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　『中学校時代、たとえ学校に馴染めなかった生徒であるにせよ、高校進学の道を
閉ざして、その力を埋もれさせてしまうのは、社会の損失である。従って高校はそ
の門戸を開放すべきだ。』と、前理事長杉山憲夫は考え、従来の学校観に捉われな
い斬新な発想で平成１１年に新設したコースが「生活文化コース」です。
　開校当初は、静岡県で一番小さな学校でしたが、お陰様で現在では、全校で
３６０人、卒業生も１，４００人以上を数える学校となりました。この学び舎に於
いて、生徒たちはすっかり明るさを取り戻し、生き生きと学んでおります。きっと
近い将来、２１世紀の日本を支える大きな力となるでしょう。
　私も前理事長の遺志を引き継ぎ、子供たちの成長を見守る保護者の皆様の喜びを
我が喜びとしながら、更に教育環境を整えて参りたいと考えております。

ご挨拶

　三島スクールの教育の原点は、「自分の好きなことや得意なことを一生懸命にや
る」ことです。そして、「お互いを認め合い尊重しあう校風」があることです。そ
の上で、「感性を磨く」ことを趣旨としております。
　在籍している全員が、過去に不登校を経験しています。ゆえに、周りの仲間の気
持ちがわかります。だから、お互いを認め合うことができるのでしょう。このこと
が先ずは「安心」できるのだと感じます。
　当校のモットーは「急がない、焦らない、でも諦めない」です。人間ですもの、
ときに疲れたりくじけたりすることもありますよね。そのときには、このおまじな
いを唱えてみてください。ふっと肩の力が抜けて、また、自然と力が湧いてきます
から。そして、もうひとつ、「明るく、楽しく、朗らかに」も学校生活のモットーです。
アットホームな雰囲気の中で、生徒の皆さん一人一人が笑顔溢れる日々を送れるこ
とを第一としています。
　従来の学校観念に捉われない斬新な発想により、平成１１年に新設したコースが「生活文化コース」＝「三島スクール」です。
皆さんの将来の夢を叶える居場所や環境が、ここならきっと見つかると思います。

学校法人沼津学園　理事長 杉山　盛雄

飛龍高等学校三島スクール　スクール長 菅野　昌宏



普通科 生活文化コース ＝ 三島スクール

全日制　私立　飛龍高等学校

イコール

制服

普通科

自動車工業科

夏服 冬服
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総合スポーツコース

未来クエストコース

フードクリエイターコース

生活文化コース



集団生活を通し、社会性を身に付ける教育環境

少人数制を導入し、アットホームでのび
のびした中にけじめある学校環境です。

コミュニケーション能力を高め、生きる
力を身に付けます。

多彩な物作り・資格取得にチャレンジ
しています。

高校生として必要な学力をしっかりと
身につけます。

少人数制のクラスに担任が２名 ( 男女１名ずつ )。

１年生は A 組２９人、B 組２８人、C 組２４人、

D 組１６人、E 組１６人、F 組１２人。

生徒一人一人に合った環境を実現します。

専属職員３８名が常駐し、生徒１０人程度に先生１人

を配置。若い先生が多く、先生と生徒との距離がよ

り近く感じられます。また、保健室の養護教諭は、看護師

の資格も有しています。

制服デー以外は私服も OK です。

ただし、華美な服装、茶髪、ピアス、化粧等は認め

ておりません。

学びたいという意欲を持ちながらも、学校や学級にな

じめなかった生徒たちが「高校で初めからやり直し

たい」と意欲を燃やして学んでいるコースです。

月に一度の校外研修や福祉体験、幼稚園実習等を通し

て人との触れ合いから視野を広げ、社会に独り立ち

することのできる生徒を育てます。

いじめは許しません！他人の心の痛みが解らない、解

ろうとしない、あるいは友達の嫌がることを言った

りする生徒は募集しません。

様々な検定にチャレンジしています。

（漢字検定、英語検定、情報処理検定、日本語検定、

ライフケアカラー検定等）

週１回の工芸の授業は、各方面でプロフェッショナル

として活躍している先生方を招き、作品創造から未

来の自分を探します。

( 陶芸、押し花、ステンドグラス、七宝焼き、エコクラフ

ト　等 )

定期的に茶道・フラワーアレンジメント講座を実施し、

全生徒が体験しています。

１年次は国数英の授業が TT 制です。2 年次より国数

英はグレード制を導入し、生徒のニーズに対応した

授業展開を実施しています。

確かな進路実績を築いています。

毎年７０％程度の生徒が上級学校へ進学していま

す。

上級学校への進学を目指す生徒を対象に、放課後、特

別講座を実施しています。（国語、社会、数学、理科、

英語）
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スタッフ紹介

家庭

国語 理科地歴・公民

保体

情報

芸術

数学

外国語

ＡＬＴ

学年部
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１年部 ２年部

３年部 学年部外

教科

三島スクールスタッフはみなさんを全力で応援します。

臨床心理士



施設一覧
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チャレンジ棟

多目的室パソコン室

陶芸室

窯部屋 教育相談室

WC

WC

2階

1階



３年間の学び

資格

工芸

体験実習

◆陶芸

◆押し花

◆ステンドグラス

◆七宝焼き

◆エコクラフト

◆切り絵

◆染色

◆アロマテラピー

◆千切り絵

◆日本漢字能力検定（漢検）

◆日本語検定（語検）

◆実用英語技能検定（英検）

◆日本語ワープロ検定試験

◆情報処理技能検定試験

◆硬筆書写技能検定試験

◆文書デザイン検定試験

◆ライフケアカラー検定

◆色彩検定

他
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◆茶道（裏千家）

◆フラワーアレンジメント・ガーデニング（寄せ植え）

◆特別養護老人ホーム福祉実習

◆付属幼稚園実習

◆幼稚園陶芸教室

◆幼稚園パソコン教室



同好会
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運動系

文化系

◆卓球

◆陸上（長距離）

◆テニス

◆バスケットボール

◆バドミントン

◆フットサル

◆ビリヤード

◆野球・ソフトボール

◆バレーボール

◆ペタンク振興

◆吹き矢

◆ボウリング

◆パソコン

◆クッキング

◆手芸

◆ボードゲーム

◆押し花

◆ファーム

◆マンガ研究

◆写真

◆書道

◆トータルビューティー

◆理科

◆ものづくり

◆アンサンブル・ピアノ

◆ダンス

◆軽音

◆和太鼓

◆合唱

◆切り絵

◆ e スポーツ

◆文芸

授業
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●　入学式 ●いちご狩り ●付属幼稚園実習

●●前期始業式 ●潮干狩り ●特養福祉実習

●　新入生歓迎遠足 ●修学旅行 ●専門学校見学（関東）

●映画観賞会 ●鎌倉

●前期中間試験

一年間
（前期）
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●救急救命講習 ●夏期休業 ●東京ディズニーランド（泊）

●幼稚園陶芸教室 ●夏期講座 ●京都（泊）

●幼稚園パソコン教室 ●勉強合宿 ●福島（泊）

●前期期末試験 ●キャンプ（泊） ●前期終業式

●スクール交流会 ●職場体験 ●秋期休業

●１年　●２年　
●３年　●全校

の流れ
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●●芸術鑑賞（劇団四季） ●日本平・久能山・県立美術館 ●●富士急ハイランドスケート教室

ライオンキング・アラジン・美女と野獣　他 ●山梨昇仙峡 ●　浜岡原子力発電所

●　ぶどう狩り・山梨県立美術館 ●箱根関所・彫刻の森美術館 ●　クリスマスコンサート

●　後期始業式 ●スポーツフェスティバル ●　冬期休業

●　学校見学会 ●強歩大会（誤字でない）

●後期中間試験

一年間
（後期）
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●　卓球大会 ●春の文化展 ●　卒業式・記念パーティ

●●ボウリング教室 　卒業作品展 ●●学年末試験

●　テーブルマナー教室 ●　江の島

●　卒業認定試験 ●　大井川ＳＬ乗車

●●終業式

●●春期休業

●１年　●２年　
●３年　●全校

の流れ



Ｑ三島スクールって
フリースクールなの？

Ａいいえ違います。フリースクールではあ

りません。正式には「全日制 私立 飛龍高

等学校 普通科 生活文化コース」といい、全日制普

通科の高校です。

Ｑ先生は何人くらいいるの？

Ａ40 人です。外部講師の先生をいれると、

さらに増えます。平均年齢は約 35 才！　

三島スクールの先生方は、やる気と情熱にあふれ

ています。

Ｑ生徒は何人くらいいるの？

Ａ現在約 360 人です。教員との比は約 10:1
になります。

Ｑクラスはどんな感じなの？

Ａ1 年時は、最少十数名程度からの少人数ク

ラス。2 人の担任との距離も近く、何でも

相談できます。クラスの結束も強く、生徒同士助

け合って、和気あいあいとした雰囲気です。2 年次、

3 年次と学年が進むにしたがってクラス数が減り、

1 クラス当たりの人数が増えていきます。これは、

社会で独り立ちすることのできる生徒を育てると

いう学校の方針に基づいたものです。

Ｑ三島スクールってどこに
あるの？

Ａ国道 1 号線、三島市玉川交差点にあります。

学校に興味を持った方は、ぜひ見学に来

てください。いつでもあなたをお待ちしておりま

す。

Ｑ自転車通学はできるの？

Ａできます。駐輪場完備なので心配ありま

せん。安全を確保するため、自転車には

すべて登録ステッカーを張ります。
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Ｑ学校行事ってどんなものが
あるの？

Ａ文化展、スクール交流会、強歩大会（誤

字でない）、校外研修、福祉実習、体験実

習などなど盛り沢山です。

Ｑ校外研修ってどんなことをす
るの？

Ａ校外研修は、月に一度、様々な場所へ出

かけていく、三島スクール独自の学校行

事です。いろいろな経験ができ、見識も広がり、

自分の成長を実感できます。年に一度は、宿泊校

外研修もあります。

Ｑ体験実習って何？

Ａ体験実習は、1 年生は幼稚園実習、2 年生

は老人ホーム実習があり、高校生にとっ

て必要な経験と心の教育の場となっています。さ

らに、フラワーアレンジメントや茶道も体験しま

す。

Ｑ部活ってあるんですか？

Ａ部活はありませんが、「同好会」活動が活

発に行われています。放課後になると趣

味の合う仲間同士、楽しく活動する姿が見られま

す。また、何人か集まって顧問の先生を見つければ、

新たな同好会を立ち上げることも可能です。クラ

スや学年を超えた交流は、充実した高校生活につ

ながります。

Ｑ校則はあるの？

Ａもちろん校則はあります。

ただし、基本的には一般常識や高校生と

してあるべき言動・態度について、という程度です。

Ｑ夏休みとか冬休みはあるの？

Ａ夏休み・冬休み・春休みはあります。加

えて「秋休み」があるんですよ！

これは、三島スクールが２学期制をとっているか

らです。９月までを前期、１０月からを後期とし、

９月下旬頃秋休み期間を設けています。

Ｑ沼津にある飛龍高校とはどん
な関係なの？

Ａ同じ高等学校です。沼津本校舎の１つの

コースが三島にあると考えてください。

Ｑじゃあ沼津校にはよく行った
りするんですか？

Ａいいえ。普段は行くことはありません。

唯一、卒業式は沼津本校舎で行われます。

Ｑアルバイトは OK?

Ａ原則的には認めています。ただし、学校

生活や学業に影響がない程度にとどめ、

長期休暇などを利用することを勧めています。

Ｑお昼はどうしているの？

Ａお弁当です。この時間は、仲間や先生と

交流を図ることができる、とても貴重な

時間となっています。

Ｑ沼津本校舎のコースへ行くこ
とはできるの？

Ａはい、できます。

無条件に、とはいきませんが、沼津本校

舎への転コースが可能です。

Ｑ何時から学校が始まるの？

Ａ午前９時３０分です。

少し遅めの時間なので、余裕をもって登

校できます。

Ｑ私服もＯＫって聞いたけど？

Ａその通りです。制服は強制しません。カ

ジュアルな服装で登校している生徒もた

くさんいます。ただし、どんな服装でもいいわけ

ではありません。また、制服を着なければならな

い日も、一年間で数日あります。例えば、始業式・

終業式などです。

Ｑ文化祭ってあるの？

Ａ「文化展」という名称で、毎年２月頃に催

されています。作品展示あり、作品販売

あり、食べ物あり、同好会のステージ発表あり、

とても盛大で楽しいイベントです。保護者の方は

もちろん、一般の方の来校も大歓迎です。

Ｑスクールカウンセラーってい
るの？

Ａいます。困りごとや悩みなどがあれば、

いつでも相談できます（予約制）。三島ス

クールのスクールカウンセラーは、「臨床心理士」

の資格を有しています。

Ｑ担任の先生って２人なの？

Ａはい、２人です。しかも、担任と副担任

ではなく、２人とも担任として生徒をフォ

ローします。入学時から、生徒一人一人の個性や

目標を２人で理解していくので、普段の生活や進

路などについても、きめ細かく的確なアドバイス

ができるのです。

男子
51%女子

49%

男女比

学習編
How to STUDY.
三島スクールの学習スタイルを紹介。

学校編
三島スクールってどんな学校？
そんなギモンにお答えします。



Ｑ時間割について教えて！

Ａ時間割は学年ごとに若干異なりますが、

まとめると以下のようになっています。

授業時間 特別時間

・5 ～ 6 時限 ( 曜日で異なる )
・1 時限開始は AM9:45
・6 時限終了は PM3:45

・特別６、７時限目
特 6　PM3:20 ～ 4:10
特 7　PM4:20 ～ 5:10

普段は上記のような特
別時間があります。
長期休暇の際は、講習
を実施しています。( 夏
期講習など )

Ｑ普段の授業はどんな感じ？

Ａ１年生は、中学校までの学習内容の復習

から始めます。わからない…と、不安に

思っている人も大丈夫 !! 多くの授業で教科担任が

２人ついているので安心です。

Ｑ授業についていけなくなった
らどうしよう？

Ａまず、疑問点がある場合、できるだけ授

業中に解決しましょう。それでもわから

ない場合は、休み時間や放課後、または特別時間

などを利用して確認してください。また、夏期講

習などの期間中に復習することも可能です。

　学習に対する不安や悩みは、担任・教科担任は

もちろん、どの先生にも相談できます。

Ｑもっと勉強したいのですが？

Ａ通常授業以外に特別時間を設けています。

いつもの授業の復習をするもよし、先ま

で勉強を進めるもよし。あなたのやる気をとこと

ん応援します。

Ｑ何か資格は取れるの？

Ａはい。１年間を通して、様々な検定に挑

戦していきます。具体的には、漢検、英検、

ワープロ検定、表計算検定、、硬筆書写検定などで

す。また、希望すればライフケアカラー検定など

にも挑戦できます。　　　　　　　　　　　　　

　先生たちも、みなさんと一緒に真剣に取り組ん

でいます。

Ｑ定期試験はあるの？

Ａあります。２学期制なので、前期中間試験、

前期期末試験、後期中間試験、学年末試

験の４回行われます。それぞれ、およそ５月、７月、

１１月、３月に実施されます。

Ｑ全国での自分の力を試したい

Ａ希望者は、外部試験も受験できます。

外部試験とは、予備校などが実施してい

る試験のことです。

Ｑ学校見学って、いつでもでき
るの？

Ａ年末・年始や学校が休みの日以外でした

ら、いつでも見学できます。ただし、日

によっては、学校行事などでお引き受けできない

場合もあります。見学したい日時が決まったら、

事前に三島スクールまでご連絡ください。

Ｑスクールバスはありますか？

Ａあります。一年生には、前期の間、三島

駅から学校までの運行です。9:10 までに

三島駅南口へ集合します。

Ｑ先輩たちは優しい？

Ａみんなやさしい人たちです。きっと、皆

さんの相談にも親身になってのってくれ

るでしょう。さらに、あいさつや清掃もしっかり

でき、何より他人の立場に立って考えることので

きる、思いやりのある先輩たちです。

Ｑ入学前に何をしておけばいい
の？

Ａ小学校や中学校で学ぶことは、すべての

基礎となります。自分のできる範囲で、

しっかりと復習しておいてください。わからない

ことについては、高校に入学してから学んでいけ

ばよいのです。急がなくてもかまいません。焦ら

なくてもいいのです。しかし、あきらめずに取り

組んでいってください。

Ｑ保護者説明会ってどんな会な
んですか？

Ａ保護者説明会は、三島スクールに入学を

希望する皆さんの保護者の方に向けた学

校説明会です。全体会の後、個別面談をします。

保護者の方へ向けた説明会ですが、生徒のみなさ

んも一緒に来校してくださってかまいません。

Ｑ体験入学ってどんなことをす
るの？

Ａ学校の概要などの説明のあとに、入学後

にみなさんが受けることになる授業の内

容を体験していただきます。

Ｑ学校独自の制度とかあります
か？

Ａ特待制度があります。

一定の条件を満たせば、入学後、特待制

度が受けられます。

Ｑ寮はあるの？

Ａはい。

男子寮は清水町、女子寮は三島駅北口に

あります。どちらも前期の間は送迎があるので、

慣れるまでの準備もバッチリ！

　どちらの寮も、三島スクール生専用で、寮監は

三島スクール職員ですので、いざというときも安

心です。

Ｑ進学や就職は大丈夫！？

Ａ進学・就職担当の職員がいますので、　　

安 心 で す。　　　　　　　　　　　　　

　また、卒業後も三島スクールを訪ねてくる先輩

は多く、相談であったり、勉強のわからない部分

を聞きに来たりします。三島スクールは、卒業後も、

あなたをあたたかく応援しています。

Ｑ進路への取り組みにはどんな
ことがあるの？

Ａ各学年とも、校内での進路説明会を実施

しています。１年生という早い時期から

進路を意識することは、とても大切なことです。

Ｑ進学への取り組みは？

Ａ各学年ごと、校外での進学説明会に参加

をしています。また、そのような情報を、

積極的に生徒のみなさんにお伝えしています。「仲

間と一緒に参加してきました。」という報告もよく

聞きます。

　夏休みには、希望者に対して勉強合宿も実施し

ています。

Ｑじゃあ就職への取り組みは？

Ａ先にもお答えした進路説明会の中に、将

来の職業についての内容が含まれていま

すし、就職希望者に対して地元企業へのインター

ンシップも実施しています。

　

Ｑ先輩たちの進路先を教えて !

Ａ先輩たちの進学先、就職先は『進路状況』

ページをご覧ください。
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入学編
入学前に気になること！
よくある質問にドーンとお答えします。

進路編
やっぱり気になる進路状況。
ズバリ！お答えします。
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募集案内
保護者説明会 必ず１回ご参加ください。　（申込みは中学校を通してください）

新型コロナウイルス対策のため、マスクをご持参ください。

体験入学 原則 3 回すべてご参加ください。　（申込みは中学校を通してください）

入学試験 全 3 回の体験入学に参加された方のみです。

学校見学会 どなたでも参加することができます。（ＴＥＬでＴＥＬでの申込みが必要です）

※以下の行事はすべて、三島スクールで行います。

　　８／２２（土） ■対象は、中学 3 年生の保護者様。

　　９／　５（土） ■全体説明会終了後、「個別面談」を実施させていただきます。

　　９／１２（土） ■必ず 1 回ご参加ください。（どの回も同じ内容です。）

　１０／　３（土） ■９：３０開会（９：００受付開始）です。

　１０／３１（土） ◆各回、参加３０組（１家族２名様まで）、先着順です。

※上記日程にご参加できなかった場合は、「個別相談会」や「学校見学会」などの際に対応させていただきます。

第１回　１１／１４（土） ■対象は、中学 3 年生。

第２回　１２／　５（土） ■原則３回すべてにご参加ください。

第３回　　１／　９（土） ■９：３０開始（９：００受付開始）です。

■対象は、中学 3 年生とその保護者様。

■８：３０開始（８：００開場）

令和３年 ２／２（火）３（水） ■学科試験（沼津本校舎に準じる）・面接試験（保護者同伴）

　・学科試験は１日目、面接試験は１日目と２日目に行います。
※追試験は、令和３年２月９日（火）に行います。（日程は上記の入学試験と同じ）

合格発表　令和３年２月１２日（金）　

個別相談会 どなたでも参加することができます。（ＴＥＬでＴＥＬでの申込みが必要です）

１１／２，４，５，６ ■平日１６：３０～１７：３０

１１／９，10，11，12，13 ◆「時間帯毎の予約制」とさせていただく予定です。

１０／１７（土） ■９：３０～１４：３０

■中学３年生以外の方や保護者様もご参加いただけます。

■ものづくりや同好会など、三島スクールを知ることができます。

　在校生も多数参加予定。本校に慣れていただく絶好の機会です。

◆「時間帯毎、人数制限での予約制」とさせていただく予定です。

申込み受付ＴＥＬ　　０５５- ９７１- ２２９５



早稲田大学                    明治大学

法政大学                       日本大学

駒澤大学                       専修大学

愛知学院大学                桜美林大学

神奈川大学                    神奈川工科大学

関東学院大学                共立女子大学  

国学院大学 静岡産業大学 

静岡英和学院大学         静岡理工科大学

杉野服飾大学                湘南工科大学

相模女子大学                聖隷クリストファー大学

創価大学                       玉川大学

多摩大学                       千葉工業大学  

鶴見大学                       大妻女子大学

帝京科学大学                獨協大学

帝京大学                       常葉大学

東京福祉大学                東海学院大学

東京農業大学                東京情報大学

東海大学                       文教大学

龍谷大学                       フェリス女学院大学

明治学院大学                立正大学                     

                                       　　　                         他

16

進路状況

四年制大学

国公立

私立

短期大学

専門学校

就職

静岡大学                   静岡県立大学 

筑波大学                   都留文科大学

長野大学

東京農業大学短期大学部 常葉大学短期大学部
日本大学短期大学部 静岡英和学院大学短期大学部
相模女子短期大学 実践女子短期大学
小田原短期大学

他

大原簿記法律専門学校 神奈川社会福祉専門学校
国際フード製菓専門学校 国際ペットビジネス専門学校
静岡エアリゾート専門学校 静岡県立農林大学校
静岡工科自動車大学校 静岡産業技術専門学校
静岡歯科技工学院 静岡デザイン専門学校
下田看護専門学校 太陽歯科衛生士専門学校
タカヤマアドバンスビューティー専門学校 中央歯科衛生士調理製菓専門学校
辻村和服専門学校 東京医薬専門学校
東京コミュニケーションアート専門学校 静岡県東部総合美容専門学校
日本工学院八王子専門学校 沼津市立看護専門学校
沼津情報・ビジネス専門学校 専門学校白寿医療学院
専門学校ＨＡＬ東京 富士メカニック専門学校
富士リハビリテーション専門学校 武蔵野調理師専門学校
横浜ビューティ＆ブライダル専門学校 横浜リゾート＆スポーツ専門学校

他

㈱アウトソーシング 熱川温泉病院
熱海いでゆの園 アリメント工業㈱
アルムメディカルサポート㈱ ㈱伊豆箱根鉄道
伊東園ホテルズ エース㈱
㈱ STC エリエールペーパーテック㈱
近物レックス㈱                      賢歯科医院
佐川急便㈱  昭立電気工業㈱
東栄電機㈱ ㈱東急リゾートサービス
東洋レジン㈱ ㈱時之栖
特別養護老人ホームかわせみ トヨタ輸送関東㈱
㈱トリドールジャパン はなまるうどん
㈱平田屋 ㈱ホテルニューアカオ
ポーラ化粧品 マックスバリュ東海㈱
丸富製紙㈱ 矢崎電線㈱
三光ダイカスト㈱ 他

※すべて順不同。



学生寮

寮生活で自立をサポート

　すべての学生寮が、三島スクール生専用。寮監は、三島スクールの職員ですので、安心感も大。どの寮も、学校まで自転

車で１５～２０分程度の好立地です。

　遠隔地にお住まいの方や、高校生からは自立を目指そうとお考えの方などは、是非、お問い合わせください。

　（学生寮パンフレットもございます。）

男子寮

女子寮

17
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学校法人沼津学園グループ・関連施設

飛龍高等学校（沼津本校舎）

　〒 410-0013　沼津市東熊堂４９１
　TEL：055-921-0348（代表）　　FAX：055-924-6998
　E-mail：info@hiryu.ed.jp

桐陽高等学校
　〒 410-0055　沼津市高島本町８－５２
　TEL：055-921-0350　　FAX：055-921-9844
　E-mail：toyo-info@toyo-numazu.ac.jp

高校

幼稚園

関連施設

沼津学園第一幼稚園
　〒 410-0053　沼津市寿町１６－４０
　TEL：055-921-8140　　FAX：055-921-9863
　E-mail：numagaku-dai1@thn.ne.jp

沼津学園第二幼稚園
　〒 410-0022　沼津市大岡３２２７－１
　TEL：055-923-8850　　FAX：055-921-9854
　E-mail：numagaku-dai2@thn.ne.jp

社会福祉法人　湧泉会
　特別養護老人ホームかわせみ

　〒 411-0915　駿東郡清水町的場１８８－６
　TEL：055-984-3377　　FAX：055-982-1166
　E-mail：yuusenkai@kawasemi.or.jp



　〒 411-0835　静岡県三島市玉川２４２－１

　TEL:( 055 ) 971 -2295　FAX:( 055 ) 971 -6600

　 E - m a i l  ：  info@hiryu-mishima.jp
　 W e b 		 ：		https://hiryu-mishima.jp

楽寿園

国道 1 号線

南口

三島大社

消防署

イトーヨーカドー

佐野美術館

国
道136
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デニーズ

至富士

ＰＣデポ

松屋

広小路

田 町

二日町

市民文化会館

至沼津 至箱根

ＪＲ三島駅
至熱海

スターバックス

三島スクール

伊
豆
箱
根
鉄
道

セブンイレブン

サイゼリヤ

静岡銀行

N

Ｐ
Ｐ

一本松

富田町

飛龍高等学校  三島スクール

お車：
■国道１号線《三島玉川 交差点》南側すぐ

電車：
■ＪＲ《三島駅 南口》より徒歩２５分

■伊豆箱根鉄道《田町駅》《二日町駅》より

　徒歩１５分

バス：
■東海バス《新城橋 経由 大平車庫行》

　(N46,N47)

　バス停『一本松』『富田町』より徒歩５分

アクセス

◆学校の様子や生徒の活動など、最新の情報

　を掲載しています。みなさんのご来訪を、

　お待ちしています。

◆今すぐ！ホームページにアクセス！⇒⇒⇒


