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大村高校とは

「伝統なき創造は空虚　創造なき伝統は陳腐」創立

100周年記念碑に書かれたこの言葉は、大村高校の

あるべき姿を示しています。長い伝統の上に、日々創

造を重ね、学習に部活動に学校行事に全力で取り組む。

大村高校はそんな学校です。

校是「両導不岐」
大村高校の前身は、寛文10年（1670年）大村藩主大村純忠

が玖烏城内線馬場に上級藩士子弟教育のために設立した

藩校f集義寵」で、全国では7番目、九州では最古といわ

れています。明治17年（1884年）日月10日r私立大村

中学校」開校。この年を創立とじ、＿今年で創立131年目を

∴迎える長い歴史をもつ学校です。ゝ－

久原の丘でう番毎春⑨紺
7

表薩は、普遍軋療理探索融、家政科の3つの学科を持ち√創立垣1周年車重え養

魚内慮指ゐ伝癖と実感を持つ進学校です。　　　　∫

＿朋樹7年頑畦時から大村高校の卒業生は3万4干久を翠も渥内l⊆とどまらず

我が国の各方面r・畠分轟で、さ切子は国際的な舞台でも法敵し頑預針

またい木村毒校の疲琴である繭道不岐」は、学力■だ廊なく岳活動や学校行事に対

する取り組みなどト学校における様々な活動を高いレベルで両立させることで、「徳・

失画覿毎バラン神とれ売払療育虚に垂岳でおり、垂直で素重な大村の生硬の気等宣桓妻妻も環境夢年度

喪章櫛は倒年に躯多郊痺鱒績合格考（172名、翠痩158多さ垂勢、唾痢鞄鴫野頓轡

．完讐芸慧話芸粘監慧手癖即子の韓嘩師・頸鮨臣、智静牽
き無敵柱頭畢有事こと春草　摩異臭重　苦車掌　　鴫車頗鍵も　醇方分　担恕　蜃匪なイ郵剋

壷唾準してゝlる酵唾法学靡軒嘩追啓育麒人噸鹿爆庚歩睡蓮よ輝
きに艇進学蓼粛べく、崖獲自ら考企画・厘塾夜学樹上l堪毒草してい妻萄

三≒三三三‡壬三三勝ち雛高頂おを葬を情弼短
若葉彗寿に勝紺御重や革帯萄垂導、桝探索酢蜃寧車軸鞠細筆畦遵詠
偲忍芙挙でき諺轍画趣桓筆戦舜郭壇∂噸嘩萱垂ら熟暫衰奏薗観等きん
＠夢頭麺を単音看守考な御レ掘謹趣旨葛匿東〉

大村副交冬イ亘澗とともに華に向かつそチャレンジしてみ奏せんか？

大和岳楓蔓碩和琴鞄苧掛を断てい奉も　　．志∵言∴凍”
1■



4
・入学式

・新入生宿泊研修

・歓迎遠足

5
・育友会総会

・中間考査

鴨
・センター試験

・マラソン大会

・数理探究科

課題研究発表会

2、
・家政科

課題研究発表会
・学年末考査

3
・卒業式

・球技大会



1普通科とは‥・
・本校創立時からの伝統ある科です。

・個に応じたきめ細かな指導を行い

ます。

（大学進学から公務員などの就職

まで）
・納得いく選択を指導します。

（文理選択や個々の志に

即した進路実現を支援）

■文系牒系について
大学に進学しようとすると、どの大学で何を学びたいかで受験科目が異なります。

受験科目は、学部ごとに似た傾向があるので、高校では大まかに「文系」「理系」に分け、生徒の

進路実現のための学習ニーズに応えています。

高校1年生の1学期にガイダンスを行い、2年生から「文系」「理系」別に学級編制を行います。
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早朝補習 � 

早朝読書 � 

S　H　R � 

1校　暗 � 

2　校　時 � 

3　校　時 � 

4　校　時 � 

昼　　食 � 

5　校　時 � 

6　校　時 � 

掃　　除 � 

7　校　時 � 

S　H　R � 

部　活　動 �16：00～ 

完全下校 � 

田　川　　　優　陸上競技部（郡中学校）

私は入学する前に、友達ができるか、勉強についていけるか、様々

な不安を抱えていました。しかし、大村高校の生徒は明るくて、す

』…呈蔓萱蔓萱蔓墨警警誓．誓竺
確かに大村高校は課題が多いし、朝補習も大変ですが、今ここで

苦労をしているのは、自分の将来の夢を叶えるためだと思い、日々

頑張っています。しかし、大村高校は勉強ばかりではありません。

文化崇や体育大会、球技大会など、楽しいイベント盛りだくさんです。

そこでクラスの仲が深まり、より充実した学校生活が送れるのです。

このように大村高校は勉強も楽しいイベントもあるのでとても充

舅　≡長芸≡≡嘉男諾三言認諾諾校で夢を実即せるため、

寺　井　涼　香　陸上競技部（西大村中学校）

私は将来医療系の仕事に就きたいと考えています。その進路を実

現させるために、理系に進みました。理系は、国語や英語の単位が

少なくなる分、数学や理科の授業が多くなります。授業のスピード

も上がるので、しっかりついていけるのか不安でしたが、先生に賢

串　警詣苦し讐三言孟孟宗冨富警叢書三㌢で＼苦手なとこ
部活動では、陸上部に所属しています。部活動と勉強の両立は想

勇貰竺吉妄警ヒ子ら歪芸羞E享三吉雲完孟貢ぎ表票讐這墓巳誓至芸呈
る先生方がいます。私は今、周囲にいる自分を支えてくれる方々の

おかげで、勉強と部活動、どちらにも全力で取り組めているのだと

芦　要望孟宗差至芸票警筈二警芳志≡言誤忍罠票差雷雲と讐喜芸
の目標や夢の達成に向けて頑張っていきます。

森　竹　　　廉　吹奏楽部（桜が原中学校）

私は入学し、ちゃんと勉強や部活動についていけるか、プラスに

馴染めていけるかなど、期待よりも様々な不安を抱えていました。
けれど、入学してすぐの宿泊研修や歓迎遠足、体育祭などたくさん

の行事があり、また丁寧で熱心に教えてくださる先生方、高校で出

会うことができた素晴らしい仲間に囲まれ、すぐに学校に馴れ、今

では充実した学校生活を送っています。

大村高校は確かに日々の課題や予習・復習・模試など多く大変で

すが、私は目標である「大学進学」のためだと思い頑張っています。

私は大村高校の校是である「両道不岐」のもとで、残りの日々を切

瑳琢磨できる仲間と共に頑張っていこうと思います。

渡　邁　夏　生　美術部（奈良尾中学校）

私は新上五島という離島力＼らこの学校へ入学しました。初めは知

らない人ばかりでうまく馴染めるかどうか不安でしたが、周りは温

かく私を迎え入れてくれました。毎日の勉強は大変ですが、周りの

生徒たちも必死に努力していることを実感させられます。大学進学

へ向けて頑張っている生徒たちの考え方は人それぞれです。多くの

人のアドバイスや目標を聞いて日々新しい発見をしています。その

おかげで私は将来どこに進学したくて、どの職業に就きたくて、ど

のような大人になりたいのかをはっきり決めることができました。

また、大村高校は行事が盛んです。球技大会が2日連続であること

にはかなり驚きました。白熟した試合はプレイをする側でも、応援

する側でも、存分に禁しむことができます。文化祭はクラスが一丸

となり、ひとつのものを作り上げ、達成感が得られます。忙しいと

思うことが多い高校生活ですが、それでも毎日が楽しくて充実して

いると感じるのは大村高校だからだと思います。皆さんも「両道不

山支」という校是のもと、ここでの高校生活を楽しんでみませんかつ



特に力を入れて取り組んでいることは次の3つです。

このような実践力と高い学力を身につけた人材を

育成しています。
‾「

‘数理く深究科の樽懲

・、－1∴

【冊“＿m数理鹿究準恩還。〇。

地球温暖化や環境問題、高齢化社会など

21世紀が抱える様々な課題を解決するた

めには、科学技術の進歩が必要です。また

急速なグローバル化が進んでおり、海外の

研究者や技術者と協力して研究開発を推進

できる人材が求められています。この時代

を力強く生きていくための能力を高めるた

めに数理探究科があります。数理探究科で

大村高校の理数科は、平成6年に県内で最初の理数科として発足しました。この伝統と実績をさらに継

承発展させるために、平成23年度より数理探究科に進化しました。

数理探究科では、普通科ではできないような様々な体験をし、夢の実現を後押しするシステムを用意し

ています。

また、平成27年度より2年生希望者に対してアメリカ研修を実施します。大村高校と連携した高校を訪

問し、ホームステイを行い、自分達が研究した課題研究を英語でプレゼンテーションを行うなどの研修を

行う予定です。

M　．－1∴　一二　　　　　　■‾　．＿＿　　∴　■‾　　　　】二、－∴1－‾ご

長崎大学や長崎県立大学と連携し、高度な実　　　　普通科では化学・地学は全員学びますが物理・生

験・実習などを体験できます。　　　　　　　　　　物は選択となり、どちらも学ぶことができません。

ノーーⅣ八／＝これ　　三　二二ノ；　つ－〔′

【一汁∴ぺ済宣言等㍗美代圭

長崎医療センターや、県の研究機関、先端企

業等を訪ね、医療の現場や、科学技術の研究、

応用の現場を直接体験します。

㌻＼㌣∵77－一一【扇蓋誓〒コ宗誉売宣

2年次より、理工系コース、医学系コースに

分かれ、コース毎の担任がきめ細かな進路指導

を行います。

少人数授業で学習のつまづさを防ぎ、基礎基本

の徹底を図ることができます。また意欲のある生

徒は深く高度な内容まで学ぶことができます。

／手＝笥≡冒nT〔㌫7－、が1【、ヂ

＼上ノ　憲‾ミ

1年次は、数学や理科の様々な分野の実験・実

習を行いながら、テーマに沿って研究の方法につ

いて学びます。

2年次は、興味がある分野について、自らの力

で試行錯誤しながら探究する活動を行います。活

動の成果は校内発表会で発表し、優秀者は県大会、

中国・四国・九州大会へと進みます。

壬㌢（㌢＼ッニ′二・嘉、－ノー／

ラスベガス近郊のグリーンバレイ高校を訪問し、

ホームステイ、英語による課題研究発表を行いま

す。また現地での研修も実施する予定です。

1■
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1年（課題研究は通年実施）　　l2年（課題研究は通年実施）l3年 

4月 � 

島原半島ジオパーク研修（1年）　1　　　　　　　　　　1／ 

6月 �l　長崎県理数科高等学校課題研究発表大会、1・2年生は見学、3年生は発表 

7月 � �� 

数理探究科研修（大塚製薬、佐賀大学）（1・2年） 

8月 � 
．　　　　　　1年生は全員参力口、2年生は希望者 

9月 �l l l � 

10月 � � 

11月 � 

12月 � � 

1月 � 

2月 � 

』」敦劉綺鞘螢翫潮汐が㌍ゼ

l

塁爺　福　山　みさき　陸上競技部（明峰中学校）

数理探究科では、普通科にはない様々な体験をする

ことができ、この体験は将来に絶対役に立つと思い

ます。数理探究科のみ設けられている課題研究の授

業は、5つの分野に分かれて自分が興味あることを

研究することができます。

理系科白の授業時間が多いため、専門的に学べる

ことと、3年間同じ仲間と過ごし、団結力が深まる

司言霊票が、私の充実した高校生活を送る鍵となっ
このように、数理探究科にはいくつものメリット

勇言霊詰言送設妄諾慧≡芸子認諾誌
成長できるので数理探究で学びましょう。

塁等≡鶴　田　彩　希陸上競技部（玖島中学校）…

数理探究科は学年で1クラスなのでクラス替えは

ありませんが、その分男女の隔てもなくクラス全体

が団結していて、毎日楽しく過ごせています。

舅科至芸妄言警告悪霊慧‡至芸芸胃〒讐芸芸、三雲霊
路に役立てることができます。

私は陸上部に所属しており、身体的・精神的にき
ついときや大変なときもありますが、両立すること

ができています。

自分の夢に一歩でも近づけるように、一緒に数理

探究科で大村高校での学校生活を送りませんか。

普通科と比べ国立大、医歯薬への合格率が高い

ことが特徴です。

（数理探究科40名、普通科240名）

過去6年間の主な進学実績（数理探究科は理数

科を含む、現役のみ）

京都大学　数理探究科1名／普通科1名

大阪大学　数理探究科3名／普通科5名

九州大学　数理探究科22名／普通科28名

長崎大学　数理探究科33名／普通科134名

国公立大医学部　数理探究科6名／普通科1名

国公立大薬学部　数理探究科6名／普通科1名

垂等l一　瀬　立　樹　山岳部〔クライミンク〕（西大村中学校）

数理探究科では、普通科では体巌できない様々なことを行うこ

とができます。そして数理探究科が普通科と決定的に違う点は、

課題研究があることです。1年生で体験したり学習したりしたこ

とから「物理」「化学」「生物」「地学」「数学」の5つの分野から、疑問

に思ったものについて自分達で研究することができます。

また、企業や研究機関、大学を訪問することで、将来について

の視野を広げることができます。私は1年生の夏休みに参加した

スーパーサイエンスキャンプで静岡県の浜松医科大学で研究した

ことが、現在の課題研究に大いに役立っています。仮説の立て方

から解決策の導き方まで大学生や大学の教授の方々にとても詳し

く教えてもらったからです。これらのことから、数理探究科は自

分で穎問を見つけて、自分で解決する力が身につく場所だと思い

ます。さらに、2クラスに分力＼れての少人数授業により、授業中

に先生とのコミュニケーションもとりやすく、分からないところ

はすくに質問できます。

数学や理科が好き・得意な人はもちろん、少し苦手な人も質問
がしやすいから数学や理科が楽しくなってくると思います。是非、
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参程毒な専悶瑚圏

家庭に関する様々な専門科目を学び、知識や

技術を身につけることができます。

撼年慶福麓授業

大村市内の保育所や高齢者福祉施設での実習

や体験学習の機会が多く、高齢社会や福祉の

時代に対応できる人材を育成します。

ヨ家政科藍は0。0

自ら体験しながら確かな知識と

技術を身につけることができま

す。高齢者施設や保育園などでの

実習の機会も多く、様々な年代の

人と触れあうことにより、心豊か

な人間を育てます。

家庭科技術検定（食物・和服・洋服）の1級
取得に向けて意欲的に取り組んでいます。ま

た、全商ビジネス文書検定・全商情報処理検

定にも取り組んでいます。

窮究薗0学ぶ窯』書を義朝芸誓

課題研究等により、自分で問題を解決し、研
究をまとめて発表する力を養います。

専門家臆よる碁至芸蛋

民間のその道のプロをお招きしての実習を

通して、技術だけでなくスペシャリストと

しての心構えを学びます。
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饗場取得憶薗信・意≡怨がります
文部科学省認定家庭科技術検定（平成26年度卒業生）

1級合格 �食　物 ��39名 �3冠王39名 取取馴 
被　服 �洋　服 �40名 

和　服 �40名 

全商ビジネス文書検定（平成26年度卒業生）

全商ビジネス文書検定（1級）

全商ビジネス文書検定（2級）

二童二．一意巷、二．1■▲：

卒業生のほとんどが、推薦入試制度を利用して、家政系の4年

制大学・短期大学・専門学校に進学しています。

過去5年間の主な進学実績

個公立大学）鹿児島大学・長崎県立大学

（私立大学）東京家政大学・長崎純心大学

活水女子大学・九州看護福祉大学

（短　大）長崎女子短大・長崎短大

中村学園短期大学部

香蘭女子短大・福岡女子短大・佐賀女子短大

（専門学校）長崎リハビリテーション学院

家手管∴主三長与㍉立‾一・・一二て七っ干、｝

宮　美穂詣讐諾部（千綿中学校）
‾‘　　家政科では、教科の学習に加え、技術検定があります。

それらを同時にこなせる力、、不安はありますが、先生方の

勇　諾票妄讐方のアドバイスをいただきながら＼日々努力

初めての検定では、とても緊張しましたが、楽しみなが

舅　三笠苦言三宝三雲詰責宣誓謡完芸…冨芸‡言讐？警尖

らを達成していきたいです。

下　条　琴　舌　陸上競技部（桜が原中学校）

家政科では、調理実習や被服実習など専門の学習を行う

ことができ、毎日とても充実しています。また、体育祭や

文化祭などの行事も仲間と協力して楽しむことができます。

勉強・検定・部活と時間に追われ大変忙しいですが、効率

よく自分に合った時間の使い方がわかるようになり、両立

串　芸喜孟宗孟ここ羞完票墓誌警霊悪≡芸ぎ芸禁に≡芸芸
生やクラスの仲間が丁寧に教えてくれたり、ノートを賃し

芦　芸羞警芸：悠三三孟子芸芸芸孟左…芸蒜墓守芸墓守完書芸
頑張って『両道不岐』を成し遂げたいと思います。

長崎医療技術専門学校

中村学園調理製菓専門学校・文化服装学院

江　口　　　舞　ソフトテニス部（広田中学校）

家政科では、被服・調理・情報・保育など様々なことを学

びます。それぞれ検定や実習があり大変ですが、40人全員

で家庭科技術検定三冠王を取るため白々頑張っています。

私は佐世保出身なのですが、大村で姉と二人暮らしをして

います。朝のお弁当やシャツのアイロンがけなど授業で学ん

だことを実生活に活かすことができます。勉強や部活、そし

て家事の3つを両立しなければならず、体力的にも精神的に

もきつい時期もありました。しかし、家政科での生活が充実

していて楽しみだったので、乗り越えることができました。

家政科は3年間クラスが変わりません。入学して1年が経

ち、絆が強まり団結力も出てきました。この団結力で仲間と

協力してこれからも元気に頑張っていきたいと思います。



●国公立大学‥・172名（現役158名）合格
東京外国語大学1名、大阪大学2名、神戸大学1名

九州大学4名、長崎大学35名（医学部医学科4名）

広島大学4名、熊本大学14名、長崎県立大学21名ほか

●私立大学‥・のベ235名（現役225名）合格
東京理科大学、同志社大学、西南学院大学、福岡大学、長崎純心大学、活水大学ほか

●短大…・26名合格
長崎女子短大、長崎短大、福岡女子短大ほか

●専門各種学校など…・30名合格
嬉野医療センター附属看護学校、佐世保市立看護専門学校ほか

1進路実現に向けての取り組み

★補習
早朝補習（全学年）放課後補習（3年生）

★面談
担任の先生から適切なアドバイスを受けます。

十一．＿・■■■’■十

★進路講演会
外部の方の話を聞いて進路意識を高めます。

★ジョイントセミナー
大学や企業の方の話を聞き、進路意識を

高めます。

鞋∴・鴻嘉．
★3年生夏季学習合宿
学年一丸となって、大学受験のための実力を

養成します。

芸
－
願
覇
覇
を
ご
：
軒
■
析



⑳体育慧霞
陸上競技部（男女）漕艇部（男女）バレーボール部（男女）バスケットボール部（男女）

剣道部（男女）卓球部（男女）テニス部（男女）バドミントン部（男女）弓道部（男女）

当　　　山岳部登山競技・山岳部クライミング競技（男女）野球部（男）ハンドボール部（男）

ソフトテニス部（女）ソフトボール部（女）サッカー部（男）ラグビー部（男）

当

当　芸芸芸　芸≡芸　芸冨喜呂　霊芝芸　≡…芸部讐ラス芸服部

覇部活動の主な実績

（1）運動部

◎平成27年度　県高総体　結果

勇　違忘孟夏妄ス部女子

票　警警諾慧㌢

優勝
総合優勝
総合2位

準優勝
山岳部（登山）女子九州大会・インターハイ出場

【個人】
○弓道部女子　　個人　　　　　　　　　　優勝

○テニス部女子　シングルス　　　　　ベスト8

ダブルス　　　　　ベスト8　●平成27年度会九州高等学校体育大会
○ソフトテニス部女子　　　　　　　　　　　○山岳部女子　登山競技　　　　　　　優勝

準優勝、3位（2組）＼5位、6位　　○漕艇部女子　ダブルスカル　　　　第2位

呂芸芸喜琵雲…　芸言うヒ夏雲プヒ　2着、孟霊　●高等学校陸上競技対抗選手権大会北九州地区予選大会
シングルスカル　　2着、4着　　○陸上競技部　男子砲丸投　　　　　第1位○陸上競技部芽しプル…≡；室璧撃竃

女子200M　　　　　　　3位

女子4×400Mリレー　　3位

○水泳部

男子100M

女子400MH

男子1500M

男子400M

男子800M

男子100M平泳ぎ
男子100M背泳ぎ

4位
4位
5位

5位

6位

○文芸部　文芸コンクール　部誌部門　最優秀賞
〟　　　　岩寺部門　　最優秀賞

〝　　　　俳句部門　最優秀賞

／／　　　短歌吾肝∃　最優秀賞

○吹奏楽部　県吹奏楽コンクール　　　　　金賞

県アンサンブルコンテスト　　金賞

6位　●中国四国九州地区理数科高等学校課題研究発表大会

6位　　○数理探究科　ポスター発表部門　　　　優良賞



最寄りのバス停は（大村）公国入口です。


