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★1人ひとりの夢や目標に優劣はない！★

・ 志望する進路にあった、 きめ細やかな授業科目がある。
・ ２年次から、 文系 ・ 理系 ・ 生活創造コースを選択できる。
・ 授業を通して、 基礎力と応用力、 表現力、 探究力など社会で活躍するための
　多様な力を養成できる。

四年制大学、短期大学、専門学校、公務員、一般就職など

　私は、普通コースで部活動と勉強の両立ができるようにがんばってい
ます。部活動は大変ですが、先生方が個人に合った指導をしてくださるの
で、勉強にもついていけています。授業や課題も充実しているので、１年生
のころよりもかなり成績を伸ばすことができました。部活動と勉強の両立を
目指す人にぴったりのコースだと思います。

（普通コース　２年　荒木　拓海）

目指す進路

特　　　徴

・特別進学コースとして、 四年制大学進学を目指し、 将来各分野・組織におけるリー
　ダー となる人材を育成する。 ２年次から、 文系 ・ 理系のいずれかを選択する。
・゛Think Globally , Act Locally. Think Locally , Act Globally.

゛

をモットーに時代のニー
　ズに答える人材を育成する。
・ 英検準１級取得を目指し、 新しい大学入試にも対応した授業が実施される。
・「探究型学習」「グローバル教育」「英語４技能」 など、 多面的な思考の育成と発信
　する力を養成する。

　これまでに私はグローカルコースで様々な体験をしてきました。 海外の
学生との交流では、 日本文化を私たちが紹介したり、 海外の文化につい
て教わったりします。 相手と会話をしていく中で、 うまく伝わらないこと
もありますが、 どうにか単語だけであっても伝えようとすると、 相手もそ
れを汲み取ろうとしてくれます。 この経験はオーストラリアでの語学研修
でも大いに役立ちました。 　　　（グローカルコース　２年　氏原　由博）

東大 ・ 京大 ・ 九大などの旧帝国大学、 四年制国公立大学
早稲田 ・ 慶応などの四年制私立大学進学

目指す進路

特　　　徴

過去

３年間の

合格
実績

国立大学 ： 九州大学、 東京農工大学、 九州工業大学、 長崎大学、 熊本大学、 大分大学 他
公立大学 ： 長崎県立大学、 福岡女子大学、 長岡造形大学、 宮崎公立大学 他
私立大学 ： 明治大学、 立命館大学、 帝京大学、 東京工芸大学、 西南学院大学、 福岡大学 他
看　　　護 ： 島原市医師会看護学校、嬉野医療センター付属看護学校、熊本労災看護専門学校　他
短期大学 ： 長崎女子短大、 長崎短大、 純真短大、 福岡女子短大、 上智大学短期大学部　他
専門学校 ： 中村調理製菓専門学校、 長崎歯科衛生士専門学校、 麻生医療福祉専門学校 他
公 務 員 ： 自衛隊曹候補生、 自衛隊自衛官候補生、 南島原市役所、 雲仙市役所

特進クラス！

普通科 ・ 普通コース

普通科 ・ グローカルコース

多様な進路

に対応！
（1 年生　時間割の例）

（1 年生　時間割の例）

GE：グローカルイングリッシュ



☆ 進学から就職まで夢をかなえる４つのコース・科 ☆

・ 地域と連携した体験学習 （保育園実習 ・乳幼児親子交流学習） を実施。
・ 全国家庭技術検定１級 （食物調理 ・被服製作） の取得を目指す。
・ 衣食住、 保育 ・幼児教育などの生活を支えるスペシャリストを養成する。
・ 食物 ・保育 ・ ファッションなどに関する充実した授業科目がある。

四年制大学 （私立）、 短期大学、 専門学校 （食物栄養、
幼児教育、 保育、 生活科学、 看護など）、 就職

※２年次からの選択コースになります。
（３年生　時間割の例）

　生活創造コースは、 保育園実習や親子乳幼児ふれあい交流学習などが
年間を通して４～５回実施されますので、 幼児の成長の様子がわかり、 と
ても楽しい学習です。 また、 検定試験では洋服、 和服、 食物１級を取得し
て三冠王になるため日々の努力しています。 少人数で、 毎日楽しく学習し
ています。 　　　　　　　　　
                             　（生活創造コース　3年　松田　奈珠）

目指す進路

特　　　徴

普通科 ・生活創造コース
実習・検定が充実！

・ 次世代の福祉リーダーを養成。また、知識・技術を修得し、福祉マインドを育成。
・ 「介護福祉士」 の国家資格を取得可能。
・上級学校へ進学し、 作業 ・理学療法士、 看護師、 社会福祉士、 教員などの道
　も拓ける。
・ 「ふくしラボ（各専門分野のスペシャリストを招いての授業）」の授業を通して、地域
　社会とふれあいながら豊かな人間性を磨く。
・介護福祉施設において実習を行い、 実践力を養成する。

　私は口加高校の福祉科の第１期生です。 福祉科は少人数ですが、 みんな
優しく仲良く過ごしています。 国家試験の合格に向けてみんな毎日一生懸
命に勉強を頑張っています。 学校での学習以外に実習もあり大変ですが、
たくさんのことを学ぶことができます。 また、 介護技術コンテストやボラ
ンティア活動などにも積極的に参加しています。 福祉に興味のある人は、
ぜひ来てください。 　　　　　   　　　　（福祉科　１年　川村　茉凜）

　口加高校は生徒が中心となって行事を行う学校です。 また、 学習面では
VALという声を出しての授業もしています。 その結果、 多くの人が内容を
理解することができています。 進路としては、 国公立大学から就職まで幅
広いものがあります。 ぜひ、 口加高校へ来てください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生徒会長 ： 髙木　佑宇祥）

福祉系進学、 医療系進学、
介護 ・医療 ・福祉機関等への就職

目指す進路

特　　　徴

福祉科

国家資格取得！
（３年生　時間割の例）



４月
・ 入学式対面式
・ 宿泊研修
・ 歓迎遠足

５月
・ 中間考査
・ 避難訓練
・ 生徒総会
・ 高総体壮行式

６月
・ 高総体
・ 期末考査

７月
・ 海岸清掃
・ スポーツ大会
・ 夏季補習
・ 学習合宿
・ｸﾞﾛｰｶﾙｺｰｽ
　　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
　　　語学研修

８月
・ オープン
　　　　スクール
・ 平和学習

９月
・ 体育祭
・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
　　研修報告会
・ 中間考査

10 月
・ 菖蒲祭

11 月
・ 校内弁論大会
・ 人生の
　　達人セミナー
・ 芸術鑑賞会
・ 高校駅伝
・ 期末考査

12 月
・ 修学旅行
・ 冬季補習

１月
・ センター試験
・ 探究学習
　　 発表会

２月
・ マラソン大会
・ 学年末考査

３月
・ 卒業式
・ スポーツ大会

歓迎遠足

生徒総会

菖蒲祭

芸術鑑賞会

修学旅行

探究学習発表会

マラソン大会

卒業式体育祭

オープンスクール

高総体

学習合宿

口加高校の年間行事



九大訪問

オーストラリア
語学研修

国際交流会

幼稚園訪問

親子交流会

探究学習
（フィールドワーク）

グローカルコースの行事 口加高校へ通う生徒の一日

生活創造コースの行事

福祉科の行事

介護技術コンテスト

車椅子実習

口加高校には歓迎遠足、 体育祭、 菖蒲祭など様々な行事がありま
す。 生徒会を中心に企画・運営を行い、どの行事も盛り上がります。
ぜひ、 足を運んでみてください。 また、 部活動にも力を入れており、
放課後、 休日を活用し一生懸命に取り組んでいます。 これからの
活躍にご期待ください。

（吹奏楽部部長 ： 林　亜優）

～ ：
起床
朝食
登校準備

：
：

通学

：
：

始業
朝読書

：
：

：
：

① ④限

：
：

昼休み
掃除

：
：

⑤ ⑦限

：
：

～
：

部活動
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夕食・入浴
家族の時間
自分の時間
勉強時間～

：

小浜から通う
A君の一日

朝は６時に起きて、ご
飯を食べます。７時過
ぎには家を出てバス停
へ GO！自分の朝の
ルーティンをしっかり
つくっていますよ。

朝の１０分読書、楽し
みなひととき。好きな
本をいつもカバンに入
れているよ。

読書が終わったら、担
任の先生とホームルー
ムの時間です。今日も
連絡事項がたくさん！
メモメモ。

午前中は４時間の授
業、頑張る！

昼休みの後にみんなで
掃除をします。おいし
いご飯とリフレッシュ
タイム。

午後は３時間の授業。
集中、集中！

７時間目が終わったら
すぐに帰りのホーム
ルーム。今日も部活頑
張るぞ！

夕方７時には下校なの
で、部活動は２時間半
くらいの練習時間で
す。下校のバスは夕方
７時１０分ごろに出て
いるので、家に着くの
はだいたい８時過ぎく
らいかな。

家に帰って、みんなで
ご飯。夜１０時には勉
強机へ。２時間は予習
と課題のために時間を
確保。眠い日もあるけ
ど夢に向かって！

7時２０分ごろのバスで
約30分、バスを降りた
ら 5 分ちょっと歩いて
学校に着きます。

７時前ごろのバスに乗
れば、８時１５分の始
業に間に合います。バ
スに乗っている時間は
約１時間だよ。

毎日５時半に起きて、
朝の自主トレでランニ
ング。中学時代から続
けています。６時半ま
でにはご飯を済ませて、
学校へ。

朝の読書。口加では「稔
（みの）りの時間」と呼
んでいます。バスでも
読書していますよ。

毎日７時間の授業です。
数学や英語は１日に２
回授業がある日もあっ
て、勉強しているな～
としみじみ思います。

お昼ご飯は、お弁当の
注文ができるし、手作
りパンの販売もあって、
おいしくいただいてい
ます。腹が減っては勉
強できぬ！

帰りのホームルームの
あとに、委員会活動や
生徒会活動が入ってく
ることがあります。高
校生活、充実！

放課後に何もない日は
６時過ぎには家に着き
ます。家が自営業なの
で、手伝いもするし、
妹や弟の世話をします
よ。勉強も頑張りたい
し、家族の時間も大切
にしたいので、帰宅後
の時間の使い方は結構
重要です。

小浜方面の下校のバス
は夕方５時・６時・７
時台に２本ずつ出てい
ます。自分のｽｹｼ゙ ｭー ﾙに
合わせてバスで下校し
ます。

島原から通う
Bさんの一日



文化部

日本文化部

新聞・文芸部

美術部

吹奏楽部

放送部

口加高校の部活動

運動部

女子バレー部

男子卓球部

男子ソフトテニス部

女子ソフトテニス部

男子サッカー部

女子卓球部

男子陸上部

女子陸上部

女子ソフトボール部

男子野球部

女子バスケットボール部

男子バスケットボール部



１年

普 通 科
福祉科

普通コース グローカルコース

27名 27名 40名 26名

普通コース 生活創造
コース

グローカルコース
福祉科

文系 理系 文系 理系

ｽｸｰﾙｷｬﾗｸﾀｰ
ロカロちゃん

カフェ

菖蒲園

福祉実習室

購買

２年、３年

イングリッシュ・ゾーン

口加高校に入学してみて

口加高校は、 先生と生徒の仲がとて

も良い学校です。 先生は一人ひとり

のことを親身になって考えてくれます。

そして先輩もとても優しいです。

（口之津中学校出身　芳澤　成道）

高校生になると新しい友達が増えて毎

日が楽しいです。中学生のときよりも大

変で忙しい毎日ですが、 先生や先輩方

がとても優しく接してくれるので過ごし

やすいです。 とても明るい学校です。

（小浜中学校出身　石橋　永遠）

口加高校のコース・科と入学時の定員数

口加高校の施設・設備

※少人数による手厚い授業が特長!!



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

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

※　歓迎遠足において全校生徒で作った人文字

口加で咲こうか！令和から始まる
口加 New Generation !!

令和元年キャッチフレーズ


