
格率です。3 年間の学習で、「高校卒業」と「准看護師資格試験

受験資格」を取得することが可能で、本校を卒業後さらに看護専

門学校等に進学すれば、最短で 20 歳の時に看護師になることが

できます。 
 
■充実した学校生活 

学校生活の様々な場面で生徒が主体となって活躍できる場面を設定し、生徒が成長を

実感できる学校を目指しています。学習・部活動・読書の鼎立（ていりつ）を実践する

とともに、地域に根差した学校を目指し、「バラモンプラン」と名付けた地域を探究す

る総合的な学習や、地域行事への参加も積極的に行っています。また学校の近くに寮も

あり、島外からも生徒が入寮して充実した生活を送っています。 

〔学校行事〕 

4月 入学式、対面式、新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、ふるさと散策 

5月 中間考査、生徒総会、PTA総会、校歌・遠征歌練習、高総体壮行式 

6月 高総体、お濠の清掃、五島長崎国際ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

7月 期末考査、ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ実習、校内競技大会、三者面談、ｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ競技別ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ、 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ(全体)、学習合宿（3年） 

8月 平和学習 

9月 体育祭、五高祭（文化祭）、中間考査 

10月 読書感想文ｺﾝｸｰﾙ、福江みなと祭り、戴帽式 

11月 ﾊﾞﾗﾓﾝ発表会、人権教育、芸術鑑賞会、期末考査 

12月 修学旅行（2年）、三者面談、冬季補習 

1月 大学入学共通テスト（本校で実施）、ﾏﾗｿﾝ大会、卒業発表会（3年ｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ） 

2月 生徒総会、准看護師資格試験、学年末考査 

3月 卒業式、校内競技大会 

〔部活動紹介〕  

体育部と文化部、それぞれ 10部ずつあります。生徒全員が部活動に所属しており、毎

日活動に励んでいます。昨年度の主な結果は以下の通りです。 

陸上部：全国高総体出場 3名 4種目（女子円盤投げ決勝進出）、国民体育大会出場 2名 

九州高校新人大会出場 3名（女子円盤投げ第 2位） 

柔道部：県高総体男子団体第 3位、女子団体第 3位 

県高校新人大会男子団体 3位（九州大会出場） 

女子 70kg級第 2位（九州大会出場） 

剣道部：県高校新人大会男子団体ベスト 4（九州大会出場） 

野球部：全国高校野球選手権長崎大会ベスト 16 

吹奏楽部：長崎県吹奏楽コンクール金賞 

百人一首かるた部：全九州総文祭出場 
 
■卒業生の進路 

＜普通科＞令和 2年 3月卒業生･･･国公立大 72名合格、私立大 86名合格 

 国公立大：九州大 2名、長崎大 8名、九工大 3名、佐賀大 1名、熊本大 4名、 

大分大 4名、鹿屋体育大 1名、長崎県立大 12名など 

私立大：福岡大 7名、西南学院大 1名、久留米大 6名、長崎純心大 6名など 

就職：五島市役所、自衛隊、九州商船など 

＜衛生看護科＞ 准看護師資格試験 22名合格（合格率 100%） 

戴帽式 

五高祭（文化祭） 

スポーツコースの生徒 
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長崎県立 五島南高等学校 

    〒853-0702 五島市岐宿町川原 3487番地 

 TEL 0959-82-0132 ･ FAX 0959-82-0185 

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

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○明るく、元気な挨拶ができる生徒 

 ○校訓「誠実」「努力」「積極」を体現する生徒 

 ○徳・智・体のバランスのとれた生徒 

 ○ふるさと五島について学び、将来地域社会に貢献 

  したいと考えている生徒 

 〇「学びたい」という強い意欲を持ち、生活環境や 

学習環境を変えて「しま」で高校生活を送りたい 

と考えている生徒 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

遣唐使の港、白石湾に臨む豊かな自然の中で、「誠実」「努力」「積極」を校訓に掲げ、

誠実な心を持ち、ひたむきに努力し、積極的に行動できる人材の育成を目指しています。 
また、下記のような 3 項目の基本理念を設け、小規模校の利点を活かしたきめ細かな

指導を行い、生徒一人一人が楽しく生き生きとした学校生活を送っています。 

基本理念 
1 一人一人が主役の学校 

（生徒一人一人が主役となり、自己肯定感を高めることができる学校） 
2 進路実現に向けて努力する学校 

（授業改善に努め、進路実現に向けて、生徒も教職員も懸命に努力する学校） 
3 保護者・地域の信頼と期待に応える学校 

     （保護者・地域から信頼され、社会に貢献できる人材育成に努める学校） 

〔設置学科・コース等〕 

【普通科】（1学年 2クラス） 

  〈普通コース〉 

  一人一人を大切にした少人数授業や朝読書・朝ドリル学習及び様々な学校行事を

通して、基礎学力及び人間力の向上を図り、多様な進路実現 100%を目指します。 

〈夢トライコース〉（離島留学） 

  キャッチフレーズ：「新しい出会い・ふれあい・夢トライ！」 

  「しま」の大自然を生かした農業・漁業体験などの自然体験活動を行います。

また、海水浴場の清掃や地域の祭りなどに積極的に参加し、地域の人々と触れ合

うことで、のびのびと活動しながら「生きる力」や「社会性」を育みます。 

◎学校設定教科（科目）「地域共生」（みなみタイム、地域創造） 

様々な体験活動を行うことで自分を見つめなおし、「生きる力」を養います。

さらに、計画的に周囲と協働して課題を解決するグループ学習を行うことで「社

会性」も養います。 

校舎 
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■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

 4月  入学式・歓迎式・稲作体験（田植え） 

   歓迎遠足 

 5月  生徒総会・あいさつ運動 

  いじめ根絶集会・地域通学路清掃 

    6月  高校総体・進路ガイダンスセミナー 

    7月  球技大会・夏季補習 

 8月 オープンスクール 

     稲作体験（稲刈り）・夏季補習 

    9月 体育祭 

    10月 文化祭 

    11月 一人一鉢運動・マラソン大会 

     あいさつ運動 

  12月 修学旅行（2年）・お魚教室（3年） 

      球技大会・冬季補習 

 1月 あいさつ運動 

    3月 卒業式・レクリエーション大会 
 
 
〔部活動紹介〕 

○陸上競技部（男子・女子） 

○バレーボール部（女子） 

○軟式野球部（男子） 

○バドミントン部（男子・女子） 

○総合文化部 

 

■卒業生の進路（最近 5年間） 

進学…長崎県立大学、長崎ウエスレヤン大学、長崎総合科学大学、九州産業大学、日本

経済大学福岡キャンパス、長崎女子短期大学、長崎短期大学、中村学園大学短期

大学部、長崎市医師会看護専門学校、佐世保市立看護専門学校、麻生看護医療専

門学校、あさくら看護学校、長崎リハビリテーション学院、長崎高等技術専門校、

佐世保高等技術専門校、農業大学校（畜産）、長崎医療こども専門学校、平岡調理・

製菓専門学校、ILPお茶の水医療秘書福祉専門学校、長崎県美容専門学校、ハリウ

ッドワールド美容専門学校、KCS福岡情報専門学校、日本工学院（ミュージックカ

レッジ） ほか 
 
就職…五島市役所、才津政男商店、明和会 たまんなゆうゆう、長崎電建工業、日本郵便、

日本コンピュータ・ダイナミクス、金子産業、トヨタレンタリース長崎、つばき

屋、司コーポレーション、アグリ・コーポレーション、ディーソル HPI、ニッポ

ンレンタカー九州、五島自動車、佐々木整骨院、さゆり会 ひだまりの舎デイサー

ビスセンター、エレナ、杉永蒲鉾、マツダ、ダイハツ工業、内海造船、イズミ、

太田商事、山崎工業、トリドールジャパン、キューハウ、タケノ、マルキョウ、

ワークステーション、大洋産業、オンテックス、ダイサン、自衛隊 ほか 
 

入学式 

田植え 

軟式野球部 
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長崎県立 奈留高等学校 

〒853-2201 五島市奈留町浦 1246番地 2 

TEL 0959-64-2210・FAX 0959-64-3087 

URL（http://www.news.ed.jp/naru-h/） 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 
〇豊かな人間性や自己肯定感を持ち、自己や他者の命 
を慈しむ生徒 

〇自らの課題を発見し、問題を解決して、理想を実現 
させようと挑戦する生徒 

〇ふるさとを愛し、地域社会・国際社会での貢献を目 
指す生徒 

 
■学校の特色 
［本校の魅力、本校ならではの特色］ 
○小中高一貫教育『小さな島の大きな挑戦』 
 奈留島は人口 2,300 人ほどの小さな島で、豊かな自然に囲
まれ、穏やかな時間が流れています。2018 年に江上集落
（江上天主堂とその周辺）が世界遺産登録となり、ますます
世界が注目する島になりました。このような奈留島で育った
感性豊かな生徒たちは、「夢実現」のためにいろいろな取り
組みを行い、さらに知性や人間性を磨いています。「三大行
事」と呼ばれる歓迎遠足、体育大会、かるた・百人一首大会
は小中高合同で行います。体育大会には多くの地域の方の参 
加もあり、島の人々の期待を直に感じることができます。高校生は小中学生が憧れる存 
在になるべくリーダーシップを発揮し、行事を終えるごとに成長していきます。また、 
清掃活動や地域行事の補助など、様々なボランティア活動で島を支えます。このように 
奈留島の子どもたちは島の人々に見守られながら成長します。 
 
〇イングリッシュ・アイランド・スクール『E 島 E明日 E仲間』 

奈留高校は全校生徒 30名と少人数ですが、平成

30年度から離島留学制度がスタートし、16名の生

徒が長崎県内はもとより全国各地から集い学んでい

ます。『Ｅ島 Ｅ明日 Ｅ仲間』をキャッチフレー

ズに、英語力重視のカリキュラムで進路実現 100％

を目指しています。主なものには、奈留島を理解し

英語を使い奈留の魅力を発信していく学校設定科目

「なるプロジェクト」、英語多読プログラ「NAPER」、

専門科目の「時事英語」・「異文化理解」の開講、                                        

そして海外語学研修を兼ねたシンガポールへの修学 

 旅行などがあります。 
［設置学科・コース等］【普通科】 
 1年生では習熟度別の少人数授業を行い、基礎力の養成や応用力の養成など、個々に対
応した授業が準備されています。2・3年生では進路希望に対応した二つのコース（Aコー
ス・Bコース）を設置しています。Aコースは就職・専門学校進学等を目指すコースで、基
礎力の充実に重点を置いています。簿記検定や情報処理検定、食物検定など、商業や家庭
の検定試験にも積極的に取り組んでいます。Bコースは4年制大学への進学を目指すコース
です。少人数授業を行い、受験に対応できる実力の養成を目指します。希望者には添削指
導も行っています。少人数だからこそできる指導により、進路実現のための実力を付けて
いきます。 

松任谷由実さん作詞作曲の愛唱歌 
「瞳を閉じて」歌碑 

小中高合同の体育大会 

シンガポールへの海外修学旅行 
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小中高合同かるた・百人一首大会 

高校総体では全生徒で入場行進をします 

試合中の女子バドミントン部 

■充実の学校生活 

 

［学校行事］ 

   4月 入学式 新入生研修 

小中高合同歓迎遠足 

   5月 中間考査  

生徒総会 

   6月 奈留っ子の心を見つめる教育週間 

小中高合同かるた・百人一首大会 

   7月 期末考査 球技大会 

  7・8月 夏季補習 

   9月 文化祭 

小中高合同体育大会 

   10月 中間考査 

   11月 マラソン大会 

海外修学旅行（語学研修） 

期末考査 

12月 人権教育  

12・1月 冬季補習 

   1月 学年末考査（3年） 

   2月 開校記念日  

学年末考査（1・2年）        

   3月 卒業証書授与式 球技大会 

 

［部活動紹介］ 

 二つの運動部と一つの文化部があり、全員が

いずれかの部活動に所属します。 

 一昨年度から新設された男子総合運動部では、

今年度はバドミントンを中心に活動を行ってい

ます。 

女子バドミントン部は春季選手権大会、高校

総体、長崎県新人大会などで活躍しています。 

  吹奏楽部は、日々練習を重ねて、定期演奏会 

 や年間10を超えるボランティア演奏を行ってい

ます。また、島外の方々や団体とも一緒にステ 

ージに立ち、多くのみなさんに演奏を聞いていただいています。進学や就職で島を離れる 

卒業生を港で送るときも、吹奏楽部が演奏します。 

 

■卒業生の進路（令和 2年 3月 卒業生 5名） 

 

【進 学】 長崎純心大学 長崎女子短期大学 長崎医療こども専門学校 

【就 職】 株式会社マルキョウ 老人保健施設サクラ 

 

82



校舎外観 

長崎県立 大崎高等学校 

〒857-2427  西海市大島町 3468番地 1 

TEL 0959-34-2069 ･ FAX 0959-34-2329 

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

 

■育成したい・求める生徒像 

 ○憧れを持ちつつ、目標に向かって果敢に挑戦し、           

前進できる生徒 

 ○学ぶ意欲を持ち続け、確かな学力を有する生徒 

 〇誰に対しても、明るく元気なあいさつができる生徒 

 ○自己の内面を見つめ、他人のことを思いやること 

のできる生徒 

○心身共に健康で、豊かな教養と品性を備えた生徒 

 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

○同居連携型中高一貫教育の推進 

昭和 27年に開校、創立 69年目を迎え、

各学年 2学級の小規模校ですが、明るく

礼儀正しい生徒と熱心な先生との温か

いふれあいに満ちた学校です。平成 25

年度から、西海市立大崎中学校と合同行

事や合同部活動などに取り組む「同居連

携型中高一貫教育」を行っています。    

また、「個性を活かし、たくましい人  

間力を育む、大崎高｣をスローガンに掲               

げ、①家庭学習の定着と部活動との両立    

②進路実現に向けた細かな指導  ③人権を尊重する態度の育成  ④地域との緊密な連携等

を目標としています。さらに、幼小中学校との連携事業やインターンシップなど、地域の

方との交流も盛んです。 

    

〔設置学科・コース・クラス数等〕 

○【普通科】（1学年 2クラス） 

2年次より、進学コースと就職コースに分 

かれ、それぞれの進路希望に応じた教育課程 

を編成しています。 

進学コースでは、少人数授業を多く取り入 

れ、日々の補習授業のほかに、3年生の夏に 

は強化学習会を行い、大学・短大・高看・各 

種専門学校等への合格を目指しています。 

就職コースでは、普通科目のほかに商業科 

目を学習し、就職に必要な各種資格取得を目指しています。また、進学コースと同様に、 

3年生の夏休みには就職指導を行い、公務員試験合格や一般企業への就職内定を目指し 

ています。 

企業見学 

中高合同体育大会 
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中高合同文化祭 

サッカー部 

■充実の学校生活 

 本校では、学校行事においても、「全員が主役」を合い言葉に、取り組んでいます。 

 

〔学校行事〕 

 

 

〔部活動紹介〕 

 全校生徒がいずれかの部活に所属し、活動しています。 

【体育部】 

野球・サッカー・陸上競技・弓道男子 

弓道女子・ｿﾌﾄﾃﾆｽ男子・ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子 

【文化部】 

吹奏楽・美術・報道・JRC  

 

 

 

 

 

 

 

 

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業） 

（進学） 

 佐賀大学 長崎県立大学 都留文科大学 近畿大学 長崎国際大学  

長崎ウエスレヤン大学 佐世保高等技術専門校 佐世保市立看護専門学校 

公務員ゼミナール佐世保校 九州医学技術専門学校 長崎リハビリテーション学院 

福岡医療専門学校 久留米リハビリテーション学院 西鉄国際ビジネス専門学校 

 

（就職） 

株式会社大島造船所 ダイヤソルト株式会社 日本郵便株式会社 セコム株式会社  

日本塩回送株式会社 山崎製パン株式会社 株式会社シーテック  

ハウテンボス株式会社 ドラッグストアモリ 株式会社フードウェイ 

日野自動車株式会社 海上自衛隊航空学生 など 

4月 入学式 

5月 中間考査、高総体壮行式 

6月 高総体、企業見学、生徒総会 

7月 期末考査、インターンシップ(2年) 

8月 進学補習(全学年)・就職補習(3年) 

9月 中高合同体育大会 

10月 中間考査 

11月 中高合同文化祭、マラソン大会 

12月 期末考査 

 1月 学年末考査(3年) 、修学旅行(2年) 

 2月 進路シンポジウム、学年末考査(1･2年) 

 3月 卒業式 

美術部 
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長崎県立 西彼杵高等学校 

                   〒857-2303  西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷 663番地 

TEL 0959-22-0405・FAX 0959-22-0216 

URL (http://www2.news.ed.jp/section/nishisonogi-h/index.html) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○高校における新たな自己との出会いと可能性を信じ

て、将来への｢希望｣の実現のために、学ぶことに努

力を惜しまない生徒 
○何事にも全力で取り組み、“ことば”を大切にして、

他者との協同的な活動を通して真摯に学び合い、豊

かな人間性を育てることに努める生徒 
 
■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

（1）【学びの共同体】（協同的学び）の授業 

 平成 27年度から県下の高校で初めて本格的に導入  

されました。協同学習を中心に、生徒が主体的に問題  

解決の方法等を聴き合ったり、話し合ったりしながら、 

答えを探求していく授業です。先生方が丁寧に支援を 

してくれるので、一人一人の能力に応じて学ぶことが 

でき、各自の学力が保障され、向上していきます。 

 

（2）『論理コミュニケーション』の導入 

  慶応大学での研究開発を 10 年以上重ねて構築した授業プログラムです。この授業で

「論理的に聴く力・考える力・伝える力」が身に付きます。思考力やコミュニケーショ

ン力が育成され、通常の「学力」はもちろんのこと、人と話す力、面接や作文・小論文

の力、大学入試等に対応する力が向上します。 

 

（3）『萌タイム』（「学びなおし」と「進学補習」）という独自の授業 

本校は、美しい海を見下ろす「萌多ヶ丘」の地にあります。その地名からとって、生   

徒の様々な可能性が萌え出ずる時という意味で『萌タイム』と呼んでいます。基礎力に

自信の無い人は、もう一度中学校からの学習内容を復習できます。また、大学受験を目

指す人は、より早い段階から進学のための発展的な特別補講を受けることができます。 

 

（4）活発な生徒主体の活動 

  本校は生徒会活動が活発です。体育大会や文  

化祭は生徒会主催行事で、生徒たちの主体的な   

企画・運営を取り入れています。また、本校の 

伝統的な新入生研修も、3年生の先輩がリーダ 

ーとなり、新入生を指導してくれます。生徒憲 

章をはじめとして、校歌や学校生活における基 

本的なマナーなどをわかりやすく、丁寧に教え 

てくれるので、安心して高校生活を送ることが 

できます。その他にもボランティア活動など生 

徒の主体的な活動が評価される学校です。 

授業風景 

文化祭テーマ発表 

校訓 
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〔設置学科・コース等〕 

本校では、１年次には全員が同じ科目を学びますが、２年次からは「探究コース」と「総

合コース」の二つに分かれます。本校の校訓である『誠実・克己・気迫』の理念のもと、

「思考力・人間関係力・実践行動力」の調和の取れた人間性の陶冶を図っています。 

 

【探究コース】主に 4年制大学進学希望者を中心としたコース 
2年次から国公立大学、私立大学、高等看護専門学校等への進学に対応した授業を行いま

す。さらに 3年次には、国公立大学と高等看護学校等への進学希望者の 2グループに分け、

国語、数学、英語の授業は別々に行います。 
【総合コース】主に就職希望者を中心としたコース 
現 3 年生は 2 クラス編制とし、少人数指導で、生徒一人一人にきめ細かな進路指導を行

なっています。 

 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

4月 始業式 入学式 

新入生研修  

  歓迎遠足  

5月 育友会総会        

 6月 県高総体 

 7月 三者面談 

校内球技大会 

 8月 平和学習 

9月 体育大会 

11月 文化祭 

12月 三者面談 

  耐寒競歩大会 

1月 修学旅行   

（2学年） 

3月 卒業式 

   校内球技大会 

 

〔部活動紹介〕 

本校では、体育部 7 部と文化部 4 部がそれぞれ活動しています。体育部はサッカー部、

野球部をはじめとして、どの部も活発な活動が行われています。文化部も、コンクールや

地域行事への参加や、作品の出品など、活発に活動をしています。また、ボランティア活

動も盛んに行われており、近隣の特別養護老人ホーム・身体障害者厚生援護施設の入所者

の方への車椅子買い物介助・食事介助、施設訪問・交流活動などが評価されています。 

 

■卒業生の進路 

○進学（21名）：国公立大学 2名、私立大学 4名、短期大学 2名、専門学校 13名 

 ・主な進学先…長崎大学、琉球大学、長崎総合科学大学、長崎純心大学、長崎国際大学、

大阪国際大学、長崎短期大学、福岡医療専門学校、福岡看護専門学校、

四万十看護学院、長崎リハビリテーション学院、長崎医療技術専門学校、

京都医療福祉専門学校、長崎高等技術専門校 など 

 

○就職（23 名）：公務員 5 名、一般就職県内 12 名、県外 5 名、縁故就職 1 名               

（就職内定率 100％） 

 ・主な就職先…【公務員】西海市役所、一般曹候補生・自衛官候補生（陸上） 

             ＊過年度生 2名（国土交通省九州地方整備局、西海市役所） 

【一般就職県内】ダイヤソルト㈱、黒瀬建設㈱、㈱お茶の山口園 

㈱エレナ、㈲森満工業 ㈲さいかい堂 ㈲山崎マーク  

医療法人外海弘仁会日浦病院 など 

【一般就職県外】山崎製パン㈱、春日井製菓㈱、ダイハツ工業㈱ など 

体育大会 
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長崎県立 国見高等学校
〒859-1321  雲仙市国見町多比良甲 1020番地 

  TEL 0957-78-2135・FAX 0957-78-2126 

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

■育成したい生徒像・求める生徒像

○気魄と情熱があり、目標に向かって努力を続ける

ことができる生徒

○豊かな心を持ち、自らの課題に主体的に取り組む

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）進路指導の充実  

ICT機器を用いた授業により理解が深まり、基礎学力の向上につなげています。

1 年次から担任との個人面談の充実を図り、基礎学力診断テストの結果も用いて 2

年次では進学・就職の方針を決めています。4 年制大学から短大、専門学校、公務

員、企業就職まで幅広い進路に対応できる教育課程を編成し、生徒の夢実現に向け

た指導を行っています。 

（2）部活動の充実

15種類の部活動・同好会があり、日々、熱心に活動しています。中でもサッカー

部は有名で、卒業生は、J リーグの現役選手として、指導者として、全国各地で活

躍しています。また、昨年から、総合運動部（国スポ）を立ち上げ、体力の向上な

ど生徒のニーズに合わせた活動を行っています。 

（3）環境教育の充実

高校版環境マネジメントシステム「EMS」を導入し、生徒と教職員が一体となって

「環境づくり事務局」を運営しています。定期的に広報紙「エコダネ」を発行し、

省エネ省資源活動を展開しています。 

〔設置学科・コース等〕 

○設置学科 普通科

  生徒一人一人の希望を実現する進学指導、就職指導に 

力を入れています。2年次から体育コース、普通コース 

に分かれます。 

○コース等

【体育コース】

 通常の保健体育の授業以外に 2～3年次で週に 6時間、 体育コース 授業風景 

体育の授業を増やし、競技力向上はもとより、体育実 

技や体育理論を深く学び、地域社会で活躍できる人材 

育成を目指します。 

【普通コース】 

一人一人の進路実現のため、手厚いキャリア教育を 

実施しています。幼児教育（保育）希望者や介護職希 

望者には地域の施設の協力でボランティア実習の機会 

を設けています。       看護専攻 看護体験 

校舎正面
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   ※看護・医療専攻…看護学校と連携したキャリア教        

育、看護学校受験に対応した選択授業、手厚い補習 

や添削指導を行っています。 

            

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

  団別対抗で行われる 9月の体育祭は、大いに盛り上が 

ります。特に 3年生の集団演技は保護者だけでなく、地        星原祭  

域の方も楽しみにされています。10月には星原祭(文化 

祭)、12月には校内マラソン大会と学校行事が続きます。 

また、各学期末には校内球技大会が生徒会主催で行われ、 

競技種目も多彩で、白熱した試合が展開されます。        

〔部活動紹介〕                         

  7体育部と 7文化部、1同好会が活動に励んで 

います。特に、サッカー部が第 98回全国高校サッカー 

選手権長崎県大会で 9年ぶりに決勝に進出しました。ま 

た、プリンスリーグ九州に昇格し、古豪復活に向けて学 

校全体が盛り上がっています。                   サッカー部  

 

■卒業生の進路                 

(1)進学  

○4年制大学 

 長崎大学、長崎県立大学、長崎純心大、山梨学院大、中央学院大、関東学園大、  
中京大、東海学園大、同志社大、大阪国際大、大阪産業大、関西国際大、  
大阪商業大、大阪学院大、徳山大、環太平洋大、熊本学園大、近畿大、筑紫女学園大、 

九州共立大、久留米大、九州国際大、九州産業大、日本経済大、日本文理大  など 
○短期大学 

 長崎女子短、福岡女子短、精華女子短、大阪国際大短期大学部 など 
○看護専門学校 

 島原市医師会看護、福岡私設病院協会看護、アカデミー看護、福岡医療、  
名古屋市中央看護 など 

○医療系専門学校 

 福岡医療、武雄看護リハ、福岡和白リハ など 
○専門学校 

 西鉄国際ビジネスカレッジ、平岡調理製菓、麻生情報ビジネス、福岡医療秘書福祉、 
西日本アカデミー航空、福岡医療・スポーツ、福岡カレッジオブビジネス、  
トヨタ名古屋自動車大学校、文化服装学院、県立佐世保高等技術専門校 など 

(2)就職  

○県内 
 大島造船所、丸高商事、九州ワコール、稲佐山観光ホテル、南風楼、  
島原ソーイング、ハマエンジニアリング、大誠ハウス、マルヨシ、清香園、 
星のくま、手をつなぐ育成会、庄司屋敷、あさひ保育園、老人保健施設サクラ など 

○県外 
 ジャパンマリンユナイテッド、大丸別荘、アートレンタル、マツダ、内海造船、 

奥谷組、串八、ワークステーション、日鉄テックスエンジ、天寿病院、 

日本製鉄君津製鉄所、ロイヤル、東京美々卯、空港協力事業、 

陸上自衛隊一般曹候補生、陸上自衛隊自衛官候補生 など 
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長崎県立 小浜高等学校

 〒854-0595 雲仙市小浜町北野 623番地 

 TEL 0957-74-4114・FAX0957-75-0401 

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

■育成したい生徒像・求める生徒像

○将来を見据え、学習や部活動、学校行事、 

ボランティア活動に積極的に参加し、自

らの夢を実現する意欲に満ちた生徒

○基本的な生活習慣が身に付いており、思

いやりの心や何事にも感謝の気持ちを持

って取り組む「誠実な人」であろうと努

努力する生徒

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

校訓は「誠実な人」。平成 11 年度に県内初の国際観光科が発足し、平成 17 年には商

業科と統合してビジネス・観光科が新設されました。そして、平成 31年度からビジネス・

観光科に替わり、「総合ビジネス科」が誕生しました。これまで以上に商業科目を充実

させ、さらに新たに韓国語講座を設けました。TOPIK3 級取得を目標とし、商業科目も含

め上級資格を取得して、確実に就職に繋げるとともに、大学進学も目指します。 

 平成 18年度から校舎、体育館、武道場、グラウンドも全面改修され、学校が完全に新

しくなりました。教室も冷暖房完備と、大変恵まれた環境の下で、生徒・教職員ともに

毎日明るく楽しい学校生活を過ごしています。体育祭や文化祭では生徒が自主性を発揮

し、大いに盛り上がります。また、地元小浜町で行われる県高総体駅伝競技では、清掃

活動や全校応援で学校と地域が一丸となって協力します。校歌の作曲者は古関裕而さん

です。 

〔設置学科・コース・クラス数等〕 

【普通科】（1学年 1クラス） 

 普通科は大学・短大・専門学校への進学を中心に多様な進路希望の実現に対応できる 

体制を整えており、2・3年生では文系・理系に分かれ、多くの選択科目から希望の科目 

を選択できるようになっています。また、習熟度別や少人数授業、ティーム・ティーチ 

ングなどわかりやすい授業を展開し、基礎学力をしっかり身に付ける指導をしています。 

【総合ビジネス科】（1学年 1クラス） 

  総合ビジネス科は、2年生から次の二つのコースに分かれ 

ます。 

①情報ビジネスコース：情報を処理できる技術を身に

付け、情報を発信・応用しな

がら郷土を愛し、地域に貢献

できる人材を育成します。 

②会計ビジネスコース：商業実務に即した知識と技術

を身に付け、ビジネス能力を発

揮できる人材を育成します。 

校舎全景 

パソコン授業 

課題研究韓国語 

89



■充実の学校生活

〔学校行事〕

4月 入学式 対面式 体力テスト 歓迎遠足 

5月 PTA総会 中間考査 生徒総会 

6月 高総体壮行式 高総体 生徒会役員選挙 

7月 期末考査 校内球技大会 三者面談 夏季補修 

8月 平和学習 夏季補習 体育祭活動 

9月 体育祭 

 10月 中間考査  2年職場体験学習 文化祭 

 11月 高校駅伝全校応援 

 12月 期末考査 校内球技大会 釜山韓国語学研修 

1月 上級生体験談 学年末考査（3年）  

2年修学旅行 ハイキング・トライアル 

2月 学年末考査（1・2年） 

3月 卒業式 校内球技大会 

〔部活動〕 

 運動部が 8（野球、サッカー、陸上（男女）、弓道（男女）、バレー（男女）、 

バドミントン（男女）、卓球（男女）、柔道（男女））、文化部が 4（吹奏楽、 

科学、茶道、メディア）あり、毎日活発な活動を行っています。 

 昭和 63 年に野球部が初の甲子園出場を果たし、以降は常に好成績を収めていま

す。昨年の夏の甲子園予選では全校応援を行い、甲子園出場のチーム相手に７回ま

で同点の好ゲームで、スタンドを湧かせました。

   

■卒業生の進路

（令和 2年 3月卒業生）

〔大 学・短 大〕熊本学園大学、福岡女学院大学、長崎国際大学、長崎女子短期大学 など 

〔その他の進学〕麻生看護大学校、天草市立本渡看護専門学校、島原市医師会看護専門学

校、長崎高等技術専門校、長崎県立農業大学校 など 

〔就 職〕トヨタ自動車、三菱自動車工業、マツダ、トヨタ自動車九州、コーリツ、

上田石灰製造、大島造船所、内海造船、日本郵便、青雲荘、和泉屋、 

フジデリカ、パサージュ琴海、嬉野観光ホテル大正屋 など

〔公  務  員〕長崎県職員（一般事務）、自衛官一般曹候補生（陸上） 

高総体 

体育祭での応援合

文化祭での出し物 

野球部 
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長崎県立 口加高等学校 

〒859-2502 長崎県南島原市口之津町甲 3272番地 

TEL 0957-86-2180・FAX 0957-86-2307 

URL（http://www.news.ed.jp/kouka-h/） 

■育成したい生徒像・求める生徒像

○自律の心で自分の意思や判断によって行動する生徒【主体性】

〇利他の心で公共のために他者と協力・活動する生徒【協働性】

〇寛容の心で他者の価値観を尊重し多様性を受容する生徒【多様性】

■学校の特色

【四つの口加ブランド】

「多様な生徒を受け入れる多様な学科・コース（2学科・3コース）」 

学科・コース概要

○普通科・グローカルコース（特別進学コース・1学年 1クラス）

4年制の国公立大学や私立大学への合格を目指します。

島原半島の志の高い中学生が憧れ、集い、共に切磋琢磨す

るコースにし、各分野における次代を担うリーダーを育て

ます。定員が 40名という少人数のメリットを生かし、「大

学に進学するならば口加のグローカル」と言われるよう、

第一志望大学への合格を後押しします。  

○普通科・普通コース（１学年 2クラス）

 4年制大学、短大、専門学校、公務員、就職など多様な進路希望に応じて、個々

に応じた学習指導を行い、進路実現を目指します。

○普通科・生活創造コース（2年次から）

保育・幼児教育・衣食住などの生活を支えるスペシャリストを養成します。将来、

幼稚園教諭、保育士、栄養士、調理師、パティシエ、美容、ファッション関係の仕

事を目指す 4年制大学や短大、専門学校への進学を目指します。年間を通して、乳

幼児親子交流学習、保育園実習を体験し授業の学びを深めます。全国高校家庭科技

術検定食物調理 1級・洋服製作 1級・和服製作 1級の三種目合格を最短 2年で取得

可能です。

○福祉科（1学年 1クラス）令和元年度開設 ＊県内公立高校初

国家資格である「介護福祉士」の資格を、高校 3年生で取得できる学科です。     

新しい時代に必要とされる知識や技術、福祉のこころを有する福祉のリーダーを育

成します。また、卒業後は、大学や専門学校へ進学し、社会福祉士、理学・作業療

法士などへの道をはじめ、就職等の多様な進路実現に対応していきます。 

「きめ細かな進路指導体制」 

少人数制学習・習熟度別学習・個人添削・学習合宿・各種模試及び実力テスト・

自学会・休日の学校開放など多様な学習環境を整えています。

オーストラリア語学研修

口加ブランド① 

口加ブランド② 
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      「恵まれた教育施設」

英語教育に特化した EZ（イングリッシュ・ゾーン）教室での授業、福祉科専用の介

護実習室も新設され充実した授業が展開されています。またグラウンドも二つ設置さ

れており、一つは陸上部専用のグランドとして利用しています。

「生徒も先生も燃える学校行事」 

体育祭や菖蒲祭（文化祭）、口加塾（各分野の第一線で活躍している本校卒業生に

よる講演会）など、伝統ある口加の行事が多数あります。

■充実の学校生活

〔学校行事〕

 
 

菖蒲祭（文化祭）

〔部活動紹介〕

8の運動部と 5の文化部が活動しています。 

運動部では、輝かしい実績を持つ陸上部をはじ

め、ソフトテニス部、野球部、卓球部、バレーボ

ール部等多くの部活動が県内上位進出を目指して 

日々、熱心に活動しています。 

文化部では、県吹奏楽コンクールにおいて優秀な成績を残している吹奏楽部は、定期

演奏会や地域と連携した活動にも力を入れています。また、放送部、美術部は、県高文

連大会で優秀賞を獲得し、全国や九州大会でも入賞を果たすなど活発な活動を続けてい

ます。 

■ 卒業生の進路（令和 2 年 3 月卒業生 進路状況）

進 路 人数 主な進路先・就職先 

国公立 4年制大学 16 熊本大学、長崎大学、山口大学、鹿屋体育大学、長崎県立大学等 

私立 4年制大学 27 中村学園大学、福岡工業大学、杏林大学、長崎国際大、長崎純心大等 

短期大学  6 長崎女子短期大学、福岡女学院短期大学、精華女子短期大学等 

看護医療系専門学校 17 島原市医師会看護専門学校、嬉野医療センター附属看護専門学校等 

その他の各種学校 13 福岡医健・スポーツ専門学校、福岡大村美容ファッション専門学校等 

公務員・就職  8 税務職、長崎県警、福岡県警、島原広域消防、島原自動車学校等 

4月 入学式 新入生校内研修 歓迎遠足 個人面談 

5月 防災訓練 中間考査 生徒総会 

6月 高総体 期末考査 

7月 海岸清掃 校内スポーツ大会 保護者面談 学習合宿 

8月 夏季補習 平和学習 

9月 体育祭 

10月 中間考査 菖蒲祭（文化祭） 

11月 口加塾（人生の達人セミナー） 

12月 期末考査 修学旅行 冬季補習 

1月 大学入学共通テスト 探究学習発表大会 

2月 マラソン大会 学年末考査

3月 卒業式 校内スポーツ大会 終業式 自学会

体育祭 

口加ブランド③ 

口加ブランド④ 

高総体壮行式 
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長崎県立 川棚高等学校

〒859-3616 東彼杵郡川棚町白石郷 64番地 1 

TEL 0956-82-2800・FAX 0956-82-2879 

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

■育成したい生徒像・求める生徒像

○志を高く掲げ、自ら学び、自らの能力を高めていこうとする意

欲を持っている生徒

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

(1)川棚高校の概要

本校は、創立 79 年目を迎えた伝統校です。校訓「自律・信愛・究理」のもと、自律

の精神を鍛え、仲間とともに学習と部活動の文武両道の実践に励み、自分の進路志望

実現に全力投球できる学校です。 

(2)川棚高校の教育目標

川棚高校は、ふるさと長崎の明日を拓く人を育てます

－ふるさとを愛し、ふるさと長崎で活躍する人の育成－ 

①地域を深く知り、地域の課題を探究する力の育成

②自ら学び、自らの人生を切り拓いていく高い志の育成

③他者と協働し、問題解決の手だてを学ぶ力の育成

(3)重点的な取り組み

①きめ細かな指導

少人数指導や個別添削、生徒支援等を通して一人一人を大切にします。

②主体的・対話的で深い学びの実践

基礎学力の充実及び思考力・判断力・表現力を育てます。

③思考力、判断力、表現力の育成

各教科の特質に応じた「見方・考え方」を育てます。

④地域の関連機関との連携

地元企業、行政機関と連携し、社会的な規範に基づく勤労観・職業観を育てます。 

⑤豊かな人間性を育む指導

知徳体バランスのとれた教育により、豊かな心と郷土愛を育てます。

〔設置学科・コース・クラス数等〕 

普通科（1学年 2 クラス、2 学年 3 クラス、3学年 4クラス） 

生活総合科（全学年１クラス） 

【１年次】＜普通科・生活総合科共通＞ 

地域の関連機関との連携により勤労観・職業観を高め、体験的 

な取り組みを通して地域を深く知り、地域が抱える課題を発見できる人を育てます。  

 校舎全景 

体育祭 

文化祭 
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【2年次】 

＜普通科＞ 

○地域魅力探究コース

「広い視野や柔軟な発想力を持ち、ふるさと長崎を牽引する人の育成」

これからの社会で生きるために必要な思考力・判断力・表現力を高めながら、生 

徒の興味・関心や適性に合わせた進路選択ができるように、文系・理系の特性に合 

わせたカリキュラムを設定するとともに、文理融合型の教科横断的な活動から幅広 

い視野と柔軟な発想力を身に付けさせ、ふるさと長崎をリードする人を育てます。 

○地域魅力発見コース

「幅広い教養と専門知識を持ち、ふるさと長崎を創造する人の育成」

 これからの社会で生きるために必要な思考力・判断力・表現力を高めながら、生 

徒の興味・関心や適性に合わせた進路選択ができるように、幅広い教養と知識を身 

に付けさせ、ふるさと長崎を創造する人を育てます。 

  ＜生活総合科＞ 

「深い専門知識と高い技能を持ち、ふるさと長崎を支える人の育成」 

これからの社会で生きるために必要な思考力・判断力・表現力を高めながら、食 

物・被服・保育・介護福祉・情報など生活に関わる分野の進路選択ができるように、 

深い専門知識と高い技能を身に付けさせ、ふるさと長崎を支える人を育てます。 

■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  5 月 中間考査 

6月 高総体 期末考査    7 月 校内球技大会 三者面談 

8月 学習合宿(3 年) 平和学習   9 月 体育祭 

10月 中間考査 芸術鑑賞会 文化祭  11月 期末考査 

12月 三者面談   1月 センター試験 修学旅行（2 年）

2月 マラソン大会 学年末考査   3 月 卒業式 校内球技大会 

〔部活動〕 

運動部 8部・文化部 4 部を設置し、ほとんどの生徒が参加しています。ホッケー部 

や陸上部長距離が九州や全国で活躍しています。 

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業生、合格者延べ数）

国公立大学： 11 名 長崎大、大分大、宮崎大、山口県立大、長崎県立大 

私 立 大 学：106 名 福岡工大、九産大、長崎総科大、長崎国際大、長崎外大 など 

短 期 大 学： 25 名 長崎短大、西九州大短大部、香蘭女子短大、福工大短大部 など 

高等看護学校及び医療系専門学校：10名 佐世保市立看護学校 など 

その他の各種学校：33 名 

  ＜そ の 他＞就職等 
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波佐見高校校舎全景 

長崎県立 波佐見高等学校 
   〒859-3725  東彼杵郡波佐見町長野郷 312-5 

 TEL 0956-85-3440 ･ FAX 0956-85-6105 

             URL(http://www2.news.ed.jp/section/hasami-h/index.html) 

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 
〇学校での活動を通じて、規範意識や他者を尊重する心を身に付けることができる生徒 

〇地域に貢献できる意欲と能力を持ち、将来、地域社会の中心となって活躍できる生徒 

〇明確な目標を持ち、学力をしっかりと身に付け、進路の実現に向けて努力できる生徒 

 
 

■学校の特色 

400年の陶芸の歴史を持つ、水清く自然豊かな町、波佐見町にある学校です。「自律・積

極・究理｣の校訓のもと、274名の生徒と42名の教職員が、『チーム波佐見』～今と今から

の笑顔育む～をスローガンに、生徒、職員、保護者、同窓生が一致団結して、地域や社会

に大きなうねり（ビッグウェーブ）を生み出すよう頑張っています。平成26年度には、こ

れまでの普通科、商業科に加え、新たに県内公立高校初となる「美術・工芸科」が開設さ

れ、平成28年度から3科体制が整いました。美術・工芸分野のスペシャリストや伝統工芸の

後継者を育成し、本県芸術教育の一層の推進を図っていきます。 

 

【普通科】（1学年2クラス） 

普通科目をバランスよく学習して基礎学力を身に付けて、進

学にも就職にもしっかりと対応していきます。平成23年度から、

「中国語」の授業を開講しています。 

 

【商業科】（1学年1クラス） 

普通科の科目に加えて、簿記や情報処理などの商業科目を学

習し情報化社会に対応できる知識、技能をしっかりと身に付け

ます。就職だけでなく、商業系の大学進学にも対応していきま

す。また、資格検定に向けて受験対策を行い、資格取得を目指

します。 
 

【美術・工芸科】（1学年1クラス） 

平成26年度に開設された、県内公立高校で初の美術系学科。

絵画、デザイン、陶芸の美術系専門科目を多数学習することが

できます。また3年間を通して素描を学び、美術系大学の進学

に対応した専門的な学習内容に取り組んでいます。1～2年次で

造形表現の基礎を身に付けて、3年次では各専攻（絵画・デザ

イン・陶芸）に分かれ、より専門的な内容を学習します。 

 
 

美術・工芸科 

 
商業科 

 
普通科 
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活動の様子(芸術鑑賞会など) 

■充実の学校生活 
〔学校行事〕 

 4月 入学式 着任式 対面式 実力テスト 初期研修(1年) 歓迎行事 

5月 中間考査 PTA総会 開校記念日  

6月 県高校総体 第 1回オープンスクール 生徒総会 期末考査 

 7月 中高連携陶芸教育 校内球技大会 夏季補習 

 8月 就職試験対策講座(3年） 

 9月 体育祭 進学者・就職者激励会 中間考査 

10月 第 2回オープンスクール 

11月 県高等学校総合文化祭美術展 陶芸教育見学会(1年) 文化祭 

12月 期末考査 校内球技大会 インターンシップ(2年) 芸術鑑賞会 

 1月 基礎力診断テスト 陶芸教育見学会(2年)  美術・工芸科卒業制作展 

 2月 ロードレース大会 1・2年学年末考査 修学旅行(2年) インターンシップ(1年) 

 3月 卒業式 校内球技大会 進路ガイダンス 終業式 

 
 

〔部活動紹介〕 

体育部（9）・文化部（7）が毎日活動に励んでいます。体育部では野球部の活躍が有名

で、平成 8年、13年、29年の 3回、夏の甲子園に出場。そして 23年春、センバツ大会出

場を果たしました。文化部では陶芸部・デザイン部・美術部が想像力豊かな作品を数多く

制作し、全国高総文祭に毎年選抜されています。また、商業クラブは米作り（田植えから

収穫、米販売）を通して販売実習を行うなど多岐にわたり活躍しています。 

 

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業） 
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長崎県立 北松西高等学校
〒857-4701  北松浦郡小値賀町笛吹郷 2657番地 3 

TEL 0959-56-2965・FAX 0959-56-3155 

  URL（http://www2.news.ed.jp/section/hokushounishi-h/index.html） 

■育成したい生徒像・求める生徒像

〇身に付けた力を、世界や日本の舞台で発揮できる生徒だけ

  でなく、将来的に出身地域の発展に役立てたいと思う生徒 

〇基本的生活習慣が確立しており、自己実現、地域貢献に向

け情熱をもって取り組む生徒 

〇学習意欲が旺盛で、学校行事や生徒会活動等に積極的に取

り組む生徒 

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

五島列島北部に位置する小値賀島とその周辺にある大小 17の島からなる小値賀町。本校

は、この島唯一の高等学校です。素晴らしい自然と松林に囲まれた連携型小中高一貫教育

校であり、全体目標である「一人一人の夢の実現」を目指したきめ細かい教育を実践して

います。小中高の教員による乗り入れ授業及びティーム・ティーチングなどによる学力向

上のための取組を行い、世界に羽ばたく人材から地元に戻り地域を支える人材まで幅広く

育成するための 12年間を通したキャリア教育を展開しています。 

小中高の合同行事として「小中高合同歓迎遠足(4 月)」、「小中高合同海浜清掃(6 月)」、

「中高合同体育祭(9 月)」、「イングリッシュデー(11 月)」などは、いずれも小中高や中高

の生徒・職員が一体となって作りあげる行事です。「小値賀の子どもたちは小値賀で育てる」

をモットーに地域の方々からも大きな期待が寄せられています。様々な活動を通して、全

生徒が「自律・気魄・創造」の校訓を体現しています。また、今年度は創立 70周年であり、

「飛翔 ～その先へ～」のキャッチコピーのもと、記念式典、記念文化祭など実施します。 

〔設置学科・コース等〕普通科（1学年 1クラス） 

生徒の興味・関心を生かし、多様な進路に対応するため、2 年次から器楽・フードデザ

インなどの選択科目を取り入れています。きめ細かな少人数指導や習熟度別授業により、

就職・進学両方に対応できる学力を付けることができます。

校舎全景 

小中高合同歓迎遠足 小中高合同海浜清掃 イングリッシュデー
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