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中学生からの疑問にお答えします！ 
☆学校説明会で出された質問をまとめました！ 

 

「おいでよ口加！！」 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

期待に応えたい 
校長 狩野 博臣 

◆はじめに ～なぜ「リニューアル宣言」なのか～ 
 ４月に着任以来、半島内の全ての中学校を訪問しました。中学校の先生方から「バスで片道

１時間半かけて高校へ通っている生徒がいる」、「遠方の高校に通学するため朝４時に起床する

生徒がいる」など、様々なお話をうかがいました。本校に進学していれば、自転車で通学でき

た、バスに乗って約３０分で通学できた、朝６時に起床すれば始業に間に合ったにもかかわら

ずです。珠玉のような高校時代を毎日往復３時間もバスの中で過ごさせてはいけない、睡眠時

間を削るほど早朝に起床させてはいけない、貴重な時間は学習、部活動、読書、仲間との語ら

いなどに充てて欲しい、そう思いました。そのためにも「期待に応える口加にする」、「かつて

のように多くの中学生たちが憧れ、進学した口加にする」それが私の決意であり、全教職員と

同じくする思いです。その決意を“口加リニューアル宣言”というキャチフレーズに込めまし

た。 

◆多様な進路希望に応える２学科・３コース 
 本校３年生の卒業後の志望は、四年制国公立・私立大学や短大への進学、看護師、理学・作

業療法士、歯科衛生士、医療秘書、グラッフィックデザイナー、洋食のシェフなどを目指して

専門学校への進学、また消防士などの公務員、一般就職など、進路志望は多岐にわたっていま

す。来年度からさらに多様な進路希望に応えられるように①普通科は、大学や専門学校、公務

員、一般就職など多様な進路志望の生徒を募集し、２年次からは普通コースと生活創造コース

に分け、コースに応じた授業を充実させます。②普通科・グローカルコースは、特別進学コー

スとして四年制国公立・私立大学への進学を志望する生徒のみを募集し、新しい入試に対応で

きる力を養成し大学合格を目指します。③福祉科は、介護福祉士の国家資格の取得したうえで、

次世代の福祉リーダーや、上級学校に進学し、理学・作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士な

ど目指す生徒を募集します。 

◆生徒と共に歩む教師 
 高校３年生の入試に向けた面接練習で「口加高校はどんな高校ですか」と尋ねると、８割の

生徒が「先生と生徒の距離が近い学校です」と答えます。私たち口加の職員は一人一人に愛情

を注ぎ、親身になって寄り添う、そして生徒の一生懸命に全力で応える教師でありたいと思い

ます。また、保護者の皆様、地域、本校教員が近いところで連携・協力しながら、子どもたち

の成長を見守り、支援したいと考えています。 

◆最後に 
 今年度、１４回の学校説明会を開催してまいりました。お忙しい中、のべ７８０人の中学生

のみなさんと保護者の皆様にご参加いただきました。回を重ねるごとに参加者が増え、皆様か

らの口加高校への期待の高まりを実感しました。しかし、真の勝負はこれからです。子どもた

ちの成長と実績で期待にお応えできるよう、気を引き締め、教職員一丸となって学校創りに邁

進してまいります。 
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Ⅰ 学校生活全般について 

 

Ｑ１．入学後に学科やコースの変更ができますか。 

Ａ． 本校は入試で①普通科普通コース②普通科グローカルコース③福祉科での選抜を行い

ます。よって入学後、変更はできません。 

 

Ｑ２．朝の始業にバスは間に合いますか。 

 Ａ． 島原方面および小浜方面から始業に間に合うようバスが出ます。来年４月から８時１

５分が始業（今年度は７時３５分始業）ですので、朝はゆとりともって登校の準備がで

きると思います。 

 

Ｑ３．お昼の販売はありますか。 

 Ａ． お弁当の注文ができまし、お昼の販売もあります。 

 

Ｑ４．部活動の活動時間を教えてください。また、朝練はありますか。 

 Ａ． 平日の練習時間は、SHR 終了後16:40 位からになります。長崎県教育委員会が示

す基準のとおり 2 時間程度の練習を原則としています。早朝補習を廃止することによ

る部活動の朝練習は実施しません。ただし、高校総体など公式戦前の特別練習について

は許可制とし、実施する部活動もあります。週休日の練習は 4 時間を上限として活動

しています。練習試合や合宿など特別な活動でなければ終日の練習はありません。 

 

Ｑ５．制服の特長を教えてください。 

 Ａ． イギリス王室御用達のスコットランド老舗織物ブランドに手掛けていただきました。

スクールカラーであるオレンジの文字やラインを入れ、口加らしさを出しています。夏

服のズボンやスカートのチェックは口加のみのオリジナルチェックで、世界に本校だけ

にしかない「口加チェック」が特長です。ことばではなかなか伝わらないところがあり

ますので、口加高校ホームページまたは新制服のチラシがありますのでご覧ください。 

 

Ｑ６．アルバイトはできますか 

 Ａ． 原則、禁止です。特別な事情がある場合のみ許可申請書を提出してもらい、その都度

検討します。 

 

Ｑ７．ボランティアはできますか 

 Ａ． 年間を通して多くのボランティア活動を行うことができます。地域の病院や社会福祉

施設からの依頼や学校が計画して行うものなど様々な活動があります。また、本校は

JRC（青少年赤十字）にも加盟しており、他校の生徒と連携を図りながら地球規模の視

点にたった積極的な活動を行っています。 
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Ⅱ 学科・コースについて 

 

【普通科・グローカルコース】 

Ｑ１．どのような生徒を募集していますか。 

Ａ． 四年制の国公立・私立大学への進学し、高いレベルで医・歯・薬学、理・工学、政治・

経済学、法学、文学などを学びたいという希望を持つ生徒を募集しています。 

また、将来、各分野・組織におけるリーダー的な立場になりたいとか、高い学力に加

え、新たな価値を創造するなどして人々の幸福や地域の発展などに貢献したいという高

い志と情熱も有する生徒を募集する特別進学コースです。 

 

Ｑ２．他の進学校にはない特長は何ですか。 

 Ａ． まず、４０名という少人数ですので、面談や質問対応など生徒一人一人にかける時間

が他の進学校に比べて多いということです。 

また、探究型学習を、学年の壁を越えて３年間を通して実施します。探究型学習を通

して、教科横断型の力を養い、ＡＯ入試、推薦入試を含め、新しい大学入試に対応する

学力を身につけることができます。 

    さらに、グローバル社会で活躍できる人材の育成のため、「大学入学共通テスト」に

おける筆記試験や英語４技能評価（英検などの外部検定試験）や人物の多面的評価など

も始まります。新しい大学入試への対応に加え、思考力、創造力、自己表現力、チャレ

ンジ精神など時代が求める資質・能力も育成してまいります。 

 「経験に勝る学びはない」という信念のもと、オーストラリア語学研修など、海外に

も学びの場を求めるのも特長です。 

 

Ｑ３．グローカルコースに進学しても医学部、工学部、理学部、農学部などの理系学部への進

学することはできますか。 

 Ａ． はい、できます。２年生になると、グローカルコースの中で文系と理系に分かれるの

で、理系を選択することで、大学の理系学部への進学も可能です。また、より少人数の

環境の中で、きめ細やかな指導を受けることができます。 

 

Ｑ４．九州大学に進学したいと思っていますが、３年間でどのような指導を受けられますか。 

 Ａ． 授業自体が、大学入試を意識したレベルの高いものになります。また、少人数である

利点を生かし、早い段階で個別添削も可能です。他にも、探究型学習の成果を活かした、

ＡＯ・推薦入試等に向けた指導も受けることができます。 

 

Ｑ５．医学部への進学を志望していますが、グローカルコースでも大丈夫でしょうか。 

 Ａ． 大丈夫です。２年次にグローカルコース理系に進んでください。 

 

Ｑ６．大学進学希望ですが、「グローカルコース」と「普通コース」のどちらがよいですか。 

 Ａ． 国公立大学や難易度の高い私立大学を希望するのでしたら、グローカルコースが適し

ていますし、県内私立大学や私立短期大学を希望するのであれば普通コースでも十分対

応可能です。 



- 4 - 

 

 

Ｑ７．英語が苦手なのですが、グローカルコースの授業についていけますか。  

Ａ． まず前提として、グローカルコースは英語だけに特化しているコース 

ではない、ということです。 

今の時代、どの分野に進もうとも英語力は必須の能力です。英語が苦手だからこそグ

ローカルコースに進学して英語力に磨きをかけてください。外国の方と話す機会もあり

ますので、努力することを止めなければ、自ずと英語力もアップしていきます。 

 

Ｑ８．部活動はできますか。 

 Ａ． できます。現在のグローカルコースの生徒も、大半が部活動に所属し活躍しています。

文武両道で有意義な高校生活を送ってください。 

 

Ｑ９．もし在学中に大学から専門学校等へ進路希望を変更することはできますか。 

 Ａ． できます。相談を重ねた結果、最もその生徒の夢がかなう進路が専門学校であれば、

私たちはその生徒の進路希望を応援します。 

 

Ｑ１０．大学の推薦入試を受験することはきますか。 

 Ａ．できます。グローカル探求（探求型学習）の時間での学びを活かすことで、より合格

にも近づけます。 

 

Ｑ１１．英語力の強化について、具体的にどのようなレベルまでを目指していますか。 

  Ａ． 英検準一級取得を目指します。 
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【普通科・普通コース】 

Ｑ１．現在、普通科・普通コースに在籍している生徒たちはどのような進路希 

望を持っていますか。 

Ａ． 四年制国公立・私立大学、短大、看護専門学校、各種専門学校、公務員、一般就職と

多様な進路希望を持っています。 

 

Ｑ２．２年生からの文系や理系、または生活創造コースの選択は、いつ頃決めるのですか。 

Ａ． １学期から文理選択や生創コースの説明等をしていきます。そして、夏休みの三者面

談（７月下旬～８月初旬）でほぼ決定になります。 

 

Ｑ３．まだ高校卒業後の進路は未定なのですが、普通コースへ進学することは可能でしょか。 

Ａ． 将来何なりたいか決まっていないなら、どんな進路にも対応できる普通コースに進 

学する方がいいと思います。 

 

【普通科・生活創造コース】 

Ｑ１．生活創造コースに在籍する生徒たちは、卒業後どのような進路に進んで 

いますか。 
Ａ．①幼稚園教諭と保育士の免許取得ができる４年制大学（私立）・短大・専門学校 

   ②家庭科教諭の免許取得ができる４年制大学（私立） 

   ③栄養士の免許取得ができる４年制大学（私立）・短大・調理製菓専門学校 

   ④看護専門学校・歯科衛生士専門学校・医療秘書専門学校 

   ⑤美容専門学校・ファッション専門学校・ブライダル専門学校 

   ⑥情報ビジネス専門学校 

  ⑦就職（販売・製造・サービスなど）        多岐に渡っています。 

 

Ｑ２．島原半島の高校でも家政系の学科や系列はありますが、口加高校の生活創造コースの特

長は何ですか。 

Ａ． 口加高校は普通科の生活創造コースなので、他校の家政系の学科や系列に比べ、普通

科目（国・英・数・理・社）の単位数が多く基礎学力に力を入れており、大学や短大な

どの上級学校へ入学しやすいのが特長です。また、上級学校入学後も授業の理解がスム

ーズです。口加高校では、家庭科の専門科目を３科目に絞って、保育体験学習、調理実

習、検定を３本柱として家庭科の専門性を高めています。なので、推薦入試にも対応で

き、将来の仕事だけでなく生活にも生かせるコースになっています。 

 

Ｑ３ 在学中に取得できる資格はありますか。 

 Ａ．全国高校家庭科技術検定食物調理１級 

   全国高校家庭科技術検定被服製作洋服１級 

   全国高校家庭科技術検定被服製作和服１級 
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【福祉科】 

Ｑ１．介護福祉士の国家資格以外に在学中に取得できる資格・免許などはあり 

ますか。 

Ａ． 「社会福祉・介護福祉検定」「福祉住環境コーディネーター」「認知症サポーター」な

どがあります。 

 

Ｑ２．福祉科に進学すると必ず福祉関係に就職しなければならないのでしょう 

か。 

Ａ． いいえそうではありません。高齢者施設や障がい者施設、 

病院等の福祉や医療関係への就職はもちろんできますが、 

その他にも、社会福祉士や理学療法士、保育士等の他の資格 

を取得するために進学もできます。 

また、全く別の仕事に就きたい人は、福祉の知識や技術を

学んだ上で、コンピューター系や美容系の専門学校等、自分

の思い描く多様な進路に進むことができます。 

 

Ｑ３．福祉科に興味がありますが、もし途中で自分が福祉に向かないと思った 

時はどのようにすればよいでしょうか。 

Ａ． 福祉科は学科ですので、在学中に普通科への転科はできません。しかし、福祉科に在

籍しながら、進路先は福祉関係以外にでも希望可能ですので、もし、途中で自分は福祉

に不向きだと感じたら、福祉関係以外の進路も考えて大丈夫です。 

 

Ｑ４．介護福祉士の国家試験に合格しなかった場合、就職などに影響はありま 

すか。 

Ａ． 介護現場に就職する場合、特に大きな影響はありませんが、給料面で差が出ます。介

護福祉士を持っていたら、給料に資格手当（１ヶ月１万円～３万円程度）が上乗せされ

ます。給料面の他にも、介護福祉士を取得することで、介護に関する一定の知識技術を

習得したプロフェッショナルという証明にもなり専門職としての誇りや、他者にとって

は信頼感や安心感にもつながります。そういった意味でも、介護福祉士を取得するとい

うことは、大きな意味をもっていると言えます。 
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Ｑ５．介護福祉士の国家資格を取得して、地元の施設等に就職した場合の給与はどれぐらいで

すか。 

Ａ． 長崎県内の各職種による賃金は以下の通りです。以下の表の「社会福祉の専門的職業

（介護職を含む）」は有資格者と無資格者を合わせた金額となっています。 

 

長崎県の賃金の状況（平成３０年７月現在） 

職種 賃金 

社会福祉の専門的職業（介護職を含む） 
182,632円 

専門的・技術的職業 
199,939円 

事務的職業 
162,039円 

運搬・清掃等の職業 
187,612円 

サービスの職業 
164,344円 

農林漁業の職業 
159,286円 

長崎県全体 
182,982円 

 

平均して１８万円前後ぐらいですが、高い給与で求人を探すと、長崎県内の特別養護老人

ホームに以下のような求人票もあります。 

 

     （高卒の介護福祉士：長崎県内の特別養護老人ホームの場合） 

  

   ＋      ＋      ＋     ＋      ＝ 

 

 

Ｑ６．ボランティアなど校外での活動はありますか 

Ａ． はい。特別養護老人ホームの夏祭りや、障がい者施設の文化祭など、年間を通して多

くのボランティアの募集があります。自分の空いた時間に、興味のあるボランティアに

是非参加してみてください。 

 

Ｑ７．福祉科の授業はどのような授業になりますか 

Ａ． 大きく以下の３つに分けることができます。 

科

目 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術・ 

介護福祉基礎など 
生活支援技術 介護実習 

内

容 

他教科と同じように教

室で受ける授業 

校内介護実習室などで実技

を学ぶ授業 

校外介護施設で介護実習

（３年間で５２日間） 

基本給 

134,000円 

職務手当 

10,000円 
処遇改善手当 

20,000円 

被服手当 

1,500円 

夜勤手当 

30,000円 
賃金 

205,500円 
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Ⅲ 卒業後の進路について 

 

Ｑ１．将来、看護師になりたい場合、どの学科・コースに進めばよいでしょう 

か。 

Ａ． 医療系の専門学校を希望するなら、普通科普通コースの文系や福祉科がいいと思いま

す。しかし、長崎大学 医学部 看護学科や長崎県立大学 看護栄養学部 看護学科など四

年制大学への進学を考えているなら、グローカルコースに進んだ方がいいです。 

 

Ｑ２．公務員を希望していますが、どの学科・コースに進めばよいでしょうか。 

また、公務員試験の合格に向けてどのような対策がなされますか。 

Ａ． 国社数が得意な生徒が、普通コース（文系）がいいと思います。２年生２学期から公

務員模試を実施し、その時点での自分の実力を測定します。 

 

Ⅳ 高校入試について 

 

Ｑ１．普通科・グローカルコース、普通科・普通コース、福祉科の志望順について何か制約は

ありますか。 

Ａ． 制約はありません。普通科グローカルコース、普通科普通コース、福祉科の３つのう

ちで、第一志望から第三志望までを希望することができます。合格し,入学してから途中

でコースや学科の変更はできませんので、出願する時によく考えて決めてください。 

 

Ｑ２．高校入試の問題は、普通科も福祉科も同じ種類の問題でしょうか。 

Ａ． 同じ種類の問題です。 
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Ⅴ 在校生からのメッセージ 

 

【下田奈緒（深江中出身）】普通科（文系） 

私はこの口加高校で、進路実現に向けて勉強や部活動に精一杯取り組んできました。時には

悩んだ時や挫けそうになったときもありましたが、友人と励まし合いながらどんな困難も乗り

越えることができました。また、先生方にも恵まれ、勉強面や進路実現に向けて全力でサポー

トしていただきました。そして私は、志望校の島原市医師会看護専門学校に合格することがで

きました。自分の夢である看護師になれるよう、一生懸命努力し、将来は自分が生まれ育った

地元に少しでも貢献できるような看護師になりたいです。 

 

【小玉健心（口之津中出身）】普通科（理系） 

私は、２年次からの第１志望校であった長岡造形大学・造形学部・建築環境デザイン学科に

合格することができました。私が第一志望校に合格できたのは、日頃の学業に真剣に取り組み、

部活動で心身ともに己を磨いてこれたからだと思います。周りの人への感謝の気持ちを忘れず、

目標に向かって進んでいきたいです。 

 

【井上南美（加津佐中出身）】普通科（生活創造コース） 

生活創造コースでは、家庭科目が充実しており、一人で自立して暮らしていくために必要な

知識や技術を多く学ぶ事ができます。また、進路志望に応じた指導がなされているため、進路

は専門学校や短期大学、大学まで幅広く選択することができます。今振り返って、改めてこの

コースを選択して良かったと感じています。私自身はこれから、デザイナーになれるよう、自

分自身を進学崎で磨いていきたいと思います。 
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Ⅴ 先生方からのメッセージ 

 

 

国語 

 まずは、高校入試に向けて「焦らず・怠らず・あきら

めず」に取り組んで下さい！！ 口加高校でお待ちして

います！！！ 

 

 

 

 

地理歴史 

 基礎基本をしっかりと身に付け、入試に臨んで下さい。

いろいろな問題のパターンに慣れておきましょう。高校

ではより専門的に学べます。楽しみに！ 

 

 

 

数学 

 高校の数学は、中学校までと比べてスピードも速くな

り、大変ですが、口加高校では１から丁寧に復習し、数

学が好きになるような授業を心がけています。是非、口

加高校で一緒に数学を勉強しましょう！首をなが～くし

てまっています！ 

 

 

英語 

 教科としてだけでなく、コミュニケーションをするた

めの「道具」としての英語を口加高校で身につけていき

ましょう。これからは英語を使う時代が来ます！高校英

語の学習を成功させる鍵は中学校の英語にあります。今

学習していることを大切に。 
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理科 

 口加高校では、「全員で考えて、共に、楽しく学ぶ」こ

とを重視し、科学と人間生活・物理・化学・生物を開講し

ています。「理科が苦手だな～」と感じている、そこの君。

口加高校で理科好きになる自分と出会ってみませんか。 

 

 

体育 

「上手く」「強く」「賢く」なるを目標に「楽しく」授業

を展開しています。生涯スポーツへの第一歩を目指した取

り組みは全国学校体育研究発表会で表彰を受けました。ま

た、体操服もリニューアルします。 

 

 

 

音楽 

 高校の音楽は、「音」の「楽」しさを、より具体的、実践

的に取り組んでいきます。音楽をより専門的に学んでみた

い人にもしっかり対応します！口加高校でみなさんに出

逢えることを楽しみにしています！！ 

 

 

家庭 

 乳児や園児とたくさんふれあうことが出来ます。文化祭

での生活創造コースによるファッションショーは大変盛

り上がります。お菓子作りや和食料理・中華料理などたく

さん調理実習を行います。将来、保育系・食物系・被服系

の職業につきたいと考えている人や興味のある人にとっ

ては充実した高校生活を送ることができます！一緒に頑

張りましょう！ 

 

福祉 

福祉科がついに新設します！国家資格「介護福祉士」を

取得し、自分の思い描く夢を一緒に叶えましょう！福祉は

特別なものとはちがって、全ての人の身近にあるもので

す。福祉を学ぶということは「人」を学ぶということ！第

１期生の２６名のみなさん、楽しく福祉を学びましょう！ 

 

 

 

１人ひとりの 

夢を大事に！ 

口加高校で一緒に夢を 

かなえよう！ 


