
商業科授業風景 

長崎県立 平戸高等学校 

〒859-5392  平戸市草積町 261番地 

TEL 0950-28-0034・FAX 0950-20-3002 

URL(http://www.news.ed.jp/hirado-h/) 
 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

次のいずれかの要件に該当する生徒 

○学校生活に意欲的に取り組み、本校総合学科の各系列

に対する興味・関心を有し、自らの進路実現に向け、

積極的に努力する生徒 

〇部活動や生徒会活動、ボランティア活動等、校内外で

意欲的に活動している生徒 

〇将来地域の担い手となり活躍しようとする意欲を持

つ生徒  

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

本校は、創立 46年目を迎えました。右のキャラクター“かじ丸く

ん”は、創立 40周年を記念し、生徒がデザインしたものです。 

平成 16 年度に普通科から総合学科へ学科改編し、これまで、836

名が総合学科を卒業しました。「地域に根ざし 道を拓く」をスロー

ガンに、地域への貢献を積極的に行うとともに、地域の協力を得な

がら、地域の担い手となるような人材の育成に力を入れ、生徒の進

路希望と時代や地域のニーズに応えられるような学校づくりを推進

しています。 

高い年間出席率（昨年度 98.6％）で、上級学校や有名企業より高い信頼と評価を得て

おり、毎年推薦枠や求人を多くいただき、昨年度は進路決定率 97.1%を達成しています。 

〔設置学科・コース・クラス数等〕 

【総合学科】 

2年次より、生徒それぞれの進路目標や適性に応じて、以下の 3系列に分かれ、少人

数のきめ細かな指導をおこないます。 

①人文メディカル系列 

大学・短大進学、看護学校進学に必要な科

目（国、地歴・公民、数、理、英など）を中

心に学習します。 

②情報ビジネス系列 

就職、専門学校、商業系大学進学に必要な

科目（簿記、情報処理、ワードプロセッサ、

電卓など）を中心に学習します。各種検定

校舎全景 

かじ丸くん 
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体育祭「田助ハイヤ節」 

慈眼際（教室演劇） 

根獅子小との交流（海岸清掃） 

試験が受験できます。 

③福祉生活系列 

介護職員初任者研修に必要な科目（社会福祉基礎、生活支援技術、介護総合演習、

コミュニケーション技術など）や、家庭科系の科目（服飾手芸、フードデザインなど）

を中心に学習します。 

 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

体育祭や文化祭をはじめ、近隣の小学生との交

流や、地域と連携した清掃活動も実施しています。 

また、タイからの留学生の受入れ、平戸市が取

り組んでいるオランダへの短期留学への参加及び

受入れや、地域で行われる国際交流活動への参加な

ども行っています。 

 

〔部活動紹介〕 

5の運動部と、3の文化部があり、全学年通して

高いの加入率で活発に活動しています。吹奏楽部や

家庭ボランティア部やパソコン研究部などは、地域

行事へ積極的に参加しています。 

■卒業生の進路 

主な進学先：日本文理大学、福岡子ども短期大学、宗像看護専門学校、 

名古屋市立中央看護専門学校、長崎医療こども専門学校、 

福岡ビジョナリーアーツ、福岡スクールオブミュージック&ダンス など 

主な就職先：マツダ株式会社、ダイハツ工業株式会社、ケービックス株式会社、 

（医）光佑会 ひらんど、平戸市役所 など 

4月 

5月 

7月 

 

 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

歓迎遠足 

1学期中間考査、PTA総会 

1学期期末考査、2年職場体験学習、 

1年職場見学、上級学校訪問、 

クラスマッチ、四者面談 

体育祭 

2学期中間考査、文化祭 

2学期期末考査、1・2年四者面談 

2年修学旅行、クラスマッチ 

親と子のお料理教室 

校内ウォークラリー大会、 

総合学科発表会 

138



長崎県立 五島海陽高等学校 

〒853-0065   五島市坂の上 1丁目 6番 1号 

TEL 0959-72-1917・FAX 0959-72-1990 

URL(http://www.news.ed.jp/kaiyo-h/) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

○学ぶ者としての謙虚な姿勢を持った生徒 
○逞しく明朗な若さにあふれ、旺盛な学習意欲を持った生徒 
○ふるさと五島のために、貢献しようとする「気迫と情熱」を持った生徒 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 
 「誠実・自彊・開拓」の校訓のもと、感謝の心で夢を語り（誠実）・自らを高め（自

彊）・行動できる（開拓）生徒の育成を目指しています。10月に実施する文化祭、1月の

総合学科発表会「海陽発表会」、ボランティア活動、みなと祭りへの参加などを通して、

地域との連帯を図りながら、ふるさとに貢献できる人材を育てる教育を目指しています。 
 

〔設置学科〕総合学科 2年次より系列選択  
 生徒の興味・関心や進路希望に合わせて科目を選択できるようになっています。特に 1

年次に、原則履修科目「産業社会と人間」を通してキャリアガイダンスを行い、2年次よ

り 4系列に分かれ専門的な学習を行います。 

人文自然系列 

 国語、数学、英語などの普通科目を中心に学び、大学（文系）や高等看護学校への

進学などに必要な学力を身に付けます。また、公務員対策にも力を入れています。 
生活総合系列 

 被服、食物、福祉、保育分野の知識と技術を身に付け、実習や体験学習を通して、

知識を深めます。福祉実習や保育実習など、職場体験も充実しています。 
地域振興系列 

 ビジネス活動に必要な知識や、地域理解・活性化に向けた活動を中心に、デュアル

システム（長期就業体験）や販売実習など体験的な学習を行います。 
情報・ビジネス系列 

 ビジネス活動に必要な知識及び技能について、会計分野とビジネス情報分野の両面

から実践的な学習を行います。資格取得を通して、企業会計の仕組みや、コンピュー

タを適切に運用する応力を身に付けます。 
 
〔海陽高校の「豊かなしまのキャリア教育」〕 

「地域密着型・進路実現・心を育てる」を柱に、各学年でキャリア教育を学ぶ機会を設 
けています。 
≪1年次 「産業社会と人間」を中心に≫ 
 総合学科の原則履修科目である「産業社会と人間」の中で、社会生活や職業生活に必

要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観・職業観を養うとともに、自己の将来の生

き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成（系列の選択）を行いま

す。また、ふるさと五島の自然や産業について調査・研修を行ないます。 
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≪2年次 「自己探求Ⅰ」を中心に≫ 
「自己探求Ⅰ」では 3日間のインターンシップを 

  行います。このインターンシップは前身の五島商業高 
校から続いており、自分の将来に対する考えを深め、 
進路決定に向けて意識を高めます。各系列において 
は、資格取得など進路実現に向けた専門性を高める 
学習を行っています。 

 
≪3年次 「自己探求Ⅱ」を中心に≫ 

自己探求Ⅱでは、2年次までの各系列での学習を 

発展させ、実践的、体験的学習を通して、社会に出 

て行くうえで必要な様々な力を身に付けていきます。 

地域振興系列、生活総合系列では、年間 20回程度 

の校外実習を行っています。また 1月の海陽発表会 

では、各学年での 1年間の取り組みとその成果を発 
表します。 
 

■充実の学校生活 
〔学校行事〕 
4月 入学式 新入生研修 歓迎遠足  10月 球技大会 文化祭  

5月 選手壮行式           11月 インターンシップ 

6月 県高総体 生徒総会       12月 販売実習 修学旅行 長距離走大会 

9月 体育祭              1月 海陽発表会 

10月 福江みなとまつり（ねぶた参加）  3月 卒業式 球技大会 
                                  

〔部活動紹介〕 
【体育部】 
  野球、サッカー、ソフトテニス男女、バレーボール男、バスケットボール男女、 

バドミントン女、卓球（同好会） 
【文化部】 

吹奏楽、情報メディア、総合文化 
 

■卒業生の進路 
【主な進学先】 

長崎大学、長崎県立大学、長崎国際大学、福岡女学院大学、西九州大学、九州産業大

学、長崎短期大学、長崎女子短期大学、福岡女子短期大学、精華女子短期大学、波方

海上技術短期大学校、福岡工業大学短期大学部、長崎県央看護学校、長崎歯科衛生士

専門学校、福岡医療専門学校、福岡建設専門学校、長崎県立長崎高等技術専門校 等 
【主な就職先】 

五島市役所、日本郵便㈱、日本コンピュータ・ダイナミクス㈱、㈱福岡魚市場、 
海興水産㈱、山崎製パン㈱、ダイハツ工業㈱、㈱イズミ、マツダ㈱、㈱谷川商事、 
久留米運送㈱、SUMCO TECHXIV（株）、五島自動車（株）、㈱ヨネザワ、 
㈱大島造船所、㈱エスケイジャパン、㈱ワイコーポレーション、トヨタ自動車㈱、 
㈱タケノ、㈱日本クロージャー、㈱九電工、長崎電建工業㈱、金子産業㈱ 等 

海陽発表会でのステージ発表 

島外販売実習 
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長崎県立 島原翔南高等学校     

〒859-2212 南島原市西有家町須川 810番地       

     TEL 0957-82-2216・FAX 0957-82-2216 

        URL (http://www2.news.ed.jp/section/shounan-h/) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像     

①基本的生活習慣が身に付いており、相手のことを   

思いやり、責任ある行動がとれる生徒 

②本校の系列に興味関心を持つとともに将来に夢 

を持ち、基礎学力向上に取り組み、自らを高める  

努力をする生徒 

③大学や看護、保育、福祉等専門学校への進学及び 

公務員、商業や介護の資格取得による就職を希望  

する生徒 

④部活動及び生徒会活動、ボランティア活動等に積 

極的に参加する意欲のある生徒 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

①「産業社会と人間」の授業などを通してキャリア学習を行い、将来の夢の実現の方法 

を探ります。 

②進路や興味・関心に応じた系列・科目を選択し、個に応じた手厚い指導により、全員 

の進路実現を図ります。 

③授業を中心に、「自学」を推奨し、学びなおし及び基礎学力向上を図ります。 

④地域課題の解決策の提案や地域の魅力を発信する「ふるさと教育」を行います。 

 

〔設置学科・コース等〕総合学科 

   1 年次は芸術選択科目以外、全員同じ科目を受講します。そして 2 年次以降は下に示

した四つの系列の中から、自分の進路に合わせて選択することになります。なお、令和

3 年度より系列を再編します。また、たくさんの自由選択科目があり、その中から最大

五つの科目を選択できます。 

 1. 進学・メディカル系列 

  大学や短大、高看等への進学を目指して学力の向上を図ります。 

 2.  公務員・ビジネス系列 

  簿記、情報処理、ワープロ、電卓等の検定合格に向けて取り組み、資格を生かした就

職もしくは公務員合格を目指します。 

  3. 福祉・保育系列 

  即戦力として活躍できる介護職員初任者研修課程の修了を目指します。地域関係団体 

との連携を充実させて福祉の心を育成します。 

 4. 実践・教養系列 

  進学や就職に対応できるよう、基礎学力の定着を図ると共に知性や教養を磨き、人間 

力を高めます。 

 

春の校舎 
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■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

4月 入学式 個別面談 歓迎遠足 新体力テスト 

5月 1学期中間考査（2・3年）  

6月 高総体 キャンパス・企業見学（1年） 

インターンシップ（2年） 

1学期期末考査 

7月 インターナショナルデー 球技大会  

8月 学習会 夏季補習  

9月 体育祭  

10月 2学期中間考査 

11月 文化祭 防災避難訓練 マラソン大会  

2学期期末考査 

12月 キャリア研修旅行（東京近郊、2年） 

球技大会  冬季補習 

1月 学年末考査（3年） 

2月 学年末考査（1・2年） 

総合学科発表会  

ライフプランニング（1年）   

3月 ふるさとウォーク（1・2年） 

卒業式 球技大会  
※産社発表会  （1年 12月） 
 総探発表会  （2年  7月・12月）       

課題研究発表会（3年 11月） 

                          
〔部活動紹介〕 

6の運動部と 5の文化部（それぞれ同好会を含む）があり、1年生は全員が部活動に参

加します。生徒たちは生き生きと活動しており、中でもレスリング部は、インターハイ

や九州大会等の上位大会に出場しています。 

 

■卒業生の進路 

   令和 2年 3月卒業生の進路の内訳は以下の通りです。 

○進学：4年制大学 1名、短期大学 1名、高等看護学校 3名、各種学校 11 名 

（主な進学先） 

  長崎県立大学（地域創造学部）、山野美容芸術短大、 

島原市医師会看護学校、福岡看護専門学校、長崎県立高等技術専門校、 

いさはやコンピュータカレッジ、佐賀工業専門学校、こころ医療福祉専門学校、 

久留米歯科衛生士専門学校、中村調理製菓専門学校、福岡美容専門学校 など 

○就職：事務職 2名、販売営業 1名、サービス 9名、技能職 5名、自衛官 3名    

※県内就職率 65.0％ 

  （主な就職先） 

マツダ、王子紙業、泉川病院、宅島建設、フジワーク・アリアケジャパン、 

あけぼの荘、緑ヶ丘荘、島原療護センター、自衛官一般曹候補生（陸上）、 

※近年実績：いすゞ自動車、山崎製パン、島原雲仙農業協同組合、 

地方酪農協同組合、マルキョウ、フォスター島原 など 

キャンパス・企業見学 

インターナショナルデー 

翔南祭（文化祭） 
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        長崎県立 清峰高等学校 

〒857-0333 北松浦郡佐々町中川原免 111 

TEL 0956-62-2132･FAX 0956-62-2131 

URL (http://www.seiho-h.ed.jp/) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

〇学習や部活動、学校行事や清掃活動など、何事にも一生懸 

  命努力する生徒。また、自分で考え、自ら勇気をもって行 

動できる生徒。 

○基本的生活習慣が身に付いており、常にまわりに気配りの 

できる生徒。また、他人とコミュニケーションがしっかり 

とれる生徒。 
 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

（1）多様な進路に対応 

   4 年制大学（国公立、私立）、短期大学、看護・医療系専門学校、一般専門学校、

公務員、一般就職と、多様な進路希望に応じたカリキュラム、進路指導を行い、生徒

の夢を叶えます。 

 （2）わかりやすく、きめ細かな指導 

    総合学科の特徴を生かし、いろいろな分野の授業が開講されています。そのため、

生徒の興味・関心にあった授業を選択することができます。1 年次には、基礎教科で

習熟度別授業を実施しています。また、少人数講座（最小人数は 4名）も多く、わか

りやすい授業・丁寧な授業を実践しています。さらに、二人担任制をとっており、個々

の生徒に応じたきめ細かな指導を行っています。 

（3）部活動や学校行事の充実 

   部活動が盛んで、ほぼ全員が加入し、近年、好成績をあげる部活動が増えています。

運動部や部員の多い文化部などでは、複数の顧問が指導にあたります。また、本校生

は学校行事に意欲的に取り組みます。特に、合唱コンクールは多いに盛り上がり、ク

ラス全員が金賞を取るため一つになります。生徒会は、文化祭や球技大会をはじめ、

各種学校行事を自主的に運営し、明るい学校づくりに貢献しています。 
 
 
〔設置学科・コース・クラス数等〕総合学科（全学年 4クラス） 
【総合学科】 
①単位制で 1 年次には全員が必履修科目を中心に学習します。2 年次以降は自分の進路 

希望に応じた科目を選択し、自分で時間割を作ることができます。 

②1年次の「産業社会と人間」、2，3年次の「総合的な探究の時間」では、キャリア教育

に力を入れ、生きる力を身に付けます。 

③福祉希望者には、介護職員になるための介護職員 

初任者研修講座を、就職希望者には、商業科目など 

資格検定取得のための講座も開設しています。また、 

英語検定や漢字検定の取得などにも力を入れていま 

す。 

 

 
福祉の授業 

校舎 
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■充実の学校生活

〔学校行事〕

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

入学式 部活動編成 

歓迎遠足 

身体測定・新体力テスト 

1年宿泊研修 生徒総会 

PTA総会 

高総体 第 1回考査 

球技大会 

オープンスクール

生徒会役員選挙

体育祭 第 2回考査

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

文化祭 合唱コンクール 

第 3回考査 

修学旅行(2年)  球技大会

インターンシップ(1年)

第 4回考査(3年)

校内ロードレース大会

総合学科発表会

第 4回考査(1・2年)

卒業式 球技大会

〔部活動紹介〕 

13の運動部と 9の文化部があり、ほぼ全員が毎日活動に励んでいます。運動部では、野

球部が平成 21年春の選抜高校野球で県勢初の全国制覇を成し遂げました。他にも、ハンド

ボール部(女子)が 2年連続高総体を制覇、バレーボール部（女子)や陸上競技部・ソフトテ

ニス部（女子）の個人種目でも九州大会出場など好成績を収めています。文化部では、コ

ーラス部が 30年連続九州大会出場を果たすなど、伝統校として活躍しています。

【運動部】

野球、女子バレーボール、男子バスケットボール、女子バスケットボール、男子ソフト

テニス、女子ソフトテニス、卓球(男女)、剣道(男女)、陸上(男女)、弓道(男女)、男子

サッカー、女子ハンドボール、女子バドミントン

【文化部】 

コーラス、茶道、美術、写真・新聞、吹奏楽、JRC、情報処理、図書、英語

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業生）

4 年制大学 28名 長崎県立大 北九州市立大 長崎国際大 長崎純心大 愛知工科大 等 

短 期 大学 17名 長崎短大 中村学園短大 佐賀女子短大 福岡こども短大 国際短大 等 

専 門 学校 30名 西鉄国際ビジネス フチガミ医療福祉 麻生建築＆デザイン 福岡情報 等 

看 護 学校 14名 佐世保市立看護 武雄看護リハ 福岡水巻看護助産 福岡看護 等 

医療系専門 18名 武雄看護リハ 福岡和白リハ 日本文理大学医療 こころ医療福祉 等 

公 務 員 16名 警視庁 福岡県警 佐々町職員 自衛隊（海上・陸上） 等 

就   職 28名 日本郵便 アリアケジャパン 長崎キャノン 双葉産業 白十字会 等 

県高総体 

体育祭 
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長崎市立 長崎商業高等学校 

〒852-8157  長崎市泉町1125番地 

TEL 095-887-1511・FAX 095-887-1526 

URL（http://www.nchs.nagasaki-city.ed.jp） 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

○チャレンジ精神旺盛で、明るく向上心を持ち資格取得や進路実現という目標に向かって自ら考

え行動できる生徒 

○学習面だけでなく、部活動でも一生懸命に頑張り充実した3年間を過ごしたいという生徒 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

（1）九州最古の歴史と伝統 

令和 3 年度は前史の英語伝習所開設から 163 周年、学校創立 136 周年となる九州最古の歴史

と伝統を誇る公立商業高校です。地元産業界を中心に活躍する多くの卒業生を輩出しています。 

（2）県内最大級の教育環境 

公立高校では県内最大級の敷地面積を誇ります。最新パソコン室5部屋、LL教室、400ｍトラ

ックのグランド、専用野球場、専用ソフトボール場 2 面、全天候対応人工芝テニスコート 4 面、

柔道場、剣道場、トレーニング室など、充実した施設と設備、恵まれた環境で勉学や部活動に

励むことができます。 

（3）教育目標 

「誠実・明朗・進取」を校訓に掲げ、｢人格の完成をめざし、教養豊かで有為な産業人を育

成する｣を教育の目的にしています。また、「学習と部活動の両立」を合言葉に、学習面では

資格取得の向上、部活動面では日々の鍛錬の中で健全な心身と人間性の向上を目指しています。 

（4）本県ナンバー１の資格取得 

全国商業高等学校協会主催検定試験の１級合格者は、6 年連続で長崎県

ナンバー1の実績です。令和元年度は、全 9種目 1級合格者を 3名（同一

校から複数名は本県初）出しました。 

（5）長商スマイル 

本校生徒の魅力の一つに笑顔「長商スマイル」があります。学校のいろ

んな場面でさわやかな笑顔を見ることができます。多くの生徒が愛校心を

もち、一流のあいさつを身に付けるよう心掛けています。 

〔設置学科・コース等〕【情報国際ビジネス科（1学年6クラス）】 

〇１年次 

全員同じ授業内容です。9 月までにガイダンスを行い、自分の興味や進路にあった分野を選

択します。4分野の定員は定めず第1希望を最優先します。進学コースは定員があります。 

〇2・3年次（4分野1コース） 

流通ビジネス分野 簿記・情報処理・経済・サービスなど商業分野を幅広く。資格取得も幅広く。 

資格を生かし

た就職や進学

が可能 

国際ビジネス分野 外国語（英語・中国語）でのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力ＵＰ。外国語や簿記等の資格取得。 

情報ビジネス分野 高度情報処理の知識と技能習得が中心。情報処理国家資格や簿記等の資格取得。 

会計ビジネス分野 高度な会計処理能力（知識と実務）を習得。日商簿記や情報処理等の資格取得。 

進学コース  
大学・短大・医療系上級学校等の進学に必要な科目が充実。進学先に応じた科目を選択。簿記等

の検定取得が出願資格の大学等にも対応した、５教科の充実＋資格取得のハイブリッドコース。 

本県初 ２年次全商検定 
全９種目１級合格の快挙 
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■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

自由な校風で、何事にも全力で取り組みます。生徒が自主的・積極的に学校行事を企画運営し

ます。体育祭や文化祭、クラスマッチなどの行事は特に盛り上がります。 

4月 入学式、対面式、歓迎遠足 

5月 中間考査、生徒総会 

6月 高校総体、進路講演会、STEP英検、 

簿記検定、ビジネス文書検定 

7月 期末考査、クラスマッチ、終業式 

8月 一日体験入学、平和学習 

9月 体育祭、英語検定、情報処理検定 

10月 中間考査、文化祭、STEP英検、 

会計実務検定 

11月 創立記念日、舞台芸術鑑賞、日商簿記検定、 

珠算･電卓検定、ビジネス文書検定 

12月 期末考査、インターンシップ(2年)、 

クラスマッチ、終業式、英語検定 

1月 学年末考査(3年)、STEP英検、簿記検定、 

情報処理検定 

2月 修学旅行(2年)、強歩大会、学年末考査、 

商業経済検定、日商簿記検定 

3月 卒業式、クラスマッチ、終業式、離任式 

〔部活動紹介〕 

「文化・スポーツの振興」を目指し、生徒の 95％が部活動に加入し活発に活動しています。県

内の強豪校として活躍を見せ、体育･文化部合わせ12の部活動が全国大会や九州大会に出場して

います。特にソフトボール・野球・陸上・ソフトテニス・バスケットボール・バドミントン・水

泳・柔道・ワープロ・吹奏楽・商業クラブ・放送などは、毎年優秀な成績を収めています。 

 

 

 

■卒業生の進路（令和2年3月卒業生） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔進学の主な合格先〕 

(国公立大) 長崎大4名、長崎大(夜間)8名、佐賀大1名、長崎県立大（佐世保2名・ｼｰﾎﾞﾙﾄ2名） 

北九州市立大2名、下関市立大1名、名桜大1名 

(私立大 ) 長崎純心大15名、活水女子大10名、長崎外国語大3名、長崎国際大1名、明治大1名 

福岡大1名、久留米大1名、近畿大1名、福岡女学院大1名、九産大1名 

西日本工業大1名、日本文理大1名、東亜大1名、京都産業大1名、天理大1名 

中京大1名、桐蔭横浜大1名 など 

(私立短大) 長崎女子短大3名、福岡工大短大部1名、香蘭女子短大1名 

(医療系) 名古屋市立中央看護(第二)1名、横浜中央病院附属看護1名、長崎市医師会(第一9名

・准看1名)、長崎医技専4名、長崎歯科衛生士6名 など 
 

 
 

 
  

 

地域：県内就職の約８割が長崎市内 

職種：７割が事務職 

  

  
進学：決定率１００％ 
就職：内定率１００％ 

ソフトボール部 
国体日本一・県選抜大会２連覇 

バトン部・吹奏楽部 
高校野球開会式の演出は長商にお任せ 

全校応援 
選手と応援のワンチーム 

野球部 
2017-18 ２年連続九 州大会出場  

2018-19 ２大会連続夏第1 ｼｰﾄﾞ 
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長崎県立 鳴滝高等学校（定時制課程夜間部） 

〒850-0011  長崎市鳴滝 1丁目 4番 1号 

TEL 095-820-0078・FAX 095-820-0070 

URL (http://www.news.ed.jp/narutaki-h/)  

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

働きながら学びたい・自分の可能性を再発見したい・高校 

教育の必要性を再認識したなど目的意識を持って学習に取り 

組める生徒                       

                              

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

働きながら学ぶ人たちが通っています。また、打ち込む 

ものがあって時間が欲しい人たちにも便利な学校です。 

◇修業年限 

 1日 4時間の授業を受け、4年で卒業します。           

また、昼からの授業を利用して、3年で卒業することもできます。 

※昼からの授業（15:00～）を受けると 1日 6時間の受講になります。 

◇単位制 

科目ごとに単位の認定を行います。3年間以上の在籍で必履修科目を含む 74単位を 

修得し、特別教育活動の成果が認められれば、卒業できます。 

◇教育課程上の特色 

(1)昼の授業では教科を超えた授業の選択が可能 

複数の教科の授業を同時に開講しますので、例えば、国語に興味のある人は国語 

の授業を、英語を学習したい人は英語の授業を選択できます。自分の目的にあった 

科目を選べるので、個性や特性を伸ばすには最適な学校です。 

(2)少人数の授業 

1年次・2年次の必履修教科である英語・数学は少人数授業を実施します。 

また、商業科の科目においては、複数の教師による授業を実施しています。 

 

〔設置学科・コース等〕普通科（1学年 1クラス） 商業科（1学年 1クラス） 

 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

歓迎レクレーションや競技大会、修学旅行などの学校    

行事があります。生徒会活動も活発で、文化祭や卒業生 

を送る会、松明による見送り行事などがあります。 

〔部活動紹介〕 

運動部 5部と文化部 5部が活動しています。 

                            

■卒業生の進路 

令和 2年 3月に 10名が卒業しました。進路状況は次の通りです。 

 ○4年制大学・短大・専門学校 3名  ○就職 5名  ○アルバイト 2名 

 

校舎風景 

卒業式 

新入生歓迎レクレーション 

147

http://www.news.ed.jp/narutaki-h/


        長崎県立 佐世保中央高等学校（定時制課程夜間部） 

                     〒857-0017  佐世保市梅田町 10番 14号 

                     TEL 0956-23-5022 ･ FAX 0956-23-5116 

                     URL (http://www.news.ed.jp/sasebochuo-h/) 
 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

○経済的な苦境の中でも、将来を切り開く決意のある人 

○今まで不十分であった学習を取り戻そうとする覚悟のある人 

○環境を変えてやり直そうとする覚悟がある人         

○人生を切り開く最後のチャンスであるという思いの人 

○授業にまじめに取り組み、「わかる」から「できる」喜びを体感 

 したい人 

○自らの将来設計を描き、その実現に向けて意欲的に行動できる人 

○生涯学習の観点から、年齢に関係なく高校で学びたいと意欲に満ちた人 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

(1) エンカレッジコースと夜間コース 

 ≪エンカレッジコース≫ 

   勤労時間の多様化や幅広い年齢層の学びたい気持ちに対応し、午後から学べるコース 

です。また、普通科においては 4年制大学を含め、幅広い進路希望に対応できる体制 

を整えています。商業科では、ビジネスに必要な知識や技術（簿記、電卓、パソコン） 

を学び、各種検定の資格取得にもチャレンジします。 

  ≪夜間コース≫ 

    朝からの時間をアルバイト等に活用でき、夕方から学べるコースです。学びなおしを 

   中心として、普通教科の学力の定着・向上を目指します。 

 

（2）定通併修の導入による三修制 

夜間部は一般的に卒業までに 4 年間かかりますが、3 年間で卒業できる制度です。 

通信制の授業を取り入れ、夜間部で修得した単位数に通信制で認定された単位数を合 

わせて、卒業に必要な 74単位の修得を目指します。 

 

（3）個に応じた学習形態 

学習面で遅れを感じている人について、夜間部では様々なレベルの学習歴に対する

指導に取り組んでいます。（習熟度別授業、基礎学力充実講座、夏季休業中の個別指

導） 

 

（4）給食 

給食は 16:30から提供されます。食育にも力を入れ、栄養士の計画した献立をもと

に、調理員による手作りの温かい給食を食べることができます。 

 

（5）アルバイト 

夜間部では、アルバイトを推奨しています。アルバイトを通して礼儀や言葉遣いな 

ど、社会性を身に付けるとともに、仕事の厳しさや楽しさを感じる中で職業観を養い

ま 

す。 

授業風景 
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〔設置学科・コース・クラス数等〕 

エンカレッジコース 

（普通科 1・2・3年次 各 1クラス、商業科 1・2・3年次 各 1クラス） 

夜間コース 

（普通科 1・2・3年次 各 1クラス） 

 

【普通科】日常生活、社会生活を意識した基礎的な知識教養が身に付くような授業展開。 

 ≪エンカレッジコース≫  

学び直しの取り組みとともに、4年制大学を含めた幅広い希望進路に対応できる教育

課程になっています。 

 ≪夜 間 コ ー ス≫  

学びなおしの取り組みを中心として、基礎学力の定着・向上を目指します。              

 

【商業科】就職時に役立つ商業に関する各種検定の資格取得に力を入れます。 

 

■充実の学校生活                   

 

〔学校行事〕 

歓迎遠足、定通体育大会、球技大会、校内生活体験発表会、 

体育大会、修学旅行（2年次）、三課程合同文化祭（中央祭）、 

卒業生を送る会 

 

〔部活動紹介〕 

○運動部：バスケット（男女）、バレー（女）、卓球（男女） 

バドミントン（男女）、サッカー（男） 

○文化部：写真、文芸 

 

 

■卒業生の進路 

○進学…長崎国際大学人間社会学部国際観光学科、梅光学院大学子ども学部子ども未来

学科、長崎ウエスレヤン大学現代社会学部経済政策学科、福岡大学商学部第二

部商学科、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科、福岡ビジョナリーアーツ

ペット学科動物看護専攻、ソルフェ音楽専門学院専門課程コースボーカル科、

日本経済大学福岡キャンパス経済学部経済政策学科、大牟田高等技術専門校 

OAビジネス科  など 

 

○就職…（株）56 フーズコーポレーション、医療法人佐世保同仁会、（株）KDDI エボル

バ、小宮工業、（有）永友商会佐々支店、（株）烏川商事、（株）プラスマインド

オフィス清香園、陸上自衛隊自衛官候補生 など 

 

 

 

 

 

歓迎遠足 

体育大会 
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   長崎県立 島原高等学校定時制 

   〒855-0036  島原市城内 2丁目 1130番地 

TEL 0957-62-4155・FAX 0957-62-4156 

URL（http://www.shimabara-h.ed.jp/） 
 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

○ 志をたて、その実現に挑む生徒  

○ 自信と誇りを持ち、感性を磨きつづける生徒 

○「質実剛健」の校風のもと、礼節を重んじる生徒 
 
■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

(1)基礎学力の充実                     

基礎・基本の学習を重視し、わかりやすい授業を目指しています。 

(2)生徒一人一人に行き届いた指導 

     各学年 1クラスの小規模校のため、家庭的な雰囲気で学習ができ生徒一人一人に行

き届いた指導ができます。また、卒業後の多様な進路に対応するため、一部商業科目

も設置しています。大学や専門学校を希望する生徒には、個別指導や添削指導を行っ

ています。 

本来定時制は 4年間で教育課程を修了しますが、定時制の授業と併行して通信制高

校を利用しながら 3年間で卒業できる「定通併修」の制度もあります。 

(3)働きながら通学する生徒たちのための学校 

島原半島で唯一の定時制高校です。生徒の多くが島原市内や周辺の企業・店舗に勤 

めており、地域の貴重な働き手として頑張っています。職場からまっすぐ登校する生 

徒もいるために制服はなく、長距離通学者には原付バイクや普通車での登校が許可さ 

れることもあります。また、働きながら通学する生徒たちのために教科書・給食（パ 

ン・牛乳）の支給や定通課程修学奨励資金（月額 1万 4千円支給）などの奨学金制度 

も設けられています。 

 

〔設置学科・コース等〕普通科（1学年 1クラス）  
 
■充実の学校生活 

限られた日課の中で十分な活動はできませんが、ふれあい

と融和を大切にしながら、生徒会を中心に創意ある学校行事

を目指しています。               

〔学校行事〕 

 1学期：新入生歓迎バスハイク、全国定通体育大会県予選 

 2学期：島原城薪能ボランティア参加、中地区定時制体育大会、 

ケーキ作り 

 3学期：新春餅つき大会、予餞会（ボウリング大会）、キャン 

ドル卒業式 

〔部活動紹介〕                          

全員部活制でバドミントン部、卓球部が活動しています。 
 
■卒業生の進路 

令和 2年 3月卒業生  6名のうち、就職 6名 

新春餅つき大会 

ケーキ作り 

島原城薪能鑑賞会 
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  長崎県立 諫早高等学校定時制 

〒854-0014  諫早市東小路町 1番地 7号 

TEL 0957-22-1222 ･ FAX 0957-22-5104 

            URL (http://www.news.ed.jp/isahaya-h/teiji/index.html) 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 学習と職業生活を両立するために、困難に負けない精神力、しっかりと学びたいとい 

う向学心をもった生徒を求めています。 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

「文武労働」を合い言葉に、学業と仕事の両立を目指して日々努力しています。クラス

の人数も少ないので、誰とでも仲良く、お互い励ましあいながら生活しています。4年間と

いう長い道のりですが、それゆえに卒業を達成できたときの

喜びは何にも代えがたいものとなります。 

先生方は生徒のペースに応じた進度で学習を進めるので、

安心して学ぶことができます。 

〔設置学科〕普通科（1学年 1クラス）  

 

■充実した学校生活 

〔学校行事〕 

4月 … 新入生歓迎レクリエーション 

6月 … 定時制通信制体育大会 

7・3月 … 地域清掃、レクリエーション 

9月 … 生活体験発表大会 

10月 … バス遠足（隔年実施）、文化祭 

11月 … 中地区体育大会 

12月 … レクリエーション 
 

〔部活動紹介〕 

運動部は、男女卓球部、男女バドミントン部、男子バスケットボール部があり、定通大

会(定時制･通信制高校の体育大会)に向けて頑張っています。文化部ではオセロや将棋、デ

ザイン画などの活動をしています。 
 

〔教育課程の特色〕 

4年制の普通科の課程を設置しています。また、定通併修（定時制に通いながら通信制

の単位も取得する）による3年修了も可能です。日課は17時35分登校で45分の4校時授業で

す。授業は、基礎・基本の学習を大切にし、普通教科以外にも商業科目も取り入れ、就職

や進学にも柔軟に対応できるようにしています。 

 

■卒業生の進路 

 地元企業に就職する生徒がほとんどです。専門学校や大学に進学する生徒もおり、一人

一人が目標に向かって頑張っています。 
令和 2年 3月卒業生の主な進路先（進学・就職） 
(株)宮崎電気工業 (株)フジワーク (株)東京メタリコン 山口造園石材 航空自衛隊 

福岡ウェディング専門学校 佐賀工業専門学校 長崎リハビリテーション学院   

長崎ウエスレヤン大学 

 

社会福祉法人会との交流会（9 月） 

授業風景 
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長崎県立 大村高等学校定時制 

〒856-0835 大村市久原 1丁目 591番地 

TEL 0957-54-5713・FAX 0957-54-5734 

URL（http://www.news.ed.jp/omura-h） 

 
■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○素直な心と態度で学び、学業と仕事の両立を目指して根気強く努力できる生徒 
 
■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 
  大村高校定時制は昭和 24年（1949年）に設立された、伝統ある学校です。現在 61名

の生徒が在籍しており、働きながら学ぶことのできる学校として、2～4年生はおよそ 8

割の生徒がアルバイトをしながら通学しています。日課は、17:20 から SHR が始まり、

授業の前にパンと牛乳の補食があります。その後授業が 4時間あり、下校は 21:05頃に

なります。部活動をする生徒は、21:50に下校となります。 

〔設置学科等〕普通科（1学年 1クラス） 

教育課程は 4年間で無理なく修得できるように編成しています。学習内容は基礎・基

本を重視して組まれており、きちんと授業に参加し、真面目に取り組めば十分理解でき

るものになっています。また、鳴滝高等学校通信制との併修によって 3年間で卒業でき

る「定通併修」を導入しています。（定時制と通信制の両方で卒業に必要な単位を修得

する制度です。）この制度を利用して、これまでに 7名の生徒が 3年間で卒業しました。 

 
■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

主な学校行事は、校内生活体験発表大会（7 月）・体育文化祭「もみじ祭」（10 月）・

校内成人式（1月）などがあります。「もみじ祭」は、生徒たちのヒップホップダンスの

パフォ－マンス等が見応えあります。 

〔部活動〕 

部活動は、軟式野球・バドミントン・サッカー・バレーボール・卓球・図書・囲碁・

将棋、同好会としてバスケットボールがあります。定通大会県予選で優勝したバレーボ

ール男子は、平成 22 年度・23 年度連続で全国大会に出場しました。サッカー部は、平

成 26年度・27年度連続で全国大会に出場し、ベスト 16の実績があります。 

  
■卒業生の進路 
 本校では、学校紹介による就職をはじめとして、在学時のアルバイト経験が認められ

正社員になる生徒がいます。令和 2年 3月卒業生は 12名でその内訳は、就職 10名のう

ち学校紹介 6名・縁故就職 4名、進学は専修学校 1名・高等技術専門校 1名でした。 
  

   
校内生活体験発表大会         もみじ祭           校内成人式 
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  長崎県立 五島高等学校定時制

〒853-0018  五島市池田町 1番 1号 

 TEL 0959-72-5200 ･ FAX 0959-72-5200 

   URL（http://www2.news.ed.jp/goto-t/） 

■育成したい生徒像・求める生徒像

「向学」「融和」「進取」の校訓のもと、心身ともに健康で人間性豊かな生徒の育成が

本校定時制の目標です。 

高校生活を意欲的に送る意志があり、基礎学力と「生きる力」「生き抜く力」を身に付

けるために、自・他を大切にし、志を立てて努力を継続する生徒を求めます。 

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

県下のしま地区における唯一の定時制高校で、昨年創立 70 周年を迎えました。「時を守

り 場を清め 礼を正し 来て良かった 行かせて良かった 五高定時制」のスローガン

のもと、現在 20名が在籍して学習とアルバイトの両立を図っています。 

（1）秩序やマナーを守り、生徒が主体的に活動する学校

学習や部活動、学校行事等に積極的に取り組ませる中で、身なりを整え、挨拶を励行し、

秩序やマナーを守る人の育成を目指しています。また、「続けること」の重要性を理解し、

夜間定時制では 88.7％（令和元年度）という高い出席率を維持しています。 

（2）基礎学力の充実と進路実現

就職・進学の目標実現に向けて、基礎から丁寧な指導を行い、個に応じた分かる授業に

取り組んでいます。令和元年度の検定合格率は 87.5%で、ビジネス文書実務検定、英語検

定に合格しました。 

（3）「定通併修」制度の活用 

鳴滝高等学校通信制との併修（五島高校における日曜日の面接指導、リポート提出等で

履修）によって、3 年間で卒業することができます。これまで、この制度で卒業した生徒

は 96名です。現在 4名（2年生 2名、3年生 2名）の生徒が受講しています。 

〔設置学科・コース等〕 

 4 年制普通科の課程を設置しています。各学年 1 学級で、生徒数は第 1 学年 5 名、第 2

学年 7名、第 3学年 5名、第 4学年 3名、全校生徒 20名の学校です。 

■充実の学校生活

〔学校行事〕

主な学校行事としては、歓迎遠足、生活体験発表会、 

スポーツ大会、福江島探訪、体育祭、介護ボランティア、

マラソン大会、四字熟語かるた大会、卒業生を送る会な

どがあります。また、長崎県高等学校定時制通信制生徒

生活体験発表大会に出場しました。（令和元年度)

〔部活動紹介〕

現在、男女卓球部、男女バドミントン部、情報処理部が 

活動しています。男子バドミントン部は定時制通信制体育 

大会長崎県予選大会において団体準優勝の成績を収めまし 

た。 

■卒業生の進路

昨年度の卒業生 2名（定通併修生のみ）の進路状況は次

のとおりです。 進学 1名、就職 1名 

体育祭 

福江島探訪（富江町） 
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       長崎県立 長崎工業高等学校定時制 

    〒852-8052  長崎市岩屋町 41番地 22号 

   TEL 095-856-0115・FAX 095-856-0117 

                    URL (http://www2.news.ed.jp/section/nagasaki-th-t/) 
 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○学業と仕事の両立を目指し、ねばり強く努力を続 

  けることのできる生徒 

 ○他人に対してやさしさ・思いやりを持ち、ルール 

やマナーを守ることのできる生徒 

 〇自ら考え行動することのできる生徒 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

(1)修業年限 

  修業年限は原則として 4年です。また、意欲的で 

成績優秀な場合、修業年限を 3年に短縮することが 

ができる「三修制」という制度もあります。 

 (2)日課 

   日課は給食(パン、牛乳)の後 17:35の SHRから始 

まり、45分の授業が 4校時、21:10に終わります。 

多くの生徒が昼間にアルバイトをして、家計を助 

けるとともに社会性を身に付けます。 

(3)教科指導の充実 

  少人数を生かし、授業では基本を中心に丁寧に指導します。授業開始前や放課後に、 

 各種検定試験のための補講や苦手科目の個別指導を受けている生徒も多く、第１種電 

気工事士・2 級建築施工管理技術検定などの難関資格の取得にも実績を上げています。 

〔設置学科・コース・クラス数等〕 建築科(1学年 1クラス)、工業技術科(1学年 1クラス) 
【建築科】普通教科のほか、建築実習・建築製図・建築法規等の専門科目を学習します。 
【工業技術科】2年生からは、希望により機械コース・電気コースのどちらかを選択し、 

 普通教科のほかに、機械コースでは、機械実習・機械設計・機械工作など、電気コー 
スでは、電気実習・電力技術・電気機器などの専門科目を学習します。 

 
■充実の学校生活 

〔学校行事〕 生徒会を中心に、以下のような行事が活発に行われています。 

    歓迎行事、生徒総会、県定通体育大会、校内生活体験発表会、校内競技大会(年 3回)、 

  生徒会役員選挙、県生活体験発表大会、体育祭、文化鑑賞会、予餞会、百人一首大会 

〔部活動紹介〕 軟式野球・バスケットボール・バレーボール・卓球・バドミントンの 

  5体育部と、柔道・陸上競技・総合文化同好会の 3同好会があります。 

  令和元年度は、バドミントン部が全国大会に出場し、ベスト 16の成績を収めました。 

 

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業生 13名（就職 10・進学 2・その他 1）） 

 主な就職先： 中村工業(株)、旭栄産業（株）、（株）鍋順、久保工業（株） 

        シンセイテクノス（株）、JR九州サービスサポート（株） 

 主な進学先： 長崎総合科学大学、麻生建築&デザイン専門学校    

建築科実習の様子 

新入生研修の様子 
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   長崎県立 佐世保工業高等学校定時制 

            〒857-0134 佐世保市瀬戸越三丁目 3番 30号 

           TEL 0956-49-5749・FAX 0956-49-8072 

           URL（http://www.news.ed.jp/sasebo-th/） 

   

■育成したい生徒像・求める生徒像  

 ○就労を通して社会に積極的に関わりを持とうとする意思が   

あり、卒業後は実践的工業技術者になる意欲を持つ人  

 ○誠実で忍耐強く、卒業まで努力する意志の強い人 

 ○工業分野について興味関心を持つ人 
■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

日課は、16時 40分から給食が始まり、SHR後 1日 4時間の 

授業があります。多くの生徒が学業と仕事を両立させながら 

頑張っています。（三修制を選択した生徒は 0校時 16時 10分 

からの授業となります。） 

授業は、普通科目については専門科目理解のための基本とな 

ることから、特に国語と数学に時間を配分し、1・2年次は習熟度別学習による学びなおしを

充実させ、基礎学力の向上を図ります。夜、学校に通うのは大変なことですが、コツコツと

努力して卒業を迎えれば、大きな喜びと確かな学力を得ることができます。 

〔設置学科・コース等〕工業技術科（1学年 1クラス） 

機械・建築・電気の 3分野の基礎知識・基本技術を幅広く学ぶことにより、多方面で即戦

力として活躍できる人材を育成します。実習や課題研究等では、小人数グループ学習による

丁寧な実習指導により確かな技術を習得し、ものづくりの喜びを体得できます。また、0校

時と夏季休業中の集中授業、資格取得などで単位を修得し、3年で卒業できる三修制も設置

しています。 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

  生徒が自主的に活動する中で定時制としての誇りと自覚を持つよ 

うに、以下の行事を行っています。 

歓迎行事、映画鑑賞、球技大会、体 

育祭、地域清掃、二輪車安全実技指導、 

修学旅行、生活体験発表会、卒業生を 

送る会、また、創意工夫コンクール、 

ジャパンマイコンカーラリー等にも出 

場し、上位進出の実績もあります。 

 

〔部活動紹介〕 

バスケットボール部、バドミントン部、軟式野球部、サッカー部、卓球部の五つの部があ

り、全国定時制通信制体育大会長崎県予選大会でも多くの部が上位入賞し、活躍しています。 

 

■卒業生の進路 

・就職…株式会社相浦機械、岩崎断熱株式会社、平松装備株式会社 など 

・進学…佐世保高等技術専門校、京都建築大学校 など 

実習風景 

定通大会 

修学旅行 

体育祭 

二輪車安全実技指導 
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歓迎遠足 

     長崎県立 鳴滝高等学校（定時制課程昼間部） 

〒850-0011  長崎市鳴滝１丁目４番 1号 

TEL 095-820-0045 ･ FAX 095-820-0070 

    URL (http://www2.news.ed.jp/narutaki-hiru/) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○自ら考え、自ら学ぶ意欲を有する人 

○周りの人達と協力して、積極的に活動できる人 

○自己を真剣に見つめ、他への配慮ができる人 

 

 

■学校の特色                        

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕   

全日制の高校と同様に、朝 8:30 から 15:10 までを活動時間とし、3 年間で卒業するこ

とができます。また、科目ごとに単位を認定する単位制高校でもあります。 
◇単位制 
  科目ごとに単位の認定を行い、修得した単位をもって次年度へ進むことができます。3

年以上在籍して、74単位以上を修得すると卒業することができます。 

◇習熟度別少人数授業 
  1 年次生は、40 名を 2 クラスに分けホームルームや授業を行います。さらに英語や数

学の授業は習熟度別で授業を実施しています。2～4年次の授業についても同様です。ま

た、2年次生からは、進路希望や興味･関心に応じて自分で学びたい科目を選択・登録し

て授業を受けることができます。 
◇自由な校風 
  高校生らしい端正な身なりで登校することを原則としており、本校では制服を定めて

いません。ただし、華美な服装やピアスなどの装飾品を着けたり染髪や化粧をしたりす

ることは禁止しています。卒業式や入学式など公式の場ではスーツを着用することにな

ります。また、定時制高校なので届け出ればアルバイトをすることもできます。 
◇通級による指導 
  日常生活において人間関係に不安を抱えていたり、学習面において特性などから来る

困り感を感じていたりする生徒を対象とし、週 2 時間程度を基本とし、自立活動という

学習を実施しています。主にコミュニケーションや認知面に関する活動を行い、2年次・

3年次で履修することが可能です。また、卒業に必要な単位として認められます。 
〔設置学科・コース等〕 

【普通科】 

   1 年次生は 40 名を 2 学級に分けて編制しています。2 年次からは原則 1 学級の編制で

す。本校は 2 人担任制をとっており、2 名の担任が生徒一人一人についてより良い指導

ができるよう互いに相談し合いながらホームルーム運営を行っています。 

◇日課 

8:30 に SHR を行います。授業は 45 分間の 6 時間授業です。15:10 に放課となります。

3 年次は進学希望者を対象に放課後補習を行っています。土曜日や日曜日には授業は実

施していません。 
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文化際 

修学旅行 

百人一首大会 

◇多様な科目選択 

  1 年次は必履修科目を中心に学習します。2 年次

からは進路や興味・関心によって科目を選択するこ

とができます。例えば、家庭科に興味がある生徒は

「発達と保育」や「フードデザイン」の授業を選択

したり、音楽に興味がある生徒は「音楽総合」や「音

楽表現」の授業を選択したりすることができます。

4 年間での卒業を考えている生徒は、2 年次以降は

3校時から登校することも可能です。 
 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

◇歓迎遠足 

新入生歓迎遠足では、相互親睦のため生徒会を中心とした親睦行事も実施しています。 

◇定時制・通信制総合体育大会長崎県予選会 

定時制・通信制の体育大会で毎年 6 月に実施されます。上位の成績を収めると全国大

会（8月）出場の機会を得られます。 

◇校内球技大会 

クラス対抗の大会で、年間 3回（7月・12月・3月）実施します。 

◇体育祭 

10 月に実施します。各種競技に加えて、班別の応

援合戦・のぼり（シンボル旗）の作成・集団演技等

があります。 

◇文化祭 

11 月に実施します。クラス作品の展示、部活動の

発表、有志の出し物などがあります。 

◇修学旅行 

1月に 2年次生で実施します。今年度は沖縄で民 

泊体験や平和学習などの研修を実施します。 

◇その他 

地域清掃活動や保育園訪問など、社会とつながる

活動もたくさん実施しています。 

〔部活動紹介〕 

主な部活動は、バドミントン、卓球、バレーボー

ル女子、バスケットボール男子、演劇、文化活動同

好会です。 
 

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業生） 

◇進学 

長崎純心大学、長崎ウエスレヤン大学、長崎高等技術専門校、 

長崎市医師会看護専門学校 など 

◇就職 

JR九州サービスサポート、特別養護老人ホーム喜楽苑、有限会社崎陽潜水、 

株式会社柊、長崎厚生福祉団、自衛官 など 
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長崎県立 佐世保中央高等学校（定時制課程昼間部） 

〒857-0017  佐世保市梅田町 10番 14号 

TEL 0956-22-1232・FAX 0956-23-5116 

URL (http://www2.news.ed.jp/section/sasebochuo-hiru/) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○高校で頑張ろうという意思を強く持っている生徒 
 ○「なりたい自分」に近づくための努力を惜しまな 

い生徒 
 ○周りの友達を大切に思える生徒 
 
■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕              校舎と桜 

 (1) 単位制 

   3年間で必修科目と選択科目を一定単位数以上修得すると卒業することができます。 

 (2) 一人一人の進路を大切にする授業システム 

   選択科目が多数（約 70 講座）あります。国公立大学から各種専門学校・就職まで、

目指す進路に応じた自分にぴったりの時間割を作ることで幅広い進路実現ができます。

また、多くの少人数の講座を設定するとともに、習熟度別授業やティームティーチン

グを実施している講座もあります。基礎学力の定着と応用力の充実を目指します。 

 (3) 二人担任制 

   一人一人の充実した高校生活のために、二人担任制によりあたたかくきめ細かなサ

ポートを行い、生徒の資質を最大限に伸ばします。 

 (4) 個々の能力・才能を伸ばす支援教育 

   総合的な探究の時間や LHR の時間を使って、コミュニケーション育成プログラムや

学習スキルアッププログラムを実施します。自己理解を深め、社会性を育てます。 

 (5) 学びなおしの科目を設定 

   学校設定科目として学びなおしの科目(ベーシック国語・ベーシック数学・ベーシッ

ク英語)を設定しています。中学校で学んだ内容の復習を中心に学ぶことができます。 

 (6) 制服はありません 

   個人の主体的な選択と判断を尊重し、普段は私服で登校しています。入学式や卒業

式などはスーツ姿で参加します。 

 

〔設置学科・クラス数等〕 

 【普通科】（1年次 2クラス、2・3年次は各 1クラス） 

   本校は前期・後期の 2学期制で、定期考査は年 4回、1日の授業は 50分を 6コマ実

施しています。定員は全学年 40名ですが、１年次は、高校生活に慣れるために 2クラ

スに分け、目の行き届いたきめ細かな教育を心がけていきます。 
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■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

4月 三課程合同入学式 対面式 歓迎遠足 

  5月 生徒総会 進路ガイダンス 

  6月 ボランティア清掃 定通大会 第 1回定期考査 

  7月 球技大会 

  8月 平和学習 職場体験学習（2年次）          (体育大会) 

  9月 第 2回定期考査                    体育大会 

                 10月 体育大会 

                 11月 中央祭 第 3回定期考査 

                 12月 球技大会 修学旅行（2年次） 

                 1月 第 4回定期考査（卒年次） 強歩大会 

                 2月 第 4回定期考査（1・2年次）卒業生を送る会 

                 3月 三課程合同卒業式 球技大会 

    中央祭 三課程合同文化祭 

 
〔部活動紹介〕 

  本校には三つの運動部と音楽部、芸術部、学芸部が 

あります。運動部の多くは定時制通信制の大会（定 

通大会）に出場し、長崎県の代表として全国大会に 

も出場しています。文化部も県コンクールや県展な 

ど積極的に参加しています。 

 －主な成績－                          卓球部 

 令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会長崎県予選大会 

バレーボール女子（優勝）、卓球男子団体（準優勝)・男子個人・女子個人（準優勝) 

バドミントン男子個人（準優勝）、バスケットボール男子（準優勝） 

 
■卒業生の進路 

 令和 2年 3月卒業生（51名）  －主な進学先－ 

 大谷大学、九州大谷短期大学、佐賀女子短期大学、 

 精華女子短期大学、佐世保高等技術専門校、 

佐世保市立看護専修学校、福岡美容専門学校、 

麻生外国語&製菓専門学校、佐世保美容専門学校、 

長崎リハビリテーション学院  

 －主な就職先－ 

 (株)西肥自動車、(株)エレナ、(株)山口組、 

 (株)松葉屋、(株)丸協食産、(株)博多屋、千住病院、 

佐世保市体育協会、(株)ENEOSウィング、JR 九州ハウステンボスホテル、 

(株)たまがわ、日本フードパッカー川棚工場、(株)ドラッグストアモリ、 

(株)サンデリカ福岡事業書、(株)ダイサン、アトモスダイニング(株) 

進学 

4年制大 1名 

短大 4名 

各種専門 14名 

就職 

県内 20名 

県外 5名 

公務員 5名 

その他 2名 

159



     長崎県立 鳴滝高等学校通信制 

    〒850-0011 長崎市鳴滝 1丁目 4番 1号 

   TEL 095-820-0099・FAX 095-820-0070 

         URL（http://www.news.ed.jp/narutaki-h/） 

■育成したい生徒像・求める生徒像                                             

〇本校の校訓「共に生きる 強く ひたむきに」のもと、変化・激動する現代社会の中 

で、豊かな心と志をもってたくましく生きる力を持った生徒の育成を目指します。 

○学習に対して強い意欲がある生徒 

 本校は自学自習が中心です。そのため、自分自身をうまくコントロールして計画的に 

学習に取り組まないといけません。                   

 ○ルールとマナーを守る生徒 

  全ての生徒の皆さんが安全で快適な学校生活を過ごせるように指導に力を入れていま 

す。                                            

■学校の特色 

通信制での学習の方法は、家庭で教科書や学習書を使って 

自分でリポートを完成していくことが中心で、年間を通して 

計画的な学習と自己管理が求められます。 

また、月に 3回程度、日曜日（または月曜日）に登校し、 

面接指導（授業等）を受けます。              

本校には 10代から 60代までのさまざまな年代の生徒が 

います。仕事を持ちながら学ぶ人、育児をしながら学ぶ人、毎日通学することが困難な 

な人などが、お互いの生き方を尊重しながら自分のペースで学んでいます。             

普通科、単位制の学校です。前期と後期の二学期制で、定期試験も前期・後期それぞ 

れ 1回ずつあります。 

卒業するためには、最低 3年間の在籍、必履修科目全てを履修し、74単位以上の単位 

を修得、特別活動への規定時数の出席が必要です。 

高卒認定試験に合格した科目も、本校の規定内で、卒業単位に組み入れることができ 

ます。 

遠方のため鳴滝高校への通学が困難な人のために島原、五島、壱岐、対馬高校の 4校 

が協力校となり面接指導を受けることができます。また、インターネットを利用した遠 

隔授業を定期的に行っています。 

■充実の学校生活 

さまざまな年代の人がコミュニケーションを図り、触 

れ合うための学校行事があります。バスハイクや運動会 

などは、家族的な雰囲気で行われています。 

部活動では、卓球部・バドミントン部・バレー部が熱 

心に活動しており、卓球部とバドミントン部は定通体育 

大会全国大会にも出場しました。 

また、生徒会活動も意欲的に取り組んでおり、8月の 

平和学習や 2月の鳴通祭（文化祭）の運営などで活躍しています。 

学習や生き方などで悩みが生じたときは、専門のスクールカウンセラーやスクール 

ソーシャルワーカーの先生に相談することができます。                                                            

■卒業生の進路 

  令和 2 年 3 月には 119 名が卒業しました。卒業生の中には既に仕事を持っている人も

多くいます。令和 2年 3月の卒業生の合格状況は下の通りです。 

○4年制大学 22名  ○短期大学 １名  ○専門学校等 30名  ○就職 10名 

授業の様子 

運動会 
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    長崎県立 佐世保中央高等学校通信制 

〒857-0017 佐世保市梅田町 10番 14号 

TEL 0956-22-1161・FAX 0956-23-5116 

URL (http://www.news.ed.jp/sasebochuo-h/) 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

  ○高校卒業資格の取得という確かな目標を持った生徒 
 ○自宅での自学自習主体の学習スタイルでも粘り強く継続して取り組むことのできる生徒 
 ○年齢・職業など多様な人がいる中で、相手を思いやり、ルールを守って学ぶことのできる生徒 
■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 
本校は、働きながら学びたい人や家事・育児をし 

ながら勉強したい人、高校を中退したが再挑戦した 

い人、何らかの事情で高校に行けなかった人など、 

高校卒業の資格を取得したい人たちのために大きく 

門戸を開いています。 

現在 15才から 51才までの約 530名の生徒が在籍しています。 

〔設置学科・コース等〕 

 【普通科】〔基本的な学びの手順〕 

(1) レポートの提出  
    科目ごとに月平均 1～2回程度の割合でレポートを書き上げて学校に提出します。 

提出期限を守って全部提出し、合格しなければなりません。 
(2) 面接指導（スクーリング）に出席  

    日曜日・月曜日・木曜日に実施しています。科目毎に出席しなければならない時間数が 
決められているので、月に 2～3回ほど登校し、面接指導に出席しなければなりません。 

(3) 試 験  

上記(1)と(2)の条件をともに満たすと試験が受けられます。試験は前期 1 回・後期 1 回

(8月と 1月)です。前期試験・後期試験ともに合格するとその科目の単位が認定されます。 
〔卒業資格〕 
  ○在籍期間 3年以上 

    3年間で必要な単位を修得すれば卒業できるようになっていますが、各自の学習ペースに 
あわせ、4年以上かかってもいいところが、大きな特徴のひとつです。 

  ○必履修科目を全部履修し、74単位以上を修得すること。 
  ○特別活動（学校行事や LHRなど）の時間に、規定時間以上出席すること。 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

           和やかな雰囲気で楽しめる遠足や通信運動会、自分のスポーツ技能を十分

に発揮できる定通体育大会、中央祭、生活体験発表大会等の行事があります。 

〔部活動紹介〕 

          昨年度は、卓球部女子、柔道男子が全国定通体育大会に県代表として出場し

ました。 

■卒業生の進路 

昨年度の卒業生 70名中、進学者は 17名で、4年制大学・専門学校・高等技術専門校・看護学

校へ進学しています。就職決定者は、24 名で、学校・ハローワーク紹介による就職の他に、自

己・縁故、自営を含みます。 

授業の様子 

通信運動会 
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