
長崎県立平戸高等学校 

平戸高校は 

NAGASAKI PREFECTURAL HIRADO HIGH SCHOOL 

平成３０年度 

学 校 案 内   
です。 

・協同的な学びの実践 

・家庭学習習慣の確立 

・基礎学力の向上(一般常識テストの実施) 

・資格取得の推奨 

自分の将来の進路について深く学び、進路実現に合わせて履修科

目を自ら選ぶ学科です。生徒一人ひとりが持つ興味や関心によっ

て勉強する科目を選べます。本校では1年次に開講される「産業

社会と人間」という科目で進路研究を行い、自分の将来について

考えることができます。  

2･3年次では生徒一人ひとりの進路や興味に応じて、系列･科目

を選択し進路実現に向けての学習を行うことができます。 
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平戸高校の取り組み  

総合学科とは     

学力向上 

・地域貢献活動の推進 

・地域を知る活動(「平戸検定」全員受検) 

地域との連携 

・「産業社会と人間」による進路研究 

・上級学校･職場訪問の実施 

・進路ガイダンスの開催 

進路指導 

教育課程      

例) 2年人文 

例) 3年人文 

例) 1年 



● 始業式 

● 入学式 

● 歓迎遠足 

● 平高ガイダンス 

● 1学期中間考査 

● 企業見学(1年) 

● 職場体験(2年) 

● クラスマッチ 

● 高総体 

● 生徒総会 

● 1学期期末考査 

● オープンスクール 

● 平和学習 

● 体育祭 

● 生徒会役員選挙 

● 2学期中間考査 

● 文化祭 

● 2学期期末考査 

● 修学旅行 

● クラスマッチ 

● 3学期始業式 

● 学年末考査(3年) 

● 卒業式 

● 一般入試 

● 推薦入試 

● 総合学科発表会 

● 学年末考査(1･2年) 

● 野球     ● サッカー  

● 女子ソフトテニス  ● 剣道 

● 女子バレーボール  ● 男子バスケットボール 

● 家庭ボランティア 

● 吹奏楽 

● パソコン研究同好会 

〒859-5392 長崎県平戸市草積町261番地 

ＴＥＬ 0950-28-0744（校長室・事務室） 

    0950-28-0034（職員室） 

ＦＡＸ 0950-20-3002 

E-MAIL hirado-h@news.ed.jp 

ＵＲＬ http://www.news.ed.jp/hirado-h/  

長崎県立平戸高等学校 

部活動 年間行事 
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国語･数学・英語などの普通教
科を中心に学習します。   
4年制大学、短大、高等看護へ
の進学を目指します。 

商業科目を中心とした系列で
す。情報処理検定、簿記検定電
卓検定など多くの資格取得を目
指します。 

人文メディカル系列 情報ビジネス系列 

長期休業中の補習授業・学習
会の開催 

主な進路先 【進学】 ・長崎県立大学(地域政策、国際交流) ・国士舘大学(スポーツ医学) ・中村学園大学(児童教育) 

  ・純真学園大学(看護) ・西九州大学(こども) ・湘南大学(看護) ・中村学園短大(幼児教育、食物栄養) 

  ・長崎短大(介護福祉) ・佐賀女子短大(こども) ・国立岡山医療センター付属看護学校  

  ・佐世保市立看護学校 ・名古屋市立中央看護学校 ・名古屋市医師会看護学校 ・岡崎市立看護学校  

  ・福岡医師会看護学校 ・福岡看護専門学校 ・伊万里看護学校 ・長崎医療技術専門学校 

【就職】 ・平戸市役所(一般事務) ・長崎県(教育事務) ・長崎県警察 ・福岡県警察 ・トヨタ自動車 ・山崎製パン 

主な進路先 【進学】 ・長崎県立大学(流通経済) ・日本経済大学(経営) ・西九州大学(こども) ・長崎短大(保育) 

  ・香蘭女子短大(保育) ・佐賀女子短大(こども) ・国立波方海上技術短期大学校(海技士) ・平岡調理専門学校 

  ・佐世保高等技術専門校(電気システム、機械技術、溶接技術、建設設計施工科) ・長崎県立農業大学校 

  ・国立岡山医療センター付属看護学校 ・福岡市医師会看護学校 ・福岡和白リハビリ専門学校  

  ・西日本アカデミー航空専門学校 ・KCS福岡情報専門学校 ・麻生医療福祉専門学校  

【就職】 ・海上自衛隊 ・陸上自衛隊 ・トヨタ自動車 ・マツダ ・ダイハツ工場 ・日野自動車 

多くの対外実力試験や模擬試
験による学力充実 

2つあるパソコン教室での  
きめ細かい指導 

資格取得を全力でサポート 

豊富な自由選択科目 豊富な自由選択科目 

3年 里﨑 アンナ （南部中出身） 3年 川下 由乃介 （南部中出身） 



福祉生活系列 

介護などの福祉全般及び被服･
食物などの家庭科について学び
ます。介護職員初任者研修修了
を目指します。 

主な進路先 【進学】 ・西九州大学(社会福祉) ・長崎短大(保育、介護福祉) ・福岡こども短大(こども) 

  ・佐賀女子短大(こども) ・名古屋医師会看護学校(就職進学) ・筑紫看護学校(就職進学) 

  ・佐世保高等技術専門校(電気システム) ・平岡栄養士専門学校  

【就職】 ・老人保健施設ひらどせと ・老人ホームわだつみの里 ・老人ホーム田平ホーム ・社会福祉法人白寿会 

  ・社会福祉法人ユーアンドアイ ・社会福祉法人明合乃会 ・宮崎旅館 ・ダイコウ建設 ・古川電機製作所 

個性を伸ばす魅力的な選択科目（小人数でも開講します） 

 ２年自由選択科目 

    

  ●国語表現  ●食文化   ●トレーニング理論 

  ●郷土芸能  ●演奏研究  ●書道 

 

  ●数学活用  ●科学と人間生活（危険物・科学演習） 

  ●生活英語  ●演奏研究 

 ３年自由選択科目 

 

  ●国語表現  ●政治・経済 ●数学活用 

  ●化学基礎  ●生物基礎  ●異文化理解 

  ●子ども文化 ●スポーツ  ●演奏研究 

 

  ●国語表現  ●数学活用  ●食文化 

  ●スポーツ  ●演奏研究   

 

資格取得にチャレンジ 

   

  ●平戸検定 

   

  ●漢字検定 

  ●英語検定 

  ●全商珠算・電卓実務検定 

  ●全商ビジネス文書検定 

  ●全商情報処理検定 

  ●全商簿記実務検定 

  ●全国高等学校家庭科被服製作技術検定 

  ●全国高等学校家庭科食物調理技術検定 

  ●危険物取扱者試験 

 

郷土芸能 

全系列自由選択科目 

情報ビジネス・福祉生活系列の選択科目 

全系列自由選択科目 

情報ビジネス・福祉生活系列の選択科目 

食文化 

トレーニング理論 

演奏研究 

全員受験 

取得可能な資格 

充実した福祉介護実習室 

介護職員初任者研修の受講 

家庭科食物検定や被服検定の
資格取得可能 

選択科目 

コミュニケーション力の育成 

3年 冨澤 大毅 （生月中出身） 


