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島原工業高校・実習棟 
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木材加工

長崎県立 島原工業高等学校

〒855-0073 島原市本光寺町 4353番地 

TEL 0957-62-2768・FAX 0957-63-2215 

URL（http：//shimabara-th.ed.jp/） 

■育成したい生徒像・求める生徒像

○ルールやマナーをしっかりと守ることができ、

部活動や学校行事にも積極的に参加する向上心

を持った生徒

○工業の分野に興味があり、高い志を持って何事

も挑戦することができる生徒

○鍛錬を重ね、困難にも粘り強く立ち向かう生徒

■学校の特色

本校は、昭和38年4月に工業発展の軸となる有能な技術者の育成を目的に創立されました。

校訓に「剛・創・和」を掲げ、島原の穏やかな地域の中、ものづくりに励む逞しい人材の育

成をモットーに教育活動に取り組んでいます。平成 23年度に改築が完了し、真新しい校舎と

最新鋭の設備、体育館には射撃場・レスリング場を併設する豊かな教育環境を整えています。 

【機械システム科】

  機械と電気・電子・情報に関する知識・技術を学び、

高度化する生産システムに対応できる実践的技術者の

育成を目指します。手作業からコンピュータ制御され

る生産技術まで、幅広い知識と技術の習得を通じて、

技術者としての人間的素地を培います。 
【電気電子科】

  生活を支える電気を「作る（発電）・送る（送電）・

配る（配電）」ために必要な知識と技術を習得します。

環境に優しい電気自動車、コンピュータやスマートフ

ォンなど情報通信機器の基盤を支える電子技術も学び

ます。また、電気・電子技術者に求められる各種資格

取得も目指します。 
【建築技術科】

  人々の生活を守り、豊かにする様々な建築物や構造

物の構造や、設計や施工に関する専門的な知識や技術

を学びます。更に、土木技術に関する基礎的な知識や

技術にも配慮し、地元建設業界のニーズにも応える実

践的技術者を目指します。 

■充実の学校生活

  学校行事においては、体育祭や文化祭（工業展）、競技大会など様々な工夫を凝らしたも

のがあり、伸び伸びとした生徒の姿を見ることができます。

また、各学科や部活動（科学・情報技術・工作）を通して“ものづくり”に必要な技術や

知識を身に付け、若年者ものづくり競技大会や技能五輪大会などの各種競技大会に出場し、

習得した技術や知識を確かなものにしています。
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体育祭 

射撃部 

［学校行事］（令和 2年度の予定） 

  4月 入学式 基礎力診断テスト 歓迎遠足 

  5月 中間考査 

  6月 高総体 ものづくりコンテスト 

  7月 期末考査 校内競技大会 オープンスクール 

 9月 始業式 基礎力診断テスト ロボットコンク 

ール 溶接競技大会 中間考査 

10月 体育祭 

11月 文化祭 2年生インターンシップ 期末考査 

12月 校内競技大会 終業式 

1月 始業式 実力テスト（1・2年） 発明創意工夫コンクール 学年末考査（3年） 

2月 課題研究発表会 2年生修学旅行 学年末考査（1・2年）

3月 卒業式 校内競技大会 終業式

［部活動紹介］

  入学時に生徒全員が部活動に加入して、3年間続けることを

目標としています。勉学と部活の両立を図り、質実剛健で協調

融和していく健全な精神を育成します。特にレスリング部と射

撃部は県の強化指定を受けており、全国大会でも好成績を収め

ています。

（運動部）

陸上部、バレーボール部、ソフトテニス部、バスケットボール部、卓球部、射撃部

レスリング部、サッカー部、ソフトボール部、ラグビー部、野球部

（文化部）

美術部、写真部、機械工作部、建築工作部、電気システム部、図書部、ボランティア部

■卒業生の進路

  県内外の企業において、幅広い職種で多くの卒業生が活躍しています。素直で真面目な島

原の生徒の人柄が企業内で高い評価を得ており、創立以来、100％の就職率を誇っています。

また、ここ数年、多様な進路先を確保するため進学や公務員にも力を入れています。

（令和 2年 3月卒業生の進路状況）

学科 機械システム科 電気電子科 建築技術科 合 計 

卒業者数 40 40 38 118 

就 

職 

関 東 4 14 10 28 

中 京 12 3 0 15 

関 西 1 5 3 9 

中 国 0 0 0 0 

九 州 4 6 8 18 

県 内 11 10 6 27 

計 32 38 27 97 

公 務 員 4 0 2 6 

自己縁故 0 0 3 3 

合 計 36 38 32 106 

自  営 0 0 0 0 

進 

学 

４年生大学 1 0 0 1 

大学校 0 1 0 1 

県立高技専 1 0 1 2 

専門学校 2 1 5 8 

合 計 4 2 6 12 
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放虎紋 

長崎県立 大村工業高等学校
〒856-0815 大村市森園町 1079番地 3 

TEL 0957-52-3772・FAX 0957-52-3720 

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

■育成したい生徒像・求める生徒像

○基本的生活習慣が確立しており、本校を志望する動機及び理由が明確な生徒

○学習活動、資格取得、ものづくり、部活動に積極的に取り組み、他と協調して学校生活

を送ることができる生徒

■学校の特色

[本校の魅力、本校ならではの特色]

昭和 37年の開校以来、「技術者たる前にまず人間たれ」

の校訓のもと、「知・徳・体」の調和のとれた人間形成と

実践的な工業人の育成を目指しています。今年度で創立

58周年を迎え、「精神一到」「No.1～最強工業高校宣言」

をキャッチフレーズに工業高校としてのさらなる進化を

目指しています。 

部活動では全国選抜大会史上最多の 7 度の全国制覇を

成し遂げたソフトボール部、全国でも上位入賞しているバ

レーボール部、過去 3 年連続日本一に輝いたアーチェリ

ー部を中心に、数多くの部活動が県内で入賞を果たし、九

州大会、全国大会に出場しています。

また、ものづくりや資格取得にも力を入れており、各学

科でそれぞれの特色に応じた様々な資格を取得していま

す。さらに、長崎県ものづくりコンテストにおいても、化

学分析部門で最優秀賞を受賞し九州大会に出場するなど、

生徒と職員が一丸となって各分野の頂点を目指しています。 

[設置学科] 1クラス 40名 1学年 320名 

○機械科（M）2クラス

自動車や工作機械など、色々な機械を作るための勉強をします。 

○機械システム科（S）

工作機械やコンピュータ等を使って、色々な機械を動かす勉強をします。 

○電気科（E）

発電所から家庭のコンセントまでの電気の仕組みについて勉強をします。 

○電子工学科（D）

コンセントから家電・コンピュータ・スマホまでの仕組みを勉強します。

○建築科（A）

建築物（ビルディング・住宅）を造るための勉強をします。 

○建設工業科（K）

橋や道路・トンネルなど地図に載る構造物を造る勉強をします。 

○化学工学科（C）

化学の基礎と化学素材を作り出すための勉強をします。 

校訓碑 
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■充実の学校生活

[学校行事]

4月 入学式 歓迎遠足   10月 体育祭 開校記念日 

6月 高総体 ものづくりコンテスト  11月 工業祭 

7月 クラスマッチ   12月 クラスマッチ

8月 平和学習  1月 ジョギング駅伝大会 

9月 就職試験  3月 卒業式 クラスマッチ 

[部活動紹介] 

部活動には、18の運動部、4の文化部、 

7の専門部、3の同好会があります。生徒

は必ずいずれかに所属して毎日熱心に活

動しており、いずれも優秀な成績を収め

ています。 

特にソフトボール部は全国選抜 7 度の

全国制覇、バレーボール部は春の全国高

校バレー大会に出場するなど全国で活躍

しており、県内トップクラスの学校です。

専門部とは、自分の専門学科の技を磨く部 

活動です。様々な資格取得、技術の鍛錬を行っています。専門部も、ものづくり競技では県

大会を勝ち抜くなど、結果を残しています。 

[教育課程の特色] 

工業の専門科目 4 割、普通教科・科目 6 割の割合で学習します。専門科目には、各学科

の専門性を深める科目と全学科が共通に履修する「情報技術基礎」「課題研究」などがあり

ます。 

また、進学希望者の進路実現のために、専門科目と数学・英語との間で選択授業を行い、

数学・英語の実力養成を図っています。さらに添削指導や小論文指導、公務員補習など個

に応じた積極的な指導も展開しています。 

[学校生活] 

授業の他にも、さらに専門力を身に付けるために様々な資格を取得するなど、将来のた

めに着実にキャリアを積んでいます。また、卒業後の進路は、就職や進学等幅広く対応し

ていますが、特に就職においては、企業からの期待も大きく、求人企業数は 1,000 社を超

えています。 

■卒業生の進路

令和 2年 3月卒業生の進路状況は次のとおりです。

就 職 進 学 その他 

県内企業 県外企業他 公務員 大学･短大 専修･各種 
2.7％ 

33.8％ 41.0％ 7.9％ 7.3％ 7.3％ 

ソフトボール部
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 長崎県立 佐世保商業高等学校

  〒857-0143 佐世保市吉岡町 863 番地 3 

TEL 0956-49-3990・FAX 0956-49-3989 

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

■育成したい生徒像・求める生徒像

○（徳）いじめを許さず、心豊かで思いやりのある生徒

○（知）自己に厳しく、学び続ける生徒

○（体）心身ともに健康作りに取り組む生徒

「あいさつ 掃除 思いやりで目指せ日本一！」

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

  創立96年の歴史を有する専門高校として、地域の産業界に有為な人材を輩出していま

す。「青年を大人へ、さらには紳士・淑女へ」の理念のもと「生きる力」を身に付けさ

せ、地域社会に貢献できる人材を育成します。右上の校訓には、「生徒としてThe best 

student であり、社会に出てはThe best gentleman or lady として、未知の分野に挑み、

新しい道を切り開いていく人物であれ」との願いが込められています。 

〔設置学科・コース等〕 

会計ビジネス科（1学年 2クラス） 

  1年次より簿記会計分野の授業を多く取り入れ、高度な簿

記会計に関する知識や技術の習得を目指す学科です。2年次

より公認会計士の登竜門である日商簿記1級・全経簿記上級

合格を目指すスペシャリストコースと経理のプロとしての

資質の育成を目指すオフィスコースに分かれ学習を行いま

す。 

情報マーケティング科（1学年 2 クラス） 

2年次よりマーケティングコースと情報コースを選択し

ます。マーケティングコースでは、マーケティング・商品

開発などに関する知識や技能を授業や体験的学習を通して

学びます。情報コースでは情報活用能力の育成を主な目的

に学習を行います。両コースとも卒業後の進路選択や学習

活動をより充実させることを目的に、より高度な資格取得

にも力を注いでいきます。 

国際コミュニケーション科（1学年1クラス） 

「発信型外国語教育」実践のための外国語の専門学科です。

「読む」「書く」「聞く」「話す」といった4技能をバラン

ス良く育成していきます。日頃の学習活動とイングリッシュ

セミナー・海外ホームステイなどの行事を通して「英語力」

と「コミュニケーション力」を高めます。また、TOEIC高得

点や実用英検などを生かした進路実現も果たしています。

情報マーケティング科【情報】 

国際コミュニケーション科 

情報マーケティング科【ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ】 

会計ビジネス科 
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■充実の学校生活

〔学校行事〕 

4月 始業式、入学式、朝の10分読書開始 

5月 歓迎遠足、生徒総会、中間考査 

6月 高総体、期末考査、福岡国際空港研修（1年：国際コミュニケーション科） 

7月 校内球技大会、夏季補習（3年）、 

イングリッシュセミナー（1年：国際コミュニケーション科）、

海外ホームステイ（7～8月）（2年：国際コミュニケーション科）

8月 平和学習、夏季補習（全学年）、地域開放講座（英語科）、 

 1年課題テスト、2年校内模試 

9月 体育祭、人生の達人セミナー 

10月 中間考査 

11月 文化祭、防災避難訓練、校内マラソン大会、期末考査 

12月 インターンシップ（1年）、球技大会

1月 冬季補習（1・2年）、1年課題テスト、2年校内模試、学年末考査（3年） 

2月 総合学習発表会、学年末考査（1年・2年）、修学旅行（2年） 

3月 卒業式、イングリッシュセミナー（1年：国際コミュニケーション科） 

〔部活動紹介〕 
  部活動が盛んな学校です。体育部は、ハンドボール、陸上、
アーチェリーが全国大会で活躍しています。文化部では、簿
記・電卓部や珠算部、ワープロ部が九州・全国大会の常連校
です。また、吹奏楽部の県吹奏楽コンクールでの活躍や、商
業クラブの企業と協力した商品開発など、多くの部が日々熱
心に活動に取り組んでいます。
また部活動以外でも、全国商業高等学校協会主催英語スピ

ーチコンテストでは、全国大会で優勝する生徒も輩出し、毎
年全国の上位に入賞しています。また、平成28年度には、全
国高校生クリエイティヴコンテストにおいて、総合ビジネス
科2年生197名で共同制作した、クロスステッチタペストリー
が最高賞の文部科学大臣賞にも輝きました。 

■卒業生の進路（令和 2年 3 月卒業生）

進学：山口大、長崎県立大（佐世保校・ｼｰﾎﾞﾙﾄ校）、福岡大、久留米大、九州産業大、 
名古屋商科大、京都外国語大、長崎国際大、熊本学園大、長崎短大、佐賀女子短大、 
佐世保市立看護専門学校、武雄リハビリテーション学校 など 

就職：トヨタ自動車、山崎製パン、十八銀行、九州ひぜん信用金庫、九十九島グループ、 
日本ビジネスソフト、ヤマダ電器、村田経理事務所、ながさき西海農協、九州テ
ン、東京特別区Ⅲ類（台東区）、大村市役所、陸上・海上自衛隊 など

区
分

卒
業
生

進
学

進学内訳

就
職

就職内訳 就
職
・
進
学

そ
の
他

大
学

短
期
大
学

専
門
学
校

留
学

県
内

県
外

公
務
員

家
事
・
家
業

男 45 27 13 1 13 0 18 10 5 3 0 0 0 

女 193 113 28 23 60 2 80 58 13 7 2 0 0 

計 238 140 41 24 73 2 98 68 18 10 2 0 0 

アーチェリー部（女子）

吹奏楽部 
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 長崎県立 島原商業高等学校
 〒855-0036  島原市城内一丁目 1213番地 

TEL 0957-62-4059 ･ FAX 0957-62-4005 

 URL (http://www.news.ed.jp/shimabara-ch/) 

■育成したい生徒像・求める生徒像

○商業・家庭に関する興味関心が高く、学習意欲があり、目的意識を持って資格取得に

挑戦する生徒

○学校行事や部活動、ボランティア活動に積極的に参加し、自らを高めるために意欲的

に行動できる生徒

○自分が生まれ育った郷土を大切にし、地域に貢献しようとする意欲を持った生徒

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

  本校は「礼節・友愛・創造」の校訓のもと、「目指せ！日本一！真心あいさつ 島商 E

しましょう

A！」「初心を忘れず、学び続ける」をキャッチフレーズに、知恵と勇気と行動力を備えた

人材の育成を目指しています。島原半島唯一の商業高校であり、普通教科の他に専門科目

を学習し、資格取得のための検定試験を実施しています。また、地域と連携した教育活動

（職場実習、地域商店街での販売実習『島商ップ』、保育所・老人ホームでの体験実習な

ど）も行っています。60 余年の歴史の中で、実社会で役立つ専門的知識・技能と自主性

を備えた卒業生は様々な分野で活躍しています。 

〔設置学科・コース等〕商業科、情報処理科、家政科(各学科 1学年 1クラス) 

【商業科】 

ビジネスの基礎・基本を身に付け、企業活動や流通に関する専門

的知識と技能を活用して社会に貢献できる人材を育成します。特

に、「総合実践」では、他店から仕入れた商品を販売するという

小売業の一連の流れを学習することができます。（島商ップ）

「商品開発」では、地元事業所と連携し、独自商品の開発を目指

します。また、日商簿記検定や秘書検定など、様々なビジネス系

資格に挑戦することができます。

【情報処理科】 

情報処理に関する幅広い知識・技術を習得し、情報を活用でき

る人材を育成します。1 年次に全商情報処理検定 1 級、2 年次に 1

級の取得を目指し、3 年次には、『電子商取引』『ビジネス情報

管理』の授業でデータベースソフトを使ったシステム設計、Web

ページの作成、ASP によるネットワークを介したアンケート集約

ページの作成を行います。 

【家政科】 

生活産業で活躍できる人材の育成を目指します。2 年次からは、

個性を生かし専門性を身に付けるために、福祉・フードと保育・

ファッションのコースに分かれ専門科目を学習します。家庭科の

検定試験に加え、電卓・ワープロ・情報処理の基本も学習でき、

進学や就職に生かすことができます。

開発商品販売(店舗実習) 

電子商取引実習 

西洋料理教室 
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■充実の学校生活

〔学校行事〕

4月 入学式 全生寮教育研修 

5月 中間考査 全生寮教育研修 

6月 高総体 各種検定 

7月 期末考査 職場実習 クラスマッチ 

7月 オープンスクール

8月 平和学習 

9月 各種検定 中間考査 

10月 体育大会 文化祭(清羅祭) 各種検定 

11月 生徒会役員選挙 マラソン大会 各種検定 

12月 期末考査 各種検定 修学旅行 クラスマッチ 

1月 課題研究発表会 各種検定 

2月 学年末考査 各種検定 

3月 卒業式 クラスマッチ 

※全生寮教育研修・・・1年生宿泊研修

〔部活動紹介〕 

8 の文化部と 8 の体育部があり、全ての生徒がいずれかの部に所属しており、各自が自

分の目標達成のために積極的に活動しています。文化部では商業部が県代表として上位大

会に出場し、地元企業と共同して商品開発を行うなど地域での活動が活発に行われていま

す。また、吹奏楽部がコンクールやマーチングコンテストで入賞しており、地域のイベン

トでも活躍しています。体育部では令和元年度に陸上部が女子円盤投げの種目で北九州大

会に、弓道部が個人で九州新人大会に出場ました。サッカー部男女・弓道部は、九州大会、

全国大会出場の実績があります。

■卒業生の進路

平成 31年

 3月 

進学
就職 未定 合 計

大学 短大 看護・ﾘﾊﾋﾞﾘ その他の専門

商 業 科 4 3 5 6 18 0 36 

情報処理科 6 2 6 13 12 0 39 

家 政 科 2 7 9 5 8 0 31 

合 計 12 12 20 24 38 0 106 

令和 2年 

    3月 

進学 
就職 未定 合 計 

大学 短大 看護・ﾘﾊﾋﾞﾘ その他の専門 

商 業 科 6 3 4 12 14 0 39 

情報処理科 6 3 5 8 10 0 32 

家 政 科 6 5 14 8 3 0 36 

合 計 18 11 23 28 27 0 107 

文化祭(清羅祭) 

ファッションショー

サッカー部 弓道部 
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長崎県立 諫早商業高等学校
〒854-0061  諫早市宇都町 8番 26号 

 TEL 0957-26-1303・FAX 0957-26-4689 

URL (http://www2.news.ed.jp/isahaya-ch/) 

■育成したい生徒像・求める生徒像

○主体的・対話的で深い学びを身に付けることができる生徒

○資格・部活動・進路など高い目標に挑戦することができる生徒

○思いやりと感謝の心を持ち、自分で考え行動することができる生徒

■学校の特色〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

(1)特色ある学科の設置

本校は、伝統ある「商業科」をはじめ、県内唯一の｢情報科｣と県内 2校しかない｢国際コ

ミュニケーション科｣の三学科を併設し、専門教育の充実に努めています｡

(2)高度資格取得の奨励 

日商簿記検定や秘書検定、販売土検定、ファイナンシャルプランナー、TOEIC、情報処理

技術者試験など、実社会で通用する高度資格取得を奨励し、取得希望者に対し、放課後に

特別講座を開講するなどのサポート体制も充実しています。 

(3)英語教育の充実とグローバルな人材の育成 

国際コミュニケーション科を中心に、海外ホームステイや海外短期・長期留学を奨励し

ています｡オーストラリア姉妹校との交流も盛んで､異文化理解と国際感覚を育み、グロー

バルな人材の育成を目指しています。 

（4）「ふるさと教育」への取り組み 

地域の大学や企業・行政機関と連携し、授業や部活動などを中心に全ての教育活動を通

して、ふるさとの発展に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。情報科は小学生向け

「情報セキュリティ講義」に、吹奏楽部は病院・老人介護施設での慰問演奏会に積極的に

取り組んでいます。

〔設置学科〕 

【商業科】商業科は、実務で必要とされる簿記・電卓・ワープロ・パ

ソコンなどのスキルの他に、コミュニケーション能力、接遇、マー

ケティングなど、ビジネスに必要な幅広い能力が身に付けることが

できます。2 年生からは自分でコースを選択し、会計のスペシャリ

ストを目指す「ビジネス会計コース」と、販売・流通業界のプロを

目指す「ビジネス創造コース」に分かれて学習します。そのため、

事務・販売職等への就職が大変有利になるだけでなく、経済・商学

系 4年制大学への進学も可能です。

【情報科】情報科は、プログラム言語を用いたソフトウェア開発に関

する内容、情報通信ネットワークに関する内容、画像・音声等を扱

うマルチメディアに関する内容など、情報に関した様々な内容につ

いて学びます。また、これらの学習内容をもとに、情報処理技術者

試験（国家試験）をはじめとする各種検定、資格試験に合格するこ

とにより、情報系の 4 年制大学や専門学校への進学及び IT 関連企

業への就職を目指すことが可能です。資格試験に関する合格率は、

長崎県内でもトップクラスです。 

諫商商店街 

授業風景 

校訓碑 
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【国際コミュニケーション科】国際コミュニケーション科は、グロー

バル社会に貢献できる人材を育成することを目指した学科です。

「英語」の授業数が多く STEP 英検 2 級や TOEIC・GTEC の高得点取

得を目指します。また、第二外国語として「中国語」（必修）を学習

し、2年次からは選択科目として、「韓国語」またはパソコン技術を

習得する「情報処理」の選択も可能です。進路は多くの生徒が外国

語や国際学部への進学や語学力を生かせる就職を目指します。

特色のあるプログラムとして、夏季休業中のオーストラリアホームステイ研修（1・2年生

希望者 隔年実施）があります。また長期留学（10ヶ月）や短期留学（9週間）をする生徒や

海外からの留学生もいます。さらに、県内の ALTを多数招いて丸一日英語を使った活動を行

うインターナショナルデーを各学年で年 1回実施します。

■充実の学校生活

〔学校行事〕

4月 入学式 1学期始業式 歓迎遠足 

5月 中間考査 PTA総会 生徒総会 高総体推戴式 

6月 高総体 期末考査 

7月 体育祭 1学期終業式 

8月 ホームステイ（隔年）

9月 2学期始業式 実力テスト 就職試験開始 

10月 中間考査 文化祭 

11月 人生の達人セミナー マラソン大会 期末考査 

12月 芸術鑑賞会 球技大会 2学期終業式 

1月 3学期始業式 実力テスト 学年末考査（3年） 

2月 修学旅行 学年末考査（1・2年） 

3月 卒業式 球技大会 3学期終業式 

〔部活動紹介〕 

部活動が大変盛んで、毎日熱心に活動しています。バドミントン部女子、フェンシング部

男子・女子がインターハイ（全国大会）に出場し、水泳部女子が高総体準優勝、サッカー部

が高総体 3位という成績を収めるなど、県内でもトップレベルの活躍をしています。文化部

においても、コンピュータ部は県大会 10連覇を果たしています。その他の部も、上位入賞を

目標に毎日熱心に活動しています。 

■卒業生の進路

 本校の進路先は約 60％が進学、40％が就

職です。進学は 4年制大学をはじめ看護医

療系の専門学校など幅広く合格していま

す。国公立大学の「長崎大学・長崎県立大

学」に毎年合格者が出ています。 

就職は約 1,700 件を超える求人があり、

昨年は「十八銀行・東芝三菱電機産業システ

ム・JR西日本」をはじめ多くの企業に内定

しました。過去 10年間 100％の内定率を誇

っています。

インターナショナルデー

（令和 2年 3月卒業生） 
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長崎県立 壱岐商業高等学校
    〒811-5533 壱岐市勝本町新城西触 282番地 

TEL 0920-42-0205 ･ FAX 0920-42-0024 

URL（http://www2.news.ed.jp/section/iki-ch/） 

■育成したい生徒像・求める生徒像

○自分を大切にし、他人を思いやることができる

生徒。

○志を立て、粘り強くチャレンジする生徒。

○自ら考え、行動し、判断できる生徒。

○明るくあいさつができ、社会に貢献できる生徒。

■学校の特色

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕

  商業に関する二つの学科を持ち、起業家精神とビジネス実務の専門性を身に付けるこ

とを目指している専門高校です。校訓に「知性・信義・勇気」を掲げ、緑の自然に囲ま

れた静かな環境の中で、生徒一人一人が知識・技能を高めるとともに、地域の人々から

愛され、産業界からも期待される人材を育成しています。

（1）ユニバーサルデザインの充実

スクールスタンダードに基づいたユニバーサルデザインを取り入れ、すべての生徒に

とって学校生活を送りやすく、学びやすい環境の提供を行っています。 

（2）基礎学力の向上

すべての教科でユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりを行い、すべて

の生徒にとって「わかる・できる」授業を目指しています。また、資格取得を促進し、

望ましい商業人の育成を目指しています。 

（3）人間力の育成

新入生研修などの学校行事や部活動、そしてすべての学校生活を通して、規範意識を

確立させ、将来職業人として必要とされる力を身に付けた人材の育成を目指します。 

〔設置学科・コース等〕商業科（1学年 2クラス）、情報処理科（1学年 1クラス） 

  1 年次で基礎的専門科目を学習した上で、生徒の興味・関心・適性に広く対応できる

ように、商業科・情報処理科ともに 2年次より次の二つのコースに分かれます。

【商業科】 

（1）経理コースは、企業の視点から企業活動を管理し、適切な情報の提供および効果的

な会計情報の活用能力」を身に付けます。 

（2）ビジネス活用コースは、ビジネス社会の即戦力としての技術・マナーを習得し、そ

の実践力を身に付けます。 

【情報処理科】 

（1）アドバンスコースは、より高度なコンピュータに関する知識と技術を学び、IT関連

の場でリーダーとして活躍できる能力を身に付けます。 

（2）スタンダードコースは、ICT を活用し、ビジネスの場で活躍できる技術・能力を身

に付けます。

校舎 
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■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

  4月  入学式 始業式 基礎力診断テスト 

     新入生研修 体力テスト・身体測定  

  5月  歓迎遠足 PTA総会 防災避難訓練  

     中間考査 生徒総会 企業訪問報告会 

  6月  県高校総体 美化週間 県一斉就職模試 

     期末考査 島内職場見学会           

  7月  クラスマッチ 終業式             

  8月  オープンスクール 平和学習 課題テスト 

     基礎力診断テスト 

  9月  体育祭 新入生研修  

  10月  中間考査 文化祭 進路ガイダンス  

   美化週間 

  11月  校内読書会 ブックフェア 期末考査  

  生徒会役員改選 人生の達人セミナー  

  人権教育                 

12月  交通講話 ウィンターコンサート      

  受験体験発表会 クラスマッチ 終業式 生徒会リーダー研修 

  1月  始業式 新入生研修 課題テスト 課題研究発表会 学年末考査（3年） 

  耐寒競歩大会 

  2月  ふるさと商人体験学習 修学旅行（2年）美化週間 学年末考査（1・2年） 

  3月  卒業式 進路ガイダンス ボキャブラリーコンテスト 観光地クリーン作戦 

     クラスマッチ 終業式 

 

〔部活動紹介〕 

 10の運動部と 4の文化部があり、１年次は全員部活動制で毎 

 日活動に励んでいます。このうち昨年度は、陸上部の松下翔君 

  が、第 7回全国高等学校 選抜陸上競技大会 600ｍ競技に出場し、 

大会新記録で優勝しました。壱州荒海太鼓部は本校創立 70年を  

 機に江戸時代捕鯨(ほげい)で栄えた勝本浦で、くじら組によっ 

 て唄われていた「勝本民謡 羽刺唄」を復活させました。   
  文化部・体育部とも各種大会での上位入賞を目標に、活気に 

 満ち溢れた活動を行っています。                

 

■卒業生の進路                       

◎主な就職先 

壱岐市役所、航空自衛隊、株式会社エフピコ九州、日本郵便株式会社九州支社、株式

会社タケノ、株式会社大丸別荘、壱岐市農業協同組合、マツダ株式会社、株式会社九

電工、福岡福祉会、山崎製パン株式会社、株式会社西鉄ストア、九州小島株式会社、

アリアケジャパン株式会社、有限会社佐藤工務店 など 
 ◎主な進学先 

長崎大学、九州産業大学、西九州大学、九州共立大学、西日本工業大学、長崎ウエス

レヤン大学、佐世保高等技術専門校、福岡工業大学短期大学部、精華女子短大、福岡

女子短大 など 

全国高校選抜陸上競技大会 

文化祭 

壱州荒海太鼓部 
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 長崎県立 長崎鶴洋高等学校 

〒850-0991 長崎市末石町 157番地 1 

 TEL 095-871-5675・FAX 095-871-5488 

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

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

 ○水産業・海運業・海の科学に興味・関心を持ち、水産・海洋に関する知識と技術を習

得し、我が国の水産業・海運業の発展に貢献する意欲溢れる生徒 

○自己理解を深め適性を知り、勤労観・職業観を身に付け、自己のキャリア形成に積極

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〕 

 本校は、長崎県水産講習所を前身とした、一昨年度、創立 110周年を迎えた伝統ある学

校です。平成 18年度に、県内で唯一の水産科と総合学科を併設する単位制高校になりまし

た。校訓の「誠実 明朗 勤勉」のもと、使命感と実力を備え、社会に貢献できる人材の育

成を目指しています。 

 本年度の教育目標は「地域に信頼される学校づくり」です。「未来を拓く！」をキャッチ

コピーに、①生徒指導を根底とした授業の充実に努める ②生徒一人一人に応じた進路実現

を目指す ③教育相談と特別支援教育の充実を図る の 3 点を大切にし、生徒の可能性を引

き出し伸ばしていく教育をしています。 

 

〔設置学科・コース等〕水産科（1学年 2クラス）、総合学科（1学年 2クラス） 

【水産科】 

水産科には二つの類型があります。 

海技士類型の「航海」は船舶運航技術を身に付け、

あらゆる船舶で活躍する航海士（船長）を目指しま

す。「機関」は船舶機械の運転や整備に関する知識

と技術を学んで、船舶の機関士（機関長）を目指し

ます。この類型の生徒は実習船「海友丸」による乗

船実習があり、3年次には太平洋上で約 2ヶ月のマ

グロ延縄実習に挑みます。 

管理類型の「情報通信」では、無線通信や情報通 

信について学習し、無線従事者や情報通信技術者に 

なるための学習を行います。「コンサルティング」では、水産資源の生産から、加工、開発、

流通、販売に至るまでを一貫して学習し、水産業のスペシャリストを目指します。「進学」

では、水産・海洋系の 4 年制大学進学に対応した科目を学びます。令和元年度は、国公立

大学や水産大学校、私立大学などへ合格することができました。 

 

【総合学科】 

総合学科には三つの系列があります。「進学系列」は普通科目を中心とした系列で、大学

や医療系専門学校等への進学が可能です。令和元年度は、長崎大学への進学を果たしまし

た。「機械系列」は工業科目を中心とした系列で、溶接や旋盤に関する資格取得を目指しま

す。「情報ビジネス系列」は商業科目を中心とした系列で、簿記や情報処理の資格取得を目

校 
章 

実習船「海友丸」 
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標とした授業があります。 

 このように、総合学科では自分の興味や進路希望

に合わせて科目を選択し、自分だけの時間割を作っ

て授業を受けます。また、水産の科目（燃料科学）

の選択も可能であり、自分の可能性を広げることが

できます。 

 両学科とも資格の取得に力を入れており、海技士、

小型船舶操縦士、ボイラー技士、総合無線通信士、

陸上無線技術士、情報処理技術者、潜水士、機械加

工技能士、危険物取扱者、全商簿記実務検定、情報

処理検定など、多くの資格が取得できます。やる気の

ある生徒をとことんサポートします。 
 

■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

体育祭等の一般的な学校行事はもとより、かまぼこや缶詰などの水産加工品やマグロの

販売で賑わう販売実習、インターンシップ、韓国の水産高校との交流学習、実習船での体

験航海、総合発表大会等、本校ならではの学校行事が数多く設けられています。 

 

〔部活動紹介〕 

 部活動では、体育部、文化部ともに活発に活動しています。昨年度の県高総体ではヨッ

ト部とカヌー部（男子）が団体優勝を成し遂げました。さらに、相撲部、ボクシング部で

は個人優勝の実績をあげています。文化部でも、吹奏楽部が各種コンテストなどに参加し

たり、美術部が総文祭で優良賞を受賞したりするなど、多彩な分野で能力を発揮する場が

用意されています。また、専門高校ならではの部活動も活発で、水産クラブや工業クラブ

が各種大会で活躍しています。昨年度は、水産クラブが県総文祭第 25回科学研究発表会 展

示発表の部で最優秀賞を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育祭       ヨット部       カヌー部         水産クラブ 

 

■卒業生の進路（令和 2年 3月卒業生） 

進 学 国公立大学 3 私立大学 7 短期大学 4  医療系専門学校 2 

一般専門学校 31 高等技術専門校 3 水産系専攻科 9 

就 職 県 内 66  県 外 42 

公務員 5 漁業 6 建設業 6 製造業 25 運輸・通信 17  

販売 13 サービス・その他 30 

学校紹介による就職希望者の就職内定率は 7年連続で 100%を達成しました。就職・進学

に強い『鶴洋』です。 

簿記の授業 
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長崎県立 長崎明誠高等学校 

〒851-3101  長崎市西海町 1854番地 

TEL 095-884-2543 ･ FAX 095-884-3562 

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

  

■育成したい生徒像・求める生徒像 

〔育成したい生徒像〕 

○自らの進路を探求する生徒  

 ○他者に共感し、思いやりのある行動をとれる生徒 

○他者と協働できるコミュニケーション力を持つ生徒 

〔求める生徒像〕 

○心身ともに健康で、基本的生活習慣が身に付いている者 

○規範意識がしっかりしており、ルールを守れる者 

○部活動、生徒会活動、ボランティア活動、地域貢献等、校内・校外で 3年間、意欲 

的・継続的に活動した者 

○文化・スポーツの各種大会で優れた実績を有する者または意欲的・継続的に熱心に 

活動をする者 

 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

（1）進路選択をサポートするキャリア学習 

    生徒一人一人の夢実現のため、各学年で「学ぶこと」「働くこと」「生きること」を 

学ぶキャリア学習を行っています。1年次「産業社会と人間」、2年次「キャリア・プ

ランニング」、3年次「課題研究」という授業を生かして、「生きる力－正しく自己を

表現し、社会に適応する力－」を身に付けます。討論型や問題解決型の授業、体験学

習などを通し、様々な角度から自分を見つめる機会が多くあります。 

（2）科目選択 

    各自の進路や適性に合わせて、約 120の講座（授業）の中から自分だけの時間割を 

作成します。本校は、『自主・自律』を校訓とし、生徒一人一人の進路目標の実現を

目指しています。そのために、よき社会人としての基礎力を身に付け、学ぶ意欲・学

ぶ力のある生徒の育成を目標としています。 

（3）二人担任制 

     1クラスに二人の担任を配置し、進路や科目の選択、悩み相談など、きめ細かい対 

応をしています。また、幅広い進路希望に対応し、個別の進路指導を充実させるため

でもあります。 

 

 

長崎明誠発表会（2 月） インターンシップ（2年生）

 

オンリーワン長崎明誠活動（6 月）

 

 

131

http://www2.news.ed.jp/section/meisei-h/


〔設置学科・コース・クラス数等〕 

○総合学科  ○1学年 4クラス  ○2学期制  ○週 31時間の授業 

○2･3年次の少人数講座 

   約 120の講座（授業）を設定し、一人一人が進路希望に応じた講座を選択します。

そのため、各講座は少人数になります。また次のような珍しい講座もあります。 

 保健体育・・・スポーツ概論、生涯スポーツ 

 音  楽・・・演奏研究（ピアノ・声楽）、ソルフェージュ 

 美  術・・・素描、クラフトデザイン、彫刻、ビジュアルデザイン など 

 家  庭・・・生活と福祉、服飾手芸、子ども文化、フードデザイン など 

 総  合・・・手話、点字、邦楽（琴）、郷土芸能（和太鼓）、中国語、韓国語、 

        郷土長崎、危険物、環境科学、医療介護基礎、音声表現 など 
 
■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

「自主・自律」の校訓のもと、生徒主体で取り組む本校独自のものに「オンリーワン長

崎明誠活動」（挨拶・美化運動・朝の 10 分間読書）、「バス路線別集会」などがあり、礼

儀、美化意識、マナーの向上につながっています。2月の長崎明誠発表会では、各学年と

も、1年間かけて学んだキャリア学習の成果を発表しています。また、年間を通して土曜

日、日曜日に各種模擬試験や検定試験を実施しています。 

4月 入学式 新入生宿泊研修 バス路線別集会 歓迎遠足 

6月 生徒総会 第 1回考査 オンリーワン活動 

7月 校内球技大会 バス路線別集会 夏季補習 オープンスクール 三者面談 

   インターンシップ（2年） 

8月 進学希望者特別学習会 夏季補習 

9月 ことのうみ祭（文化の部・体育の部） 

10月 第 2回考査 秋季休業 オンリーワン活動 バス路線別集会  

キャンパス企業見学（1年） 

   11月 第 3回考査 

  12月 修学旅行（2年） 冬季補習 三者面談 

  1月 第 4回考査（3年） 校内駅伝・ロードレース大会 

   2月 長崎明誠発表会 第 4回考査（1･2年） 

   3月 卒業式 校内球技大会  

 〔部活動紹介〕 

   15の運動部と 8の文化部が、毎日活動に励んでいます。昨年は、柔道部が県高総体

で団体 12連覇を果たし、全国高総体においても団体 5位という成績をあげました。ま

た、ボート部も全国大会の常連校として活躍しています。このほかにも、サッカー部や

弓道部などが県大会の上位で活躍しています。また、美術部や放送部などの文化部も各

種コンクールで上位に入るなど、活発に活動しています。 
 

■卒業生の進路 

総合学科である本校では、生徒の希望進路も多様です。今春の卒業生の進路も、国公立

大 2（長崎大・長崎県立大）、私立大 30（長崎総科大、長崎純心大など）、短大 14（長崎

女子短大・長崎短大など）、看護学校 12（長崎市医師会など）、専門学校 35（長崎医療技

術専、こころ医療福祉専、九州医学技術専、長崎高技専など）、公務員 3（長崎県警、自

衛隊など）、就職 46（長崎電気軌道、長崎西彼農協、長崎キャノン、日本郵便、メモリー

ド、大島造船所、トランスコスモスなど）と多岐にわたっています。 
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   長崎県立 佐世保東翔高等学校 

   〒859-3224 佐世保市重尾町 425番 3号 

 TEL 0956-38-2197・FAX 0956-39-5149 

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

 
■求める生徒像 

○基本的生活習慣が身に付いており、ルールを守り責任の

ある行動が取れる生徒 

○学習や学校行事にまじめに取り組み、地道な努力を続け

ることのできる生徒 

○将来の社会的・職業的自立に向けて、現在の学習と実社

会とのつながりを意識し学べる生徒 

○部活動や生徒会活動、ボランティア活動等、校外・校内

で意欲的に活動する生徒                   校 舎 

 

■学校の特色 

〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 

本校は、キャリア教育を通して、一人一人の生徒が将来の社会的・職業的自立に向け

て、学校での学習と社会とのつながりを意識し、目的を持って学べる学校です。 

選択科目が四つの系列に整理され、自分の進路に応じて 2年次から科目を選択し、進

路実現に向けて学習します。特に芸術や福祉の講座は他校にはない特色ある講座です。 

また、一人一人の個性を尊重し、社会人基礎力を身に付け、自ら考え行動できる人「美

しい大人へ」の成長を目指します。 

 

〔進路選択の 4系列〕 

【人文・科学系列】 

  人文分野では、英語や国語、地歴公民を中心とした文系科目を学習し、国際化する社

会において積極的・意欲的に自己理解やコミュニケーションを図る態度を身に付ける人

材を育てます。科学分野では、看護・医療系大学、専門学校への進学に必要な国語・英

語・数学・理科を中心に学習し、医療分野で活躍する人材を育てます。 

【生活・福祉系列】 

  福祉分野では、社会福祉・介護に関する知識・技術を身に付けるために、演習や現場

実習などを通して、介護福祉を目指す人材を育てます。保育分野では、保育に関する知

識・技術を身に付けるために、ピアノ演奏やソルフェ－ジュ等の音楽の基礎を学習し、

保育を目指す人材を育てます。 

【ビジネス系列】 

  情報分野では、情報処理やプログラミング等の科目を学習し、情報社会に対応するた

めの基本的能力を身に付けます。経理分野では、経理に関する簿記や財務会計などの科

目を学習し、経理業務に求められる能力を身に付けます。 

【芸術文化系列】 

  音楽分野では、器楽や声楽などの音楽に関する専門科目を学習し、高度な知識と演奏

力を身に付けます。美術分野では、造形基礎やデッサンなどの美術に関する専門科目を

学習し、より高度な知識と表現力を身に付けます。 
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■充実の学校生活 

〔学校行事〕 

   4月 1学期始業式 入学式   

   5月 生徒総会 

   6月 高校総体 1学期末考査 

   7月 1学期終業式 

   8月 平和学習 

   9月 2学期始業式 体育祭   

   10月 2学期中間考査 インターンシップ（2年） 

上級学校訪問（1年） 

   11月 東翔祭（文化祭） マラソン大会 

   12月 2学期期末考査 球技大会 2学期終業式 

   1月 3学期始業式 大学入試センター試験 

1月 修学旅行（2年生） 学年末考査（3年生） 

   2月 創造発表会 学年末考査（1・2年生） 

   3月 卒業式 球技大会 3学期終業式 

 

 

〔部活動紹介〕 

  11の体育部（同好会を含む）と 8の文化部が毎日活発に活動しています。 

運動部では、空手道部や、バスケットボール部などが上位入賞を果たしています。ラ

クビー同好会も少人数ながら日々頑張っています。 

文化部では、吹奏楽部がマーチングコンテストで、金賞を受賞し、九州大会に出場して

います。また、美術部が県美術展覧会公募展（県展）で野口彌太郎賞、県総合文化祭美術

展で優秀賞を受賞し、九州総合文化祭へ出場しました。 
 

左から 
 長崎県展  

野口彌太郎賞 
  

佐賀総文祭出展作品 
 
 九州総文祭出展作品 
 

 

 

■卒業生の進路 

 令和 2年 3月卒業生の進路状況 【主な進学先】 
  長崎国際大学、長崎純心大学、長崎外国語大学、 

福岡大学、筑紫女学園大学大学、九州産業大学、 
大分県立芸術文化短大、作陽音楽短大、  
長崎短大、佐世保市立看護専門学校、  

武雄看護リハビリテーション学院、 

名古屋市立中央看護専門学校、  

佐世保長崎高等技術専門校、県立農業大学校 など 
 
【主な就職先】  

長崎キヤノン、日本郵便、長崎銀行、トランス・コスモス、九州テン、にしけい、 
双葉産業、西肥自動車、県央農業協同組合、弓張の丘ホテル、日本 ATM、  
自衛隊一般曹候補生 など 

4年制大学 17名 

短期大学 20名 

専門学校 52名 

うち看護医療系 16名 

公務員 2名 

就職 28名 

上：創造発表会、下：東翔祭（演劇部） 
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城南よさこい(体育祭) 

   長崎県立 大村城南高等学校 

    〒856-0835  大村市久原 1丁目 416番地 

    TEL 0957-54-3121 ･ FAX 0957-27-3056 

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

 

■育成したい生徒像・求める生徒像 

［求める生徒像］ 

○総合学科に魅力を感じ、本校で自分の適性を見つけ、志をもって進路実現を目指す生徒 

○すべての人を尊重し、「ともに学び・ともに育ち・ともに生きる」を実践していく生徒 

○中学校での部活動に積極的に取り組み、入学後も、常に自分を高めようと努力する生徒 

［育成したい生徒像］ 

○主体的に物事を考え創造し、実行する生徒 

○自分と他者を愛し、つながりを大切にする生徒 

○ふるさとを思い、地域社会を支える生徒 

 

■学校の特色〔本校の魅力、本校ならではの特色〕 
昭和 16 年｢農業高校｣として始まり、平成 10 年に校名を｢大村城南高校｣へ変更し、総合学

科としての新しい歴史を刻み、令和 3 年度に 80 周年を迎えます。｢人文自然系列｣｢情報ビジ

ネス系列｣｢食料科学系列｣｢環境デザイン系列｣｢福祉系列｣｢生活系列｣の 6 系列を設置し、｢地

域に信頼され期待に応えうる特色ある高校づくり｣を推進しています。また平成 24 年度には

県下の公立高校では初めて福祉系高校の指定を受け、福祉分野選択者は卒業時に｢介護福祉

士｣の国家試験を受験できる体制を整えました。令和元年度は受

験生の全員合格を達成することができました。1年生全員が｢農業

と環境｣と｢社会福祉基礎｣を受講し、田植えや稲刈り、認知症サ

ポーター養成講座など多くの体験や講話を通して命の学習をし

ています。令和 2年度には様々な授業を通じて SDGｓの 17の項目

についての学習を始めました。 

〔設置学科・コース等〕総合学科(1学年 4クラス) 

 総合学科の特徴は、進路希望や興味・関心に応じて多くの科目の中から選択して学習でき

る点にあります。本校では、120を超える科目の中から自分だけの時間割を作れます。 

 また、1 年次｢産業社会と人間｣では｢発見する｣、2 年次｢総合探究｣では｢知る｣、3 年次｢課

題研究｣では｢表現する｣というテーマを掲げ、キャリア教育を深め、

希望の進路実現を目指しています。 

 
■充実の学校生活 

〔学校行事〕 
  4月 入学式 スポーツテスト 歓迎遠足 

  5月 PTA総会 

  6月 県高校総体 農業クラブ県連大会 第 1回定期考査 

  7月 校内球技大会 三者面談 

  8月 平和学習会 

  9月 第 2回定期考査 1年進路体験 

10月 体育祭 1年稲刈り実習 

  11月 城南祭(文化祭) 3年課題研究発表 第 3回定期考査 
12月 1年インターンシップ 校内球技大会 

田植え(1 年) 

修学旅行(2年) 

校舎全景 
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  1月 2年修学旅行 進路体験発表会 

2月 校内マラソン大会 総合学科発表会 第 4回定期考査 

3月 卒業証書授与式 第 3回校内球技大会 

［部活動紹介］ 

(文化部) 美術、放送、茶道、吹奏楽、人文国際、情報処理、 

福祉、手芸、栽培環境、食品製造、環境デザイン、 

(体育部) 陸上(男女)、ラグビー(男)、ボート(男女)、 

弓道(男女)、バレーボール(女)、卓球(女)、バスケットボール(女)  

ソフトテニス(女)、バドミントン(女)、ソフトボール(女) 

 文化部の主な活躍 
情報処理部：第 56回長崎県高等学校ワープロ競技会ワープロ速度の部 団体 3位 

第 53回長崎県高等学校ワープロ新人競技会 団体第 3位・個人第 2位 

環境デザイン部：高校生フラワーデザインコンテスト（福岡） 第 1位・2位受賞 

食品製造部：第 13回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト高校生部門優秀金賞 

福祉部：年間 20回以上福祉施設や地域行事等のボランティア活動に参加 

 体育部の主な活躍 
ボート部：県高総体 団体 女子 2位、男子 3位 

          男子シングルスカル 優勝 九州大会・インターハイ出場 

女子シングルスカル 優勝 九州大会・インターハイ出場 

   県新人大会総合 女子 1位、男子 2位 

少年男子舵手付きクオドルプル 第 1位 

少年女子舵手付きクオドルプル 第 1位 

少年女子シングルスカル 第 1位 

ソフトテニス部：県高総体  女子団体ベスト 8 

バスケットボール部：県高総体 女子 ベスト 16 

その他の部活動も活発な活動を行っています。 
  

■卒業生の進路       《平成 30年度》     《令和元年度》 

    男子  女子  男子  女子 

進 学   15   57      19     65 

就 職   21       59      20     49 

その他   1   1      1     1 

合 計   37     117      40     115 

主な進学先 

 長崎大学、長崎県立大学、長崎総合科学大学、長崎国際大学、仙台大学、日本体育大学、

長崎女子短期大学、長崎短期大学、香蘭女子短期大学、長崎県立農業大学校、名古屋市立

中央看護専門学校、武雄看護リハビリテーション学校、長崎リハビリテーション学院、九

州医学技術専門学校、こころ医療福祉専門学校、いさはやコンピュータカレッジ、平岡調

理・製菓専門学校、大村美容ファッション専門学校、長崎県立高等技術専門校 

主な就職先 

長崎銀行、長崎キャノン、伸和コントロールズ、SUMCO TECHXIV、ジーエスエレテック九州、

日本ハムファクトリー、長崎県央農業協同組合、長崎厚生福祉団、福翠会、佐川急便、岩

﨑食品、イオン九州、堤動物病院、ウエディング石川、福砂屋、千鳥饅頭総本舗、三菱自

動車工業（京都製作所）、山崎製パン、自衛官（一般曹候補生、自衛官候補生） 

吹奏楽演奏 
(HTBマーチングバンド) 

県高総体(弓道) 

フラワーデザイ
ンコンテスト 
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