
長崎県立小浜高等学校

学 校 案 内
C A M P U S  G U I D E

2021

〒 854-0595 長崎県雲仙市小浜町北野 623 番地

TEL 0957-74-4114  FAX 0957-75-0401
http://www2.news.ed.jp/section/obama-h/

Your dream is here
君の夢は浜

こ こ

高にある



『誠実な人』

校　訓

魅　力

この「～な人」に込められている意味は、誠実を日常生活の中で実践
しなければ意味がないという実践尊重の精神がその根本にあります。
この具体化・実践化に継続的に取り組んでいます。

きめ細やかな指導で授業がわかるきめ細やかな指導で授業がわかる
少人数授業や習熟度別授業、個人添削等を通して一人ひとりを大切に少人数授業や習熟度別授業、個人添削等を通して一人ひとりを大切に
します。朝の「文字力テスト」と放課後の「計算力テスト」で基礎力をします。朝の「文字力テスト」と放課後の「計算力テスト」で基礎力を
アップしていきますアップしていきます。。

部活動が思いっきりできる部活動が思いっきりできる
充実した設備と指導者の熱心な指導が待っています充実した設備と指導者の熱心な指導が待っています。。

進路実現の近道は「浜高」進路実現の近道は「浜高」
２人担任の手厚い指導体制で、毎日の学習習慣と生活習慣の確立を２人担任の手厚い指導体制で、毎日の学習習慣と生活習慣の確立を
徹底的に指導します。有名企業から毎年求人が来ており、求められる徹底的に指導します。有名企業から毎年求人が来ており、求められる
人材を輩出しています人材を輩出しています。。

地元との強い絆で地域に貢献地元との強い絆で地域に貢献
地元の多くのイベントに関わり、豊かな心と郷土愛を育てます。地元の多くのイベントに関わり、豊かな心と郷土愛を育てます。

小 浜 高 等 学 校
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　本校は、地域の方々の強い熱意と長年の要望を受けて昭和 24年に開校し、創立 71
年目を迎えた歴史ある学校です。地域の方々から「浜高」と親しまれ、卒業した先輩
方は、地域をはじめ、国内外のあらゆる分野で活躍をしています。校訓である「誠実
な人」の実践と一人ひとりの希望の進路実現を目指して、「人間力」の向上を教育活
動の根幹としています。
　本校は、普通科と総合ビジネス科があり、それぞれの特色を生かした習熟度別学習
や少人数授業を実践しています。特に総合ビジネス科は、普通教科だけではなく、簿
記や情報の資格、韓国語の習得など、就職はもとより、進学においても大きな魅力を
持った学科です。資格や語学に興味があり、人とは少し違う力を身につけたいという
人はぜひ挑戦してほしいと思います。
　浜高の先生方のモットーは生徒一人ひとりを大切に「とことん生徒と向き合い、と
ことん授業を磨き充実させ、とことん生徒の未来を考える」です。教職員一同、皆さ
んの夢と志の実現のために全力で支援をしていきます。一緒に新しい「浜高の伝統」
と「皆さんの未来」を創り上げていきましょう。

第 22代校長

藤　原　勝　志

「志に必勝！人間力で勝負の浜高」
～力をあわせて、自分の可能性・未来に挑戦しよう～
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進 学

就 職

進　路

　私は大学で経営の知識を身に付け、実家の農
業に新たな経営体制を取り入れてみようと考え
ています。３年生から国語、英語、数学の本格
的な添削指導をしていただきました。
　校長先生をはじめ多くの先生方の手厚いご
指導のおかげで進路を実現することができまし
た。小浜高校は何より先生方に恵まれていると
思います。先生方について行けば自ずと力がつ
き、よりレベルの高い大学へと進学できると思
います。

　私はトヨタ自動車九州の職場見学に参加しま
した。みんなが協力して一つの物をつくりあげ
ていくところにやりがいを感じました。就職に
向け、３年の放課後補習から本格的に勉強を始
め、一般常識問題の問題集をひたすら解きまし
た。面接練習では、内容のことはもちろん、声
の大きさや姿勢に気を付けました。小浜高校で
部活と勉強を頑張っていれば必ずいい進路につ
くことができると思います。皆さんも浜高で未
来を切り開いてみませんか。

　私の将来の夢は、管理栄養士になることで
す。母が管理栄養士として老人ホームや保育園
で多くの方々に食事を作っている姿を見て憧
れ、私も食事を通して人と関わりたいと思った
からです。長崎短期大学は指定校推薦の奨学
生制度で受験しました。吹奏楽部の部長として
３年になっても各種の大会に参加し、部活と両
立して取り組むことができました。皆さんも浜
高で進路実現のために悔いの残らない高校生
活を過ごしてください。

　私は人の役に立てる仕事がしたいと思い、長
崎県職員の事務職を志しました。１年生の冬か
ら過去の問題集を解き始めました。野球部の練
習と学習の両立はとても大変でした。先生方か
ら補習や添削の指導をしていただき、しっかり
公務員試験の対策ができたので、なんとか合格
することができました。皆さんも高校ではさま
ざまなことにチャレンジし、自分がやってみたい
と思える仕事に就けるよう頑張ってください。

ＴＭ 君
熊本学園大学
南串中出身

ＴＳ さん
トヨタ自動車
九州株式会社
小浜中出身

ＨＫ さん
長崎短期大学
小浜中出身

ＫＮ 君
長崎県職員
一般事務　
小浜中出身

大学・短大
【県内】長崎県立大、長崎総合科学大、活水女子大、長崎ウエスレヤン大、長崎国際大、長崎女子短大、長崎短大
【九州】西南学院大、福岡女学院大、麻生看護大、九州産業大、久留米大、久留米工業大、熊本学園大、西日本短大、

福岡医療短大、福岡こども短大、香蘭女子短大、精華女子短大 ほか
【全国】千葉工業大、日本体育大、東京国際大、東洋大、関西福祉科学大 ほか

看護学校
島原市医師会看護、福岡看護、宗像看護、本渡看護、旭川荘厚生、名古屋市医師会看護、アカデミー看護、あさくら
看護 ほか

各種専修学校
いさはやコンピュータカレッジ、メトロ総合ビジネスカレッジ、長崎医療技術、長崎歯科衛生士、長崎柔鍼スポーツ、
長崎情報ビジネス、九州医療、こころ医療福祉、福岡医健、中村調理・製菓、平岡調理・製菓、長崎高等技術、佐世保
高等技術、県立農業大学校 ほか

【県内】大島造船所、長崎銀行、ハマエンジニアリング、フジワーク、県信漁連、丸高商事、九州フジパン、九州ワコール、
島原鉄道、和泉屋、日本郵便、浜松建設、青雲荘、エースフーズ ほか

【九州】トヨタ自動車九州、にしけい、タカミヤ、嬉野観光ホテル大正屋　
【中国】マツダ、内海造船、三和ドック
【関西】ワークステーション、串八
【中京】トヨタ自動車、三菱自動車、上田石灰製造、岡島パイプ、太田商事、コーリツ、かぶらやグループ、畔柳工業 ほか
公務員
国家Ⅲ種（税務）、長崎県一般事務、県央地域消防、長崎県警、警視庁、大阪府警、自衛隊（一般曹候補生、自衛官候
補生）、ほか

大学・短大・看護へ親身のサポート体制

就職には絶対の自信！

主な進学先

卒業生からのメッセージ

卒業生からのメッセージ

主な就職先

令和２年３月卒業

令和２年３月卒業
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学　科

普通科

様々な進路・進学にあわせて、完全サポート体制を
整えています。

理系コース  Science course 文系コース  Humanities course

　「普通科」は国公立大学・私立大学・短大・高看・
准看・各種専門学校への進学、および公務員や一般
就職について完全サポート体制（２年次からの理系
コース・文系コースの設置や補習、個別添削指導）
を整えています。

●主に大学の理系学部や高等看護学校への進学に対応
でき、さらに進学後の勉強の基礎を固めます。

●大学の文系学部進学や就職、国家Ⅲ種・地方公務員
などの幅広い進路に対応できます。選択教科が多く、
興味関心に適応します。

国語・数学・英語などの普通教科・科目の学習に重点を置き、大学・短大への進学や看護系や介護士の
専門学校への進学、公務員受験などを目指します。

早朝補習、放課後補習、土曜学習会などで進路希望の達成に必要な学力アップを強力にサポートします。

1

2

CHECK!

CHECK!

学年 コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

１年 国語総合 現代社会 数学Ⅰ 数学Ａ 地学基礎 体育 保健 音楽Ⅰ Ｃ英語Ⅰ 英会 家庭総合 社会と
情報

総
探

Ｌ
Ｈ
Ｒ

２年

理系

国語総合 現代文Ｂ 日本史Ｂ 数学Ⅱ

数学Ｂ 物基・
生基

化学基礎 体育 保
健

音
楽
Ⅰ

Ｃ英語Ⅱ 英
会 家総 総

探
Ｌ
Ｈ
Ｒ

文系
選択

（地理Ａ・
政経・器楽）

生物基礎

３年

理系

現代文Ｂ 世界史Ａ 日本史Ｂ

数学Ⅲ
物理・生物 化学

体育 Ｃ英Ⅲ 総
探

Ｌ
Ｈ
Ｒ数学Ⅱ

数学Ｂ

文系 古典 科学と
人間生活

選択
（国表・器楽・

観光英）

選択
（情処・
フード）

選択
（数B・音Ⅱ・

英表）

令和２年度入学生教育課程カリキュラムCurriculum
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　「島原半島の魅力再発見プロジェクト」の略であり、普通
科１・２年時の「総合的な探究の時間」で取り組んでいる地
域課題解決型の学習活動のことです。雲仙市の全面的な
バックアップのもと、地域との協働による活動を通して、高
校生のふるさとへの愛着や誇りを育み、リーダーシップや思
考力、コミュニケーション能力等を養います。

しみプロって何？

ココに
注目

職場体験

２年生全員が１０月に３日間実施します。実際に社会で働くことで、自分の適性を見つめ、生きる力を養います。

先輩からのメッセージ

　小浜高校は、生徒数が少ないからこそ様々なことに挑戦でき、自分を成長さ
せることができます。普通科の生徒でも商業の資格を取得することができ、担
当の先生が丁寧に教えてくださいます。学校行事では、一人一人が主役として輝
くことができ、皆で一緒に盛り上げて楽しむことができます。進路面では、先生
方の手厚いサポートがあるため、目標に向かって自信をもって取り組むことがで
きます。先輩方も進路実現を達成された方ばかりです。
　学年・部活動に関係なく仲が良く、個性豊かな仲間や先生方に囲まれ、とて
も充実した時間を過ごすことができます。小浜高校で共に高校生活を過ごしま
せんか。お待ちしています。

　小浜高校は文武両道ができる学校です。授業は分かりやすく、先生方が丁寧
に教えてくださります。朝補習ではより難度の高い問題を演習し、より多くのこ
とを学ぶことができます。部活動は設備が整っており、とても活動に適した環境
です。私は高校から柔道を始めましたが、先輩や先生方から優しく指導してい
ただき、初心者でもやりやすかったです。進路面も先生方が親身になってサボー
トしてくださるので、安心して今やるべきことに取り組んでいます。あなたも文
武両道ができる浜高への入学を考えてみませんか。

生徒会長　
ＡＴ さん
３年　
野球部　
小浜中出身

ＫＭ 君
２年　
柔道部　
南串中出身
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学　科

総合ビジネス科 簿記や情報の資格取得を目指し、ビジネスの即戦力を育成します。

会計ビジネスコース  Accounting  business course

情報ビジネスコース  Information  business course

商業実務に即した知識と技術を身につけ、ビジネス能力を発揮できる人材を
育成します。

●簿記や財務会計など商業に関する一般的・専門的な知識の修得ができます。
●全商簿記、日商簿記などの資格取得を目指します。
●多くの上級資格取得で経済学部などの大学へ推薦で進学できます。

情報を処理できる技術を身につけ、情報を発信できる人材を育成します。

●情報処理などの情報系科目や商品開発といった起業に関わる科目を通
して、ネットワークの理解やマルチメディアの処理、さらにWebを利用し
た宣伝・販売のシステム構築を目指します。

●情報処理やビジネス文書検定、MOS検定などの資格取得を目指します。　　

●AIによる今ある職業喪失が危惧される中、韓国語を駆使しながら商業専門
資格も活用できる人材は世の中で最も必要とされる存在となります。

●専門の韓国語教師による指導や国際交流員（雲仙市役所）を招いてのネイ
ティブによる韓国語会話を通して韓国語の習得を図ります。

●本場の韓国で学ぶ本校独自の韓国語学研修があります。

４冠（各種検定１級合格４種目）以上取得を目指します。

TOPIK３級取得を目標とします。（大学等の推薦要件）

また２つのコースに共通して学習するのは

これからの国際社会で活躍できる人材を育成します。

令和２年度入学生教育課程カリキュラムCurriculum

韓国語を
授業で！

学年 コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

１年 国語総合 現代社会 数学Ⅰ 体育 保
健 音楽Ⅰ Ｃ英語Ⅰ 韓国語

会話
ビジネス

基礎 簿記 情報処理
観光

ホスピタ
リティ

Ｌ
Ｈ
Ｒ

２年

情報

国語総合 日本史Ａ 数学Ⅰ 生物基礎 体育 保
健 Ｃ英語Ⅱ

選択
（英語会話・

韓国語
会話）

家総

情報処理 ビジネス情報 ホテル
ビジネス Ｌ

Ｈ
Ｒ

会計 財務会計Ⅰ 原価計算 情報処理

３年

情報

現代文Ｂ 世界史Ａ 政経 数学Ａ 科学と
人間生活 体育 Ｃ英語Ⅱ 家庭総合 課題研究

ビジネス
情報

電子商
取引 選択

（地理Ａ・
韓国語会話・
観光研究）

総
学

Ｌ
Ｈ
Ｒ

会計 原価計算 情報処理
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　小浜高校は先生との距離が近く、進路の相談や悩み事も親身になって一緒に
考えてくださいます。総合ビジネス科では、たくさんの資格を取得できます。私
は２年生までに、珠算・電卓実務検定１級、ビジネス文書実務検定１級、簿記実
務検定２級、情報処理検定３級、秘書検定３級、韓国語能力検定３級を取得で
きました。先生方は私達に合った量とスピードで丁寧に教えてくださいます。人
数が少ないのでわからないところも気軽に質問でき、とても理解しやすいです。
そして総合ビジネス科の一番の魅力は、釜山での韓国語学研修があり、韓国語
を楽しく実用的に学べることです。語学だけではなく、異文化に触れる機会が
たくさんあり、いつも新鮮な体験ができました。韓国に興味がある人にはお勧
めです。ぜひ私たちと一緒に浜高で頑張りましょう。

　例年１２月下旬に、韓国の釜山で６泊７日の日程
で実施しています。釜山外国語大学・釜山観光高
校などで本場の韓国語を学びます。費用は各種の
補助があるため、約１２万円かかるうち自己負担は
３万８千円程度です。国際感覚を身に付け、異文化
理解を深める絶好の機会となっています。

　茶道教室や秘書検定
受験を通してマナーを身
につけます。また、国際交
流員である韓国人講師か
ら韓国文化を学びます。

総合ビジネス科の生徒は希望すれば参加できます。韓国語学研修

茶道教室と韓国理解

ＭＭ さん
３年　
茶道・華道部　
千々石中出身

先輩からのメッセージ

初めての海外は
私の一生の思い出！
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部活動

輝く笑 顔 、きらめく毎日、素 敵 な 仲 間との 出 会 い が 待っています。

近年の
成績

浜高吹奏楽部は、
吹奏楽＆マーチングの二刀流
で頑張っています。

平 成
29年度

令 和
元 年 度

平 成
30年度

【九州大会予選】
○野球　ベスト８

【長崎県アンサンブルコンテスト】
○吹奏楽部　銀賞

【全国家庭クラブ研究発表大会】
○家庭クラブ　全国家庭科協会賞（４位相当）

【科学研究発表大会】
○科学部　最優秀賞（全国大会出場）

【科学研究発表大会】
○科学部　優秀賞（九州大会出場）
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野 球 施 設 は 県 内トップクラスの 環 境 で す
甲子園への夢を
ここで一緒に！

浜高は公立高校でありながら、私学に
も負けない練習環境が整っています。
詳細は浜高野球部のホームページを
見てください。

3カ所でのフリー打撃

内野は良質の黒土 電子式BSO表示

トレーニング室

ピッチングマシン 移動用同窓会バス

●陸上（男女） ●サッカー（男） ●柔道（男女）
●弓道（男女） ●バレーボール（男女） ●野球（男）　　　　
●卓球（男女） ●バドミントン（男女）

体育部

文化部 ●科学 ●吹奏楽 ●茶道・華道
●メディア ココが

スゴイ
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主な学校行事

4月
入学式
歓迎遠足
小浜温泉湯まつり

5月 生徒総会
高総体壮行式

6月 高校総体
生徒会役員選挙

7月 球技大会
夏季補習

8月 平和学習
夏季補習

9月 体育祭
ハワイアンフェスティバル

10月 ２年職場体験
文化祭

11月 高校駅伝全校応援
新人戦

12月 球技大会

1月 上級生体験談
ハイキングトライアル

2月 ２年修学旅行

3月 卒業式
球技大会

浜高の 長所

楽 仲し 良の
さ さ＝ ＝
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トピックス

がんばっています！浜高生！がんばっています！浜高生！

生徒会の生徒が中心となって制作
し、地元の情報を高校生の視点で
紹介しています。韓国人向けの韓国
語版も発行し、好評を得ています。

茶道・華道部は、ハウステンボス茶
会・クルスまつり・長崎平和祈念献
茶会など県内の多くのイベントに参
加しています。

先輩の代から５年間続けている「ア
リアケカワゴカイの生殖行動」の研
究で九州大会に出場しました。

夏の甲子園予選2回戦の海星（優勝
校）戦を全校で応援しました。2-4
で惜しくも敗れましたが、全校生徒
が一体となりました。

ハワイアンフェスティバルなど地元
のイベントには積極的に参加してい
ます。ふるさとを盛り上げることに
誰もがやりがいを感じています。

70周年記念文化祭で、K-POP・テコ
ンドー・書道・韓国料理・民族衣装
などの韓国文化を体験しました。

毎年、小浜で開催される県高校駅伝
を全校生徒で応援しています。もち
ろん浜高のランナーが来た時は絶叫
します。

生徒会

吹奏楽部

茶道・華道部

科学部

野球部

フラダンス隊

総合ビジネス科

国際交流

陸上部

フリーペーパー
「小浜さらん」発行

「ながさき“若い芽”の
コンサート」で奨励賞受賞
ＨＫさん、吹奏楽部の全体練習の
後、バスクラリネットのソロ練習を
放課後遅くまで頑張りました。

ハウステンボス茶会に参加

九州高等学校生徒
理科研究発表大会で優良賞

甲子園予選全校応援

愛野の「ロマンス
ウエディング」に参加

長崎県主催「高校生の釜山
韓国語研修」に参加

ＭＭさん（写真右端）が２度目の韓
国研修を無事終了しました。韓国
に興味がある人は授業で韓国語
が学べる浜高へ。

韓国大使館との交流事業

県高校駅伝全校応援
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小浜高校

ローソン
←
至千々石

至小浜温泉→

小浜自動車

セブン
イレブン

小浜自動車小浜自動車

57 島原街
道

叶えたい夢がある

●山領口バス停より徒歩１０分　●小浜高校前バス停より徒歩５分小浜高校へのアクセス

山領口

だから

浜高へ行く‼

学校設備

美しい浜高の風景

アクセス

全天候型走路全天候型走路

体育館・武道場体育館・武道場

弓道場弓道場

浜高桜坂浜高桜坂

浜高から望む小浜温泉街浜高から望む小浜温泉街

玄関口の花壇玄関口の花壇

校庭のつつじ校庭のつつじ 浜高から望む橘湾の夕日浜高から望む橘湾の夕日

校舎中庭校舎中庭

県下随一の
展望です！




