開設。言語聴覚士の
講師を招き言葉で考え、判断し、表現する言語能
力を育成します。

総合コース

選択講座で“なりたい自分”
をデザインしよう。

育て！最強の常識人！
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●基礎からサロンワークまで、個々のレベルに合わせた
　レッスンを実施しています。
●日本ネイリスト技能検定協会本部認定講師によるプロ
　の技術指導を受け、ネイリスト技能検定・ジェルネイル
　検定の合格、ネイルサロン衛生管理士の資格取得を目
　指します。

●社会人になって自炊ができるよう基本的な調理スキル
　を身に付けます。
●生徒のリクエストに応じ、和洋中すべてのジャンルに挑
　戦します。

ネイルアート講座

調理講座 スポーツ講座
●球技・武道・ダンスなど多くのスポーツに挑戦できます。
●ニュースポーツにも挑戦し、様々なスポーツへの理解
　を深めています。

在校生ボイス

1年生　坂 花音
三重県津市立芸濃中学校出身

小さい頃からネイルアートに興味があ
り、大好きなネイルが高校でできること
を知り、入学しました。在学中にネイルの
検定にたくさん合格し、将来は美容関係
の仕事に就くことが私の夢です。

2年生　乙部 龍希
三重県津市立豊里中学校出身

私は、選択講座でスポーツ講座を履修し
ています。特に体を動かすことが好きな
ので、普段経験することのできないスポ
ーツが体験でき、とても楽しいです。２年
生から始まった公文式学習の国語では、
基礎から学習することができ、立ち止ま
ることなく学習することができています。

3年生　下永吉 茜
滋賀県甲賀市立甲賀中学校出身

私は、調理に興味があり入学し、調理の
選択授業ではお菓子など色々な料理を
作れるのが非常に楽しいです。上下関係
に厳しいこともなく、楽しく話しながら作
るのを毎回楽しみにしています。今後は、
この経験を生かして調理に関わる仕事
に就くことも考えています。

1年生

2年生から導入する「公文式国語」により文章を
まとめ、語彙の力、文の構造を整理する力を培い
ます。

2年生

新設講座である「ライフスキル講座」により、社会
人になるにあたって必要な知識やスキルを習得
し、「最強の常識人」となる準備をします。

選択講座に加え、生徒の進度に合わせたコース独自
のカリキュラムを追究しています。

3年生
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ドッグケアコース

最先端コースでプロフェッショナルを目指しています。
コースの主な活動

専
門
課
程
を
含
め
た
５
年
教
育
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まずは犬とのふれあいからスタート。
犬とのコミュニケーションを深めながら、基礎トレーニングの
方法及びグルーミングの基礎から学びます。
また、ドッグマスター検定の合格を目指し、犬種、病理学、生理
学、栄養学、行動学など犬について幅広い知識を学びます。

犬とのふれあいをはじめ、犬の基礎
知識を完全習得

在校生ボイス

1年生

１年生で学んだ基礎トレーニングの応用実習を行います。
トレーニングでは動物行動学に基づいて、犬をいかに自分で
コントロールできるかを学びます。
トリミングではハサミなどを利用し、1人で1匹の犬をグルーミ
ング、カットができるよう基本的な技法を学びます。

トレーニング、トリミングの両方の
基礎技術を習得

2年生

３年生ではトレーニング、トリミングのどちらかを選択し、更に高度な実
習を行います。トレーニングでは、特別養護老人ホームや特別支援学校
を定期的に訪問し、アニマルセラピーの方法と犬のトレーニングの応用
編を学びます。トリミングでは、犬種に応じたカット技法の実習を重ねる
ことにより、犬に負担の少ない高度な技術の習得を目指します。

プロフェッショナルを目指して
高度な技術を習得

3年生 トレーニングトリミング

トレーニング、トリミング両方の技術を身につけ、犬に関する知識を高められる徳風高校
ならではの3年間充実した専門教育を実践。

▲トレーニング室 ▲トリミング室 ▲ドッグ専門教育棟

インスタグラムからも見れます！

@徳風高等学校

1年生　三宅 穂佳
滋賀県大津市立石山中学校出身

「人と犬とのより良い関係を目指して」
私は犬が好きで、ドッグトレーナーにな
るために徳風高校へ入学しました。初め
の頃は、わからないことも多く、難しい内
容もありますが、日々努力し、毎日楽しく
過ごしています。将来は、家庭犬のトレー

ナーとし、人と犬との良き関係作りのお手伝いをしたいです。そして、
殺処分される犬を1匹でも多く救えるようになりたいです。

2年生　西橋 英海
三重県四日市市立南中学校出身

「犬好きな友達と共に」
私は中学生の頃から不登校で、不安を
抱えたまま徳風高校に入学しました。で
すが、犬がいる学校での高校生活は、犬
好きな友達と共に充実した日々を送るこ
とができています。ドッグケアコースで

は、飼育当番やトリミング、トレーニングといった実習でほぼ毎日犬と
関わることが出来ます。将来は、高校で学んだことを活かし、犬の義
足を作る「義肢装具士」を目指して日々頑張っています。ぜひ、この徳
風高校で犬と一緒に高校生活を送りませんか？

3年生　中田 莉緒
三重県鈴鹿市立白鳥中学校出身

「犬と共に成長できる学校」
私は、小さい頃から将来は、犬に関わる
仕事に就きたいと思い、徳風高校に入学
しました。
犬に関する知識を学ぶことはもちろん、ト
レーニング・トリミングの実習も出来ま

す。犬と一緒に過ごす高校生活は、自分自身の成長にも繋がっていま
す。卒業後は、社会福祉が学べる大学に進学し、手足の不自由な方の
日常をサポートする介助犬の訓練士になることを目指しています。

▲１日の犬の当番 ▲セラピー実習①～特別養護老人ホーム～

▲セラピー実習②～特別支援学校～ ▲盲導犬協会見学

▲介助犬講演会 ▲警察犬訓練講演会

▲麻薬探知犬講演会 ▲航空自衛隊　警備犬訓練見学

▲三重ジョブキッズ ▲NHK取材



パソコンコース

好きな分野を選んで学び、これからのIT社会の
プロフェッショナルを目指して一緒に歩き出そう。
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在校生ボイス

■日本語ワープロ検定試験（初段・１級～４級）　■情報処理技能（表計算）検定試験（初段・１級～４級）
■情報処理技能（データベース）検定試験（１級～４級）　■プレゼンテーション作成検定試験（１級～４級）
■ホームページ作成検定試験（１級～４級）　■ Photoshop クリエイター能力認定試験
■ Illustrator クリエイター能力認定試験　■パソコン検定（P検）　■ ITパスポート試験
■基本情報技術者試験など

■ オフィス（Office）系 資格取得分野

Officeを使いこなすのが当たり前の時代。進化しているWord・Excel・PowerPointなど
基本的な内容から学びます。

仕事に役立つビジネススキルを身に付けて資格を習得しよう！

■ デジタルゲーム分野

プログラミング・デザインキャラクター制作・グラフィックデザイン・ゲーム制作の流れ
などのゲーム制作技術を学びます。自分のオリジナルのゲームをつくってみよう！

新世代のゲームを創り出すゲームクリエイターになろう！

■ マンガ・アニメ分野

あなたがイメージしているデザインで高度なイラストの制作や写真加工・編集の知識・
技術を学びます。印刷物（DTP）や映像を対象にしたデザイナーが使うプロ仕様のソフ
トでプロの世界をのぞいてみよう！

最新の制作技術を身に付けたクリエイターデザイナーになろう！

■ 国家試験系・資格取得分野

●ITパスポート試験：パソコンコースの「ノウハウ」で全員合格
●情報セキュリティマネジメント試験：情報セキュリティのプロになろう
●基本情報技術者試験：「午前試験免除制度」を利用して最短で合格

難しくないんです！たくさんの人が初歩から勉強して合格しています！

■ コンピュータデザイン分野

最新の情報技術を駆使してソフトウェアや情報システムを学ぶのはもちろん、ものづく
りの基本から徳風オリジナルのロボットづくりを通して、自分のオリジナルロボットを作
って一緒にロボットコンテストに参加しよう！

最新のソフトウェア開発・システム開発・ものづくりのスペシャリストになろう！

取得可能な資格

Word・Excel・PowerPoint など基本的な技能習得が目標。これら
の技能を生かして、資格取得に励む。

「全日本学生マイクロマウ
ス大会ロボトレース競技」
優勝など、数多くの優秀な
人材を輩出しています。
1年生：Officeの基本を身につける

自分が思い描いているデザインやゲーム内容を専用ソフトを活
用して、専門的にゲーム制作やCG 制作にチャレンジ。

2年生：専門的なゲーム制作・CG制作にチャレンジ

自分の興味関心がある分野を選択してパソコンに関する知識・
技能をとことん追求する。

3年生：卒業課題に取り組む

徳風技能専門学校
コンピュータ科
（2年課程）進学

大学進学 専門学校進学 就　職

1年生　平山 珠良
三重県紀北町立潮南中学校出身

「初めての検定に向けて頑張っていま
す！」
高校入学後、楽しいパソコンコースの実
習があり、とても充実した日々になってい
ます。今は、日本語ワープロ検定・情報処
理技能（表計算）検定・ホームページ作

成検定の受験に向け、練習しています。数多くの資格を取得できるよ
う頑張っています。

2年生　奥野 葉月
三重県立甲賀市立水口中学校出身

「今年の目標はロボットコンテスト大会
への出場を目指します！」
LEGOロボットコンテスト出場用のロボッ
トを制作しています。自分の興味関心あ
るところを集中的に勉強できることにや
りがいを感じています。また、国家試験

「ITパスポート試験」の合格をはじめ、数多くの資格取得を目指して
頑張っています！自分らしいとても充実した高校生活を送っていま
す！

3年生　落合 亮介
三重県亀山市立亀山中学校出身

「今年の目標は国家試験『ITパスポート
試験』合格を目指します！」
パソコンコースでは、数多くのパソコン
資格を取得すると共にパソコン教室など
を行っています。地域の人々と触れ合え
てとても充実しています。パソコンコース

の授業では、国家試験対策の要点やノウハウをわかりやすく解説し
てくださるので、合格に向けてのモチベーションが上がっています。

作品紹介

■3DCGゲーム ■プロジェクションマッピング



日本語の力が不足しているために、高校での学習に不安を感じている人を積極的に支援す

るコースです。「日本語を自由に使えるようになりたい」、「高校を卒業して将来も日本で生き

ていきたい」という人、特に外国にルーツを持ち、外国につながる人や外国から帰国した人

に最適なコースです。

日本語コース
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日本語コース、2021年度スタート

1年次 2年次 3年次

「日本語をしっかり学びながら高校卒業を目指せる三重県内唯一の学校」で、高校の各科目

の学習に必要な「学ぶための日本語」と、自立した生活に必要な「生きるための日本語」を完

全にマスターし、3年間で高校を卒業しよう！

Qどんな人のためのコースですか？

「日本語を学ぶ授業」では、日本語の初級から上級までしっかり学んでいきます。特に1年次

は、日本語を学ぶ授業を多くして集中的に学びます。進学を希望する人は「日本語能力試験（

JLPT）」のN2以上の合格、就職を希望する人はN3以上の合格をそれぞれ目指します。

また、「日本語以外の各科目を学ぶ授業」では、高校卒業に必要な国語、地理歴史、公民、数

学、理科、英語等の必修科目を中心に、実習の多い科目から教室で座って学ぶ科目へと順に

学んでいきます。

なお、年次が進むにつれて、「日本語を学ぶ授業」は少なくなり、逆に「日本語以外の各科目を

学ぶ授業」は多くなります。

Qどんな授業を受け、どのように学んでいくのですか？

令和３年度日本語コース入学生のカリキュラム表

カリキュラム全体のイメージ図

科目・単位数 
教科 

１年次 ２年次 ３年次 計 

国語  国語総合（２） 国語総合（２） ４ 

地理歴史  世界史Ｂ（４） 地理Ｂ（４） ８ 

公民  現代社会（２）  ２ 

数学  数学Ⅰ（２） 数学Ⅰ（３） ５ 

理科  科学と人間生活（２） 生物基礎（２） ４ 

体育（２） 体育（２） 体育（３） ７ 
保健体育 

 保健（１） 保健（１） ２ 

芸術 音楽Ⅰ（２）   ２ 

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ（２） コミュニケーション英語Ⅰ（２） 英語表現Ⅰ（２） ６ 

家庭  家庭基礎（２）  ２ 

情報 社会と情報（２） 社会と情報（２） 情報の科学（２） ６ 

総合Ⅰ（学）（２） 総合Ⅱ（学）（２）  ４ 
総合（学） 

総合Ⅳ（学）（１） 総合Ⅳ（学）（１） 総合Ⅳ（学）（１） ３ 

普通 

教科 

単位数の計（Ａ） 11 24 20 55 

日本語Ⅰ（16） 日本語Ⅱ（８） 日本語Ⅲ（８） 32 
日本語 

日本語活動（１） 日本語活動（１） 日本語活動（２） ４ 
専門 

教科 
単位数の計（Ｂ） 17 ９ 10 36 

総合的な探 究の時間（Ｃ） １ １ １ ３ 

単位数の総計 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
29 34 31 94 日本語を学ぶ授業

日本語以外の各科目を学ぶ授業

初級（N5・4レベル） 中級（N4・3レベル） 上級（N3・2レベル）

実習の多い科目 教室で座って学ぶ科目

※「日本語を学ぶ授業」も「日本語以外の各科目を学ぶ授業」も授業は全て日本語で行います。

※（学）を付けた教科・科目は、本校が独自に設けた「学校設定教科・科目」です。

※「日本語Ⅰ」等４つの専門科目は徳風技能専門学校の科目として学び、修得（合格）した科目の単位は、

「高専併修制度」により、徳風高等学校の卒業に必要な単位としても認定されます。

　にほんご　　　ちから　　ふそく　　　　　　　　　　　　　　　　こうこう　　　　がくしゅう　　ふあん　　　かん　　　　　　　ひと　　　せっきょくてき　　しえん　　

　　　　　　　　　　　　　　　にほんご　　　じゆう　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうこう　　そつぎょう　　　しょうらい　　　にほん　　い　　

　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　とく　　がいこく　　　　　　　　　　　も　　　　がいこく　　　　　　　　　　ひと　　　がいこく　　　　 きこく　　　　ひと

　　さいてき

　　にほんご　　　　　　　　　　まな　　　　　　　　　こうこうそつぎょう　　めざ　　　　　　　みえけんない　ゆいいつ　　がっこう　　　　こうこう　　　　かくかもく

　　がくしゅう　　ひつよう　　　まな　　　　　　　　　にほんご　　　　　　じりつ　　　　せいかつ　　ひつよう　　　　い　　　　　　　　　　　にほんご　　　かん

ぜん　　　　　　　　　　　　　ねんかん　　　こうこう　　そつぎょう

日本語コースって、どんなコース？
にほんご

れいわ　　　　　ねんど　　にほんご　　　　　　　　　にゅうがくせい　　　　　　　　　　　　　　　　ひょう

ぜんたい ず

ひと

　　にほんご　　　まな　　じゅぎょう　　　　　　　にほんご　　　しょきゅう　　　　じょうきゅう　　　　　　　　　　まな　　　　　　　　　　　　　とく　　　　ねんじ

　　　　にほんご　　　まな　　じゅぎょう　　おお　　　　　しゅうちゅうてき　まな　　　　　　　しんがく　　　きぼう　　　　ひと　　　にほんご　　のうりょくしけん　　

　　　　　　　　　　　いじょう　　ごうかく　しゅうしょく　　きぼう　　　　　ひと　　　　いじょう　　　ごうかく　　　　　　　　　　　めざ

　　　　　　　にほんご　　いがい　　　かくかもく　　　まな　　じゅぎょう　　　　　　　こうこうそつぎょう　　ひつよう　　　こくご　　　ちりれきし　　　　こうみん　す

うがく　　りか　　　えいごなど　　　ひっしゅうかもく　　ちゅうしん　　　じっしゅう　　おお　　かもく　　　　　きょうしつ　　すわ　　　まな　　　かもく 　　　　じゅん

まな

　　　　　　ねんじ　　すす　　　　　　　　　　　　　にほんご　　　まな　　じゅぎょう　　　すく　　　　　　　　ぎゃく　　　にほんご　いがい　　　　　かくかもく　

まな　　じゅぎょう　　　おお

じゅぎょう う まな

にほんご　　　まな　　　じゅぎょう

にほんご　　いがい　　　　かくかもく　　　　まな　　じゅぎょう

しょきゅう

ねんじ ねんじ ねんじ

じっしゅう　　おお　　かもく きょうしつ　　すわ　　　まな　　　かもく

ちゅうきゅう じょうきゅう

にほんご　　まな　じゅぎょう　　　にほんご　いがい　　かくかもく　　まな　じゅぎょう　じゅぎょう　すべ　　にほんご　　おこな　

　　　がく　　つ　　　　きょうか　かもく　　　ほんこう　どくじ　　　もう　　　がっこうせっていきょうか　かもく

　　　にほんご　　　など　　　　　せんもんかもく　とくふうぎのうせんもんがっこう　　かもく　　　　　まな　　しゅうとくごうかく　　　　かもく　　　たんい

こうせんへいしゅうせいど　　　　　　とくふうこうとうがっこう　そつぎょう　ひつよう　たんい　　　　　　にんてい
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年
間
行
事
・
制
服

ク
ラ
ブ
活
動

●入学式
●新入生オリエンテーション
●新入生歓迎会

4月

●創立記念日
●校外学習
●中間試験

5月

●衣替え
●体育祭
●進路ガイダンス
●期末試験

6月

●球技大会
●人権学習
●夏季休業

7月

●夏季課題試験
●修学旅行（2年）

9月

●衣替え
●中間試験

10月

●文化祭
●期末試験

11月

●生徒会役員選挙
●人権学習
●生徒会役員選挙
●人権学習

12月

●3年生を送る会
●単位認定試験（3年）

1月

●単位認定試験（1・2年）

2月

●卒業式
●人権学習
●修了式

3月

夏季 冬季

制　服

硬式野球部 2020年始動！硬式野球部 2020年始動！

野球部インスタ

■ソフトテニス部■ソフトテニス部

■ドッグクラブ■ドッグクラブ

漫画研究会／パソコン研究会／音楽同好会／陸上部など漫画研究会／パソコン研究会／音楽同好会／陸上部など

■バスケットボール部■バスケットボール部 ■バドミントン部■バドミントン部

■柔道部■柔道部

■サッカー部■サッカー部

■バレーボール部■バレーボール部

■卓球部■卓球部
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あなたの自立は『成蹊塾』から

成蹊塾
[生徒寮]
の魅力

敷地内に隣接

❶

通学時間はほぼ
かかりません。

自治寮の実施

❷

自発的な行動力を
培います。

寮監（本校職員）の
サポートの充実

❸

学校生活や授業の
相談も可能です。

寮内イベントも充実
❺

決まった曜日や学期ごとに、
通学生にはないイベント
も開催しています。

生活習慣のサポート
❹

集団生活で自立の
サポートをします。

17：00帰寮▶18：00夕食▶18：00～入浴・自由時間▶22：30消灯

男子寮長から 3年生　稲垣 颯人 3年生　福島 仁美

1日
の流れ

Q外出はできますか？
A週に一度外出ができます。

Q部屋は何人部屋ですか？
A２人部屋です。２年生から１人部屋も可能です。

Q食事はどのようになっていますか？
A朝・昼・晩栄養バランスを考えたメニュー
　で3食食事を提供しています。

Q洗濯はどうしたらいいですか？
A洗濯機が完備されているので生徒自らが行います。

Q病気や怪我などの対応は？
A寮監が適切に対応します。

Q土日などはどうするのですか？
A金曜日は通学生と同じように帰宅し、日曜日の夜
　 もしくは月曜の朝に帰寮します。

成蹊塾はこんなところ

イベントももりだくさん！

生徒寮　成蹊塾

衣食住を共にする中で学年を超えたつながり
ができ、毎日楽しいです。エアコン、Wi-Fiの設
備が整っており快適に過ごすことができます。
3食温かい食事が提供されるのも魅力的で、毎
食みんなと楽しく食事をすることが出来ます。

女子寮長から

先輩と後輩と仲良くなれて毎日とても楽しいで
す。寮生活から多くを学ぶことで、社会に出て
からの自分自身の糧になると思います。また、
ドッグケアコースの生徒は夜の飼育当番を任
されるので、多く犬と触れ合うことができます。

よ
く
あ
る
質
問
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進
路
先
一
覧

卒
業
生
ボ
イ
ス

卒業生は幅広い分野
で活躍しています。

総合コース
●日本福祉大学（教育・心理学部）
●皇學館大学（文学部）
●京都精華大学（デザイン学部）
●京都学園大学（人間文化学部）
●山梨学院大学（法学部政治行政学科）
●成安造形大学（総合デザイン）
●滋賀文教短期大学（国文学科）
●名古屋スクールオブビジネス（メディア学科）
●京都自動車専門学校（自動車整備科）
●三重県立津高等技術学校
●名古屋ウェディングフラワービューティー
　専門学校（フラワーアレンジ）

●株式会社ヒロセホールディングス（ネイリスト）
●株式会社ネイルジャパン（ネイリスト）
●美容室セビアン
●ラモードチック
●手作りのケーキ店CHERIR
●株式会社コウゲ工務店
●西洋フードコンパスグループ株式会社
●株式会社きくや（葬祭）
●株式会社津光倫会館（葬祭）
●西日本フリート株式会社（燃油販売）
●滋賀交通株式会社（自動車整備）

ドッグケアコース
●鈴鹿医療福祉大学（医療福祉学科）
●日本福祉大学（社会福祉学科）
●ヤマザ動物看護大学（動物看護学部）
●愛知みずほ大学（人間科学部）
●金城大学（心理学部）
●梅花女子大学（心理学部）
●鈴鹿大学（国際人間科学部）
●名古屋文化短期大学
●徳風技能専門学校
●なんばペット美容学院
●大阪ビジネスカレッジ専門学校
●中日美容専門学校
●YIC 京都ペット総合専門学校
●ユニバーサル・グルーミング・スクール
●国際ペット専門学校
●名古屋ECO動物海洋専門学校
●名古屋コミュニケーションアート専門学校
● ( 株) アヤハディオ
●DOG SHOP WANWA バロー鈴鹿店
●ペットショップ クー& リク
●クラーク動物病院

●すずき動物病院
●ペットショップ ディスワン
●ドッグスクールタナカ
●トリミングサロンdogLife
●ペットクリニックオザワ
●ペットショップＷ
●レ・ルーヴ動物病院
●犬の家
●三重動物医療センターなるかわ動物病院
●上野病院
●石田動物病院
●北川動物病院
●矢田獣医科病院
●（株）Nice QunQun（愛犬美容室クンクン）
●DogSalon Queue ～クゥー～
● Pet&Aqua Az 
●ワンラブ
●京洛警察犬訓練所
●社会福祉法人太陽の里
●各地のペットショップ

パソコンコース
●大阪学院大学（企業情報学部）
●日本福祉大学（経済学部・こども発達学部）
●京都学園大学（経済学部）
●大同大学（情報学部・工学部）
●帝塚山大学（経済学部）
●びわこ成蹊スポーツ大学（スポーツ学部）
●大阪商業大学（総合経済学部）
●三重短期大学（法経学部）
●滋賀短期大学（こども学科）
●大谷大学短期大学部（仏教学科）
●徳風技能専門学校（コンピュータ科）
●京都コンピュータ学院（情報科学科）
●大阪情報コンピュータ専門学校（ネットワーク専攻）
●HAL名古屋校（ゲーム制作学部）
●HAL大阪校（ゲーム学部）
●トライデントデザイン（総合デザイン学科）

●京都自動車専門学校
●大阪アニメーションカレッジ専門学校（声優学科）
●大阪アミューズメントメディア専門学校
●名古屋工学院専門学校（ロボティクス創造学科）
●ユマニテク医療福祉大学校（介護福祉学科）
●中日美容専門学校（美容科）
●YIC 京都ビューティ専門学校（美容科）
●滋賀職能大（ポリテクカレッジ滋賀）
●（株）カワキタエクスプレス（事務職）
●医療法人鈴鳴会 鳴神歯科（受付事務）
●ファミリーヘアサロン デューポイント（受付スタッフ）
●特別養護老人ホーム誉の松（介護職）
●（株）三重イエローハット（販売職）
●（株）マルヤス（販売職）
●（株）蒲生竹島観光（接客業） 

西山 琉平さん
・三重県鈴鹿市立白子中学校出身
・大同大学情報学部情報システム学科在学
・令和元年度パソコンコース卒業
「大学入学がゴール」といような人を時折
見かけます。私はこれは違うと思います。
大学卒業に関しても同じです。手段が目標
となっている最たる例のひとつだと思いま

す。もし、自分の望む進路があるのなら高校在学中に出来ることは3年
間では足りぬほどあるでしょう。自分は何になりたいのか、その為には
何をするべきなのか、それには大学に入ることや卒業する事を目標と
せずそこで何をどれほど学べるのか。そして今何ができるのかを考え、
実行することが大切だと思います。是非後悔のない進路を選んでほし
くおもいます。自分に自信を持って頑張ってください。

伴 光喜さん
・滋賀県甲賀市立水口中学校身
・滋賀交通株式会社
・平成28年度総合コース卒業
私は高校時代に車に興味を持ち、車の整
備士になりたいと進路の先生に相談した
ところ、働きながらでも資格が取れると教
えていただきました。

そして地元のバス会社の仕事を紹介していただきました。
徳風高校は、それぞれの生徒の希望に添った仕事を探して親切に紹
介してくれるので安心です。
皆さんも自分が何になりたいのかしっかりと考えて、先生を信頼して相
談してみましょう。ただし、自分がそれに向かって努力することは忘れ
ないでください。

川上 海人さん
・三重県四日市市立羽津中学校出身
・徳風技能専門学校コンピュータ科在学
・令和元年度パソコンコース卒業
コンピュータの授業を自分の興味関心に
合わせて学ぶことができるので、国家試験
にチャレンジしています。
私が皆さんと同じ中学生だった時には想

像もしなっかたことです。その他にも様々な資格・検定に合格しました
が、より専門的なことを学ぶために進学しました。
皆さんも多くのことにチャレンジしてください。

伊藤 静紀さん
・三重県四日市市立朝明中学校身
・オザワペットクリニック
・平成29年度ドッグケアコース卒業
私の将来の夢はペットトリマーになること
でした。
しかし、この徳風高校でどんな職業がある
のか沢山教えてもらうことが出来たので、

現在は動物看護師として働きながら日々勉強をしています。
皆さんも夢は一つと決まっているわけではないので、どんどんいろん
な事に挑戦して、楽しみながら夢に向かって頑張ってください。

林 朋広さん
・三重県四日市市立南中学校出身
・(株)日立建機ロジテック
・平成30年度パソコンコース卒業
僕はパソコンコースでパソコンについて
学び、資格も沢山取ることが出来ました。
今は希望した事務職に就くことができ、頑
張って働いています。事務職を希望する人

は、パソコンに関する資格を沢山とってスキルを磨いてください。
またそれだけではなく、コミュニケーション力を鍛えておかないといい
仕事ができません。
皆さんも事務職に就くことも可能ですので、諦めないで頑張ってくだ
さい。

古城 彩華さん
・岐阜県養老町立東部中学校出身
・ペットショッププチマリア
・令和元年度徳風技能専門学校プロトリ
マー養成コース卒業
私はトリマーの資格を取得したいと思い、
徳風高校に入学し、専門課程に進学しまし
た。模擬店舗を活用しトリマーとしての高

い技術と知識を取得してお客様との交流を通して広く社会性を学ぶこ
とが出来ました。また、技術面で必要な資格を初め、ビジネス系、IT系
など数多くのコンピュータに関する資格も取ることが出来ました。
今はペットショップでトリマーとして働いていますが、将来ペットサロ
ンのオーナーになることが夢です。
未来の夢のために皆さんも一緒にスタートしましょう。

川瀬 芽依さん
・三重県四日市市立山手中学校出身
・徳風技能専門学校プロトリマー養成コー
ス在学
・令和元年度ドッグケアコース卒業
私は高校3年間トリミングを学びました
が、まだ知らないカット技法を学びたい、
高校3年間ではとれなかった資格を取得

したいと思い、専門課程に進学しました。
将来はトリミングサロンを自分で開きたいと思っているので、IT系など
コンピュータに関する勉強でも知っておきたいと思いました。
パソコンの資格も同時に取得出来るように、日々頑張っています。

中村 由香さん
・三重県桑名市立多度中学校出身
・日本福祉大学教育･心理学部心理学科
・令和元年度総合コース卒業
私は1年生の時にこの高校に転入しまし
た。途中入学にも関わらず、先生方にとて
も親切にしていただきすぐに馴染むこと
が出来ました。

学年ごとに差はありますが、全体的に人数がこじんまりしているので
友達や先生ともすぐ仲良くなれます。
今は大学生ですが、進路相談も個人個人をしっかりサポートしてくれ
るので自分に合った進路先を見つけることができます。高校生という
貴重な3年間を是非いいものにしてください!!

正木 彩香さん
・滋賀県東近江立湖東中学校出身
・ヤマザキ学園大学動物看護学部在学
・平成28年度ドッグケアコース卒業
私は現在、大学で動物看護や動物人間関
係を学んでいます。徳風高校で学んだ犬
の知識やグルーミングの基礎的な技術は
大学の授業を理解するのにとても役に立

っています。
将来は、小さい頃からの夢である補助犬の訓練士になって、人の役に
立てる仕事をしたいと思っています。そのためにも今できる精一杯の
努力をしていきたいです。
皆さんも自分の夢に向かって一歩一歩進んでいきましょう！
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登校
9：00～9：30

クラブ
16：00～

１日の流れ

食堂や教室で昼食をとります。
名物はカツカレー！

亀山駅から9時に、無料の送迎バ
スが出ます。

それぞれのコースやクラスで授業
を受けます。

学習習慣の定着のため、毎日10分
しっかりと学習します。

所属するクラブなどで放課後を充
実させよう！

それぞれのコースやクラスで授業
を受けます。

学校設備・研修犬紹介

ホイップ　スタンダード・プードル グラウンド

ルフィ　ラブラドール・レトリバー

LEGOロボット クレア　ラブラドール・レトリバー

8教室にICT化

校　舎 シオン　トイ・プードル

プロが使える調理設備

エース　トイ・プードル 4つの情報教室を完備

エナ　ラブラドール・レトリバー

高等学校通信教育
土日・平日サポートコース

独自のカリキュラム。少人数授業。
他校での在学年数や修得単位も認められます。
3年間在籍し、74単位以上修得すると卒業なので
自分のライフスタイルに合った学習が可能です。

転・編入学
随時受付

■ 土日コース

●会　場…亀山キャンパス（徳風高等学校）
●授業日…土曜、日曜
・年２回（7月、12月）の集中スクーリングを受講することも可能で
　亀山駅からバスで送迎します。
・土日コースのみ、申請をして問題がなければバイクまたは車の
　通学を認めています。

校時表（土・日）

第1・2限 ９：３０～１１：００

第3・4限 １１：１０～１２：４０

昼　食

第5・6限 １３：２０～１４：５０

第７・８限 １５：００～１６：３０

■ 平日サポートコース

●会　場…津サポート教室（津駅から徒歩３分）
●授業日…月曜、水曜、金曜の午前中

校時表（土・日）

第1・2限 ９：３０～１１：００

第3・4限 １１：１０～１２：４０
津駅西口から
歩いて３分

至松坂 至鈴鹿

至名古屋
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津偕楽公園

●三重県庁

幼稚園●

　大原簿記医療観光
●専門学校津校

●
護国神社

入学の対象

入学から卒業まで

新入生：中学卒業見込みの人、中学校を卒業した人又はこれと同等以上の学力のある人
転入生：現在高等学校に在籍している人が本校へ入学を希望
　　　　（学科に関係なく高等学校からであれば転入学は可能）
編入生：高等学校を中退した人が本校へ入学を希望

学校見学 出　願 書類審査・面接 入　学 学　習 卒　業

入学の相談 持参または
郵送

事前に学校見学
をした方は面接
を免除します

年2回、4月と
10月に入学
式を実施

スクーリング
レポートテスト

大学、短期大
学、専門学校
就職など

朝学習
9：40～9：50

1限目
10：00～10：40
2限目
10：50～11：30
3限目
11：40～12：20

4限目
13：00～13：40
5限目
13：50～14：30
6限目
14：40～15：20

昼食
12：20～13：00
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「IT技術演習」「コンピュータ解析学演習」「ビジネス数学基礎
演習」「ゼミナール」などの講義や実習を通して、情報システム
の成り立ちとその応用、情報システムの開発方法について学
びます。

コンピュータを学ぶことは機械を相手にする学問と考えがちですが、人間
に役立つ情報システムの構築には、人と人のコミュニケーション能力が重
要です。コンピュータ科では、コンピュータのソフトウェア分野を中心に、
情報科学に関する基本理念・基礎理論を学び、技術変化に対応するため
の情報収集力、発想力、表現力を備え、社会で主体的に活躍できる人材の
育成を目的にしています。

1年次は情報の基礎理論に加え、論理的思考力とプレゼンテーションのス
キルを身に付けます。
また、各自が学究したいテーマを選び、ゼミ形式で教員の指導を受けな
がら研究の方法を学ぶとともに、実践力を身に付けます。情報科学という
知的生産活動の基盤として、下記の学修領域を用意しています。
1年次では、まず基礎的な知識を身に付け、2年次ではそうした基礎に立
って、より実践的・専門的な視点・内容を学べるような授業科目を設けて
います。

専門課程・２年制
―徳風技能専門学校―

コンピューター科

情報科学は、現代社会を支える
インフラストラクチャーです。

■情報システム

コンピュータによるグラフィックスなど、情報はメディアを介し
て時間的・空間的に伝播されます。「ITプロジェクト指導研究」
や「IT会計システム演習」などの授業を通して、こうしたメディ
アの活用に必要な理論や技術を学びます。

■情報メディア

「サイエンスフィジカル入門・実践」などの授業を通して、情報
化社会の基盤であるネットワークの仕組みはもちろん、具体
的なネットワークアプリケーションの構築に必要な技術などを
学びます。

■情報通信ネットワーク

教育においても情報技術は重要な役割を占めています。「教育
指導研究」や「コンピュータ解析学演習」などの授業を通して、
教育に情報技術を効果的に活用する方法や、教育や学習の効
果を評価・分析する方法を学び、教育への応用を目指します。

■教育工学

プログラミングは、情報システムや情報通信ネットワークなど
を支えるソフトウェアを構築するために不可欠の技術です。
「プログラミングシステム演習」などの授業を通して、プログラ
ミングの基礎を学び、他の領域への応用を目指します。

■プログラミング

高度化、多様化する現在のビジネスシーンにおいて社会常識の
役割はますます重要なものとなっています。ビジネスマナー、
さらには実践的な情報活用など内容は多彩。社会への理解と実
践力を養うとともに、豊かな知識と高い教養を身につけます。

■社会基礎情報

１年次生を対象に、社会人基礎力の向上を重視した講座であ
り、社会における基礎教養を習得するとともに、社会人に求め
られている役割やニーズについて学習します。

フレッシュマンセミナー

基本情報技術者試験は、ソフトウェア開発会社のエンジニア
にとって実務のベースとなる資格で、学習ポイントを絞った
演習で合格を目指す講座です。

基本情報技術者試験対策演習

携帯電話のような通信端末やディジタル家電で使用されて
いるネットワークプログラム・組込みプログラムなどについて
学びます。

プログラミングシステム演習

ゲームデザイン、ゲームグラフィック、ゲームプログラム、ゲー
ムプログラムに必要なアルゴリズムなど、ゲーム制作を通じて
多岐にわたる情報システムや情報メディアについて学びます。

バーチャルリアリティーゲーム

海外の情報機器活用の視察として、「韓国情報機器研修」を
行っています。幅広い視野を持ち、国際社会の一員として活
躍できるように取り組んでいます。

情報科学コースでは、社会の情報化に対応
できる人材の育成を目指しています。
情報技術は私たちの生活に広く普及してい
ますが、利用できることと仕組みを理解でき
る、仕組みを作ることができることの間には
距離があります。情報科学コースで学んだ
ことを踏まえ、社会に役立つ技術を提案でき
るようになってほしいと思っています。
私は人とコンピュータの関係を研究してい
ます。人が使いやすいと思うコンピュータを
作るためには、人が困らないようにさまざま
な工夫をします。そのため、コンピュータだ
けでなく、人を理解することがとても重要に
なります。コンピュータにも人にも興味のあ
る学生さん、ぜひ情報科学コースで学び、一
緒に学習・研究をしませんか。

■ 徳風技能専門学校の特徴
徳風技能専門学校は、学校法人三重徳風学園の一
員です。学園が創立したのは１９８３年（昭和５８年）
のことです。現在では、高等学校と専門学校の連携
による「５年教育制度」が設けられました。
一人ひとりの学生の個性に合わせたより良い教育で
じっくり取り組むことはもちろんのこと、「社会から
喜ばれる知識と技術をもち、歓迎される人柄を兼ね
備えた人材を育成し、英知と勤勉な国民性を高め、
科学技術、文化の発展に寄与し、社会に貢献する」こ
とを本校の軸として、教育活動を行ってまいります。

■ 教育の特徴
「学生第一」の教育を考えています。学生を100％の中の一人ではなく、一人を
100％として考えています。時代の要求を敏感に察知し、社会に出るための最
終教育機関として、最新の技術や知識を持つ即戦力となる人材を育てています。
また、個々の可能性を伸ばしていく中で、社会から歓迎される人間性を兼ね備え
た人材の育成も目指します。

■ 担任制による一歩踏み込んだ指導
本校では、担任制になっています。これにより、さらに一歩踏み込んだ指導がで
き、難関資格の取得や就職率の向上、学生生活の相談など様々な教育支援が行
えます。また、めまぐるしい産業構造および教育変化に対応するため、常にきめ細
かな情報収集を行います。学生を新しい世界へ導く仕掛け人として、教員も最先
端技術や知識を修得し、スキルアップを怠りません。

【担当科目】
フレッシュマンセミナー、基本情報技術
者試験対策演習、プログラミングシステ
ム演習、バーチャルリアルティーゲーム、
ゼミナール、卒業研究 など
【専門研究分野】
教育工学、ＩＣＴ支援教育、ロボット創造教
育 など

課外研修

プログラミング、コンピュータグラフィックス（ＣＧ）、ユビキタ
ス、インターネット/セキュリティ、ユーザインタフェース、ゲー
ムデザインなど、今までの学習の集大成となる卒業研究を行
います。そこでは自分の興味ある分野の研究を行い、２年間
の締めくくりとします。

卒業研究

取得が期待される資格

●ＩＴパスポート（国家試験）
●情報セキュリティマネジメント（国家試験）
●基本情報技術者（国家試験）
●応用情報技術者（国家試験）
●Javaプログラミング能力認定試験
●Photoshopクリエイター能力認定試験
●ＣＧエンジニア検定
●ＣＧクリエイター検定
●コミュニケーション検定
●ビジネス能力検定
●日商簿記検定 など

想定される進路

卒業後の進路としては、コンピュータ関連企業
等の情報通信業や情報サービス業だけではな
く、医療・福祉分野、生活関連サービス業、情報
教育分野、地方公務員などの様々な職種が想
定されます。

人間とコンピュータの両方を理解する

尾形 大 先生

保護者のみなさま

学校法人 三重徳風学園 徳風技能専門学校 〒519-0145　三重県亀山市和賀町1789-4
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情報機器を通して動物の心理、栄養などについて幅広く学び
ます。

当校の高等課程卒業後も、他の専門学校を卒業後も、就職して最初は見
習いとして働き、ハサミを持って一人前になるまで数年を要します。その
ため、多くのトリミング店では即戦力となる経験者を優遇しているのが現
状です。
当校の専門課程では、3年間の高等課程に引き続き、多種多様なカット技
術と短時間にきれいにするテクニックの向上を目指した即戦力人材の育
成を行うとともに、モデル犬として一般のお客様の犬をお借りした実践的
な実習を積極的に取り入れることにより社会性の育成も図ります。
さらに、IT機器の利用の仕方やWEBの作成なども学び、プロトリマーやペ
ット業界に通じる将来のドッグサロンオーナーの育成を目指します。

1年次は、より実践的・専門的な視点で多種多様な犬のトリミングを経験
するとともに、お客様のニーズを的確に捉え、希望されるカットをコンピュ
ータでより分かりやすく提示する技術なども身につけていきます。2年次
には、独立して店を持つときに必要な、ホームページの作成やSNSなどの
媒体を利用して宣伝する技術や知識も身につけていきます。

現代社会において、トリマーは
ペットのスペシャリストです。

自分のトリミング室を作る

■動物情報学

卒業後に独立してプロとして働くために必要な技術と技能を
学びます。そのため、「ホ－ムページ作成演習」や「IT会計シス
テム演習」などの授業を通して、メディアの活用に必要な理論
や技術を学びます。

ドッグ研修棟には、トレーニングルームやトリミングルームが完備
されています。トリミング科では、高度な技術が習得できるよう、
油圧式テーブル、ホースドライヤーなど充実した設備環境で学ぶ
ことができます。
将来独立する際に必要な道具や配置など、自分なりに考えてレイ
アウトすることも可能です。働きやすい職場をここで作ってみる
ことにより、近い将来を夢見るだけでなく、現実のものとして捉
え、独立する際のトリミング室を設計してみてください。

■ゼミナール

愛玩動物飼養管理士やその他の資格取得を目指して学習しま
す。

■アニマルデータ検定対策演習

教育においても情報技術は重要な役割を占めています。
「教育指導研究」や「データベース演習」などの授業を通して、
職場で情報技術を効果的に活用する方法や、宣伝の効果を評
価・分析する方法を学び、職場での実践的な応用力の養成を
目指します。

■教育指導研究

専門課程で更にトリミングの技術を実践的に学ぶだけでなく、
データベースを利用し、その応用についても学びます。

■トリミングデータベース演習

卒業までに１つのテーマについて深く研究し、その成果を発表
することで思考力・表現力を高めます。

■卒業研究

取得が期待される資格

●ドッグトリマー
●ドッグマスター
●愛玩動物飼養管理士
●ペット販売技能士
●ドッグセラピスト
●日本語ワープロ検定
●情報処理技能（表計算）検定
●情報処理技能（データベース）検定
●プレゼンテーション作成検定
●ホームページ作成検定
●ＩＴパスポート（国家試験）
●基本情報技術者（国家試験）
●応用情報技術者（国家試験）　など

想定される進路

卒業後の進路としては、トリマーとして、またド
ッグサロンのオーナーとして、専門的職業人や
経営者の道を歩むことが想定されます。

犬とコンピュータと人を理解する
トリミング科では、単にトリマーを養成するだけでなく、社会の情
報化に対応できる人材の育成を目指しています。情報技術は私
たちの生活に広く普及していますが、利用できることと仕組みを
理解できる、仕組みを作ることができることの間には距離があり
ます。トリミング科だからこそ、実社会で役立つ技術を学んでほし
いと思っています。
私たちは、人と犬との関係を研究しています。人が働きやすい環
境とコンピュータネットワークを作るためにさまざまな工夫をし
ます。もちろん飼い主のことも十分理解しないといけません。犬
だけでなく、人を理解することがとても重要になります。犬にもコ
ンピュータにも人にも興味のある学生の皆さん、ぜひトリミング
科で学び、経営力を身につけ
てください。
最新の設備でホームページ
作成、トリミング犬のデータ
管理、店舗経営をするにあた
っての情報管理など、将来に
向けてさまざまな視点に着
目しながら情報リテラシーを
身につけましょう。

専門課程・２年制
―徳風技能専門学校―

トリミング科

トリミング科では、現場で即戦力にな
る人材の育成を目指しています。
トリマーには、犬を安全に美しく仕上げ
る為、技術はもちろんですが、犬体学
や獣医学などの知識がとても大切に
なります。
犬体や心理に基づいた犬の扱い方や
グルーミング方法、基礎獣医学を知る

ことで、いち早く異常に気付き、日々の
健康を守ることが出来ます。
このような知識を実習や講義を通して
学び、犬からも飼い主様からも信頼し
て頂けるプロを目指して、一緒に学び
ましょう。
『犬が好き』その気持ちがあれば大丈
夫です！！

【担当科目】
グルーミング実習、ベイジング実習、トリミング実習、トリ
ミング仕上げ実習 など
【資格・経歴】
ＪＫＣ公認トリマーＡ級（アメリカン・コッカー・スパニエル
専攻）、ＪＫＣ公認ハンドラーＣ級、ＪＫＣ公認訓練士補

専門学校にて資格取得後、ＪＫＣ指定機関で３年間トリマ
ー講師として勤務。その後、当校でトリミング科を中心に
指導している。

誰からも信頼されるプロトリマーを目指す

久田 沙織 先生
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