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卒業生からの Message
荒木　彩花さん（R２卒 志佐中出身）
株式会社十八銀行（現・十八親和銀行）入社

　私は現在、預金の業務を担当しており、入出
金や、振込等の処理を行っています。沢山のこ
とを覚えていかないといけないのでとても大変
ですが、お客様より感謝の言葉を頂いた時にと
てもやりがいを感じます。松浦高校在学中に取
り組んだ「まつナビ」では、改めて松浦のこと
を深く知ることが出来ました。そこで得たこと
を仕事に活かし、松浦をもっと活性化出来たら
と思っています。

一人一人の
進路希望の実現
一人一人の

進路希望の実現
過去３年間の進路先キャリアプランに応じた学びキャリアプランニング ＋ まつナビ

地
域
科
学
科（
普
通
科
）

商
業
科

四年制大学
希望

キャリアプランに応じた学びと
まつナビで夢をかなえます。

松高の学びで身に付ける 

看護学校
希望

専門学校
希望

就職希望

総合的な探究の時間

＜普通科目＞
「自分の将来」について考え、決断する

・「働くこと」に関する情報の収集
・自らのキャリアプランの作成
・学部、学科研究
 （オープンキャンパスへの参加など）
・大学等の出前講義

国語・地理歴史・公民
数学・理科・英語

個別指導（資格取得）

個別指導

補習

面接・小論文指導＜専門科目＞
ビジネス基礎・簿記

情報処理・マーケティング
・企業見学(松浦市内企業を中心に)

実践力の養成

基礎学力の養成 発展的な学び 長崎大・佐賀大・広島大
鹿児島大・長崎県立大
北九州市立大・名桜大
長崎国際大・長崎総合科
学大・鎮西学院大・法政大
立教大・東洋大・駒澤大

住商エアバッグシステムズ
近江鍛工
日本遠洋旋網漁業
昭和ボーリング
アリアケジャパン
ながさき西海農協
十八親和銀行

九州医療スポーツ
武雄看護リハビリ
九州文化歯科衛生士学院
こころ医療佐世保校

佐世保市立看護
佐世保市医師会看護
宗像看護・伊万里看護
熊本労災看護ま

つ
ナ
ビ
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課題解決能力

「課題発見・設定力」 （課題を発見・分析する力）1

「コミュニケーション力」 （傾聴・対話・プレゼンテーション）3

「論理的思考力」 （根拠を明らかにして、考察し、説明する力）2

大学教授
大学生
との交流

地元企業
の方との
交流

卒業生からの Message
西垣　的倭さん（R２卒 御厨中出身）
長崎県立大学地域創造学部公共政策学科へ進学

　現代社会において、進学はもちろん、民間企
業に就職したり公務員になる時に一番必要とさ
れている能力は「考える力」です。そして、そ
の考える力を育てることが出来るカリキュラム
が「まつナビ」です。「まつナビ」は大学で行
う実践科目のようなものを高校の時点で出来る
貴重な時間です。私も大学に進学して高校での
学びを実践科目に生かすことが出来ています。
就職にも進学にもとても役に立つと思います。

進路希望をふまえた
研究テーマ設定・探究

進路実現に有利となる３つの力です。
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地域科学科
主に進学を目指す学科

80名 商業科
主に就職を目指す学科

●早朝補習（全学年）
●放課後補習（３年）
●土曜補習（全学年）

●夏期学習会（全学年）
●冬期学習会（３年）

40名

商業科　独自の学び

・ビジネスに関する基本的知識と技能の
習得（簿記・ワープロ・情報処理など）
・検定対策
・就職試験、進学受験の両方に対応

・進学を中心としたキャリアプランに応
じた学習
・受験タイプ別の授業の設定

・授業と個別学習による基礎学力の養成
・ICT（タブレット）を活用した「わかる」「できる」「身につく」学習
・「まつナビ・プロジェクト」による「地域に貢献できる力」の育成

地域科学科　独自の学び

生徒一人一人の学力を伸ばす
ことができる編成（２クラ
ス）

令和３年度の主な検定合格実績

・全商簿記検定１級合格 ４名
・全商ビジネス文書検定１級合格　８名
・全商情報処理検定２級合格　　１６名
・全商電卓検定１級合格 １３名
・全商商業経済検定２級合格　　１３名

タブレットPCを
活用協働学習

3 年 間 の 授 業

時 間 割

補 習 ・ 学 習 会

本年度から45分授業になりました。本年度から45分授業になりました。

「学習に部活動に、充実した学校生活」

月 ・ 水 ・ 木 火 ・ 金

沖野　蒼依（２年）
鷹島中学校出身
普通科　吹奏楽部

　松浦高校では、少人数での質の高い授業を受けるこ
とができ、各教科で学ぶ難しいことがきちんと「わか
る」「できる」ようになります。加えて早朝補習や土曜
補習も充実していて、日々着実に力をつけることがで
きます。
　また、週 1時間の「総合的な探究の時間」などを通し
て、1年生の段階から自分の進路について深く考え、
目標に向かって努力することができます。
　私は吹奏楽部に所属していますが、こうした恵まれ
た環境の中、学習と部活動を両立させ、有意義な学校
生活を送ることができています。松高は、学習・部活
動の両方で自分を成長させてくれる学校だと思いま
す。中学生の皆さん、私たちと一緒に楽しい高校生活
を送りましょう。

（２年）（２年） Message Message

「資格取得とマネージャーとして」

内野ひなた（２年）
世知原中学校出身
商業科　なぎなた部（マネージャー）

　私は、多くの資格を取得し、将来就職する際に活かし
たいと考え、商業科に入学しました。初めて学習する科
目ばかりで不安でしたが、先生方が丁寧に教えてくださっ
たおかげで、各種の検定に合格することができています。
　また、私はなぎなた部にマネージャーとして所属して
います。色々なことがうまくいかず、もっとマネージャー
として成長しなければならないと思うこともあります
が、選手が一生懸命なぎなたに取り組んでいる姿を見て、
自分も刺激を受け、「明日はもっと頑張ろう」と思える時
もたくさんあります。
　松浦高校は、勉強・部活動など、いろいろな面で活躍・
成長できる学校です。中学生の皆さん、私たちの仲間に
なって、松高での充実した学校生活を楽しんでみません
か？

夏期学習会（全学年）

“シン化”する
“地域科学科（普通科）”と“商業科”

1年生

進路希望をふまえ、文系・理
系に分かれた編成（２クラス）

２年生

進路希望（大学・看護学校・
公務員・専門学校など）に応
じた編成（３クラス）

３年生

朝補習

SHRなど

１～７校時

（45分授業）

１～６校時

（45分授業）

  8：50
〜

15：05

《クラス編成》

※放課後の時間が多くなり、部活動・補習・個別学習などがしやすくなりました。※放課後の時間が多くなり、部活動・補習・個別学習などがしやすくなりました。

基礎力を充実させ、応用力を伸ばすために実施します（希望者対象）基礎力を充実させ、応用力を伸ばすために実施します（希望者対象）

  8：50 
〜

16：00

7:40 ～ 8:10

8:25 ～ 8:50

時　間

2つの学科で共通する学び

●早朝補習（全学年）
●放課後補習（３年）
●土曜補習（全学年）

●夏期学習会（全学年）
●冬期学習会（３年）

3 年 間 の 授 業

時 間 割

補 習 ・ 学 習 会

本年度から45分授業になりました。本年度から45分授業になりました。

「学習に部活動に、充実した学校生活」

月 ・ 水 ・ 木 火 ・ 金

沖野　蒼依（２年）
鷹島中学校出身
普通科　吹奏楽部

松浦高校では、少人数での質の高い授業を受けるこ
とができ、各教科で学ぶ難しいことがきちんと「わか
る」「できる」ようになります。加えて早朝補習や土曜
補習も充実していて、日々着実に力をつけることがで
きます。
　また、週 1時間の「総合的な探究の時間」などを通し
て、1年生の段階から自分の進路について深く考え、
目標に向かって努力することができます。
私は吹奏楽部に所属していますが、こうした恵まれ
た環境の中、学習と部活動を両立させ、有意義な学校
生活を送ることができています。松高は、学習・部活
動の両方で自分を成長させてくれる学校だと思いま
す。中学生の皆さん、私たちと一緒に楽しい高校生活
を送りましょう。

）） Message Message

「資格取得とマネージャーとして」

内野ひなた（２年）
世知原中学校出身
商業科　なぎなた部（マネージャー）

　私は、多くの資格を取得し、将来就職する際に活かし
たいと考え、商業科に入学しました。初めて学習する科
目ばかりで不安でしたが、先生方が丁寧に教えてくださっ
たおかげで、各種の検定に合格することができています。
　また、私はなぎなた部にマネージャーとして所属して
います。色々なことがうまくいかず、もっとマネージャー
として成長しなければならないと思うこともあります
が、選手が一生懸命なぎなたに取り組んでいる姿を見て、
自分も刺激を受け、「明日はもっと頑張ろう」と思える時
もたくさんあります。
松浦高校は、勉強・部活動など、いろいろな面で活躍・
成長できる学校です。中学生の皆さん、私たちの仲間に
なって、松高での充実した学校生活を楽しんでみません
か？

）

朝補習

SHRなど

１～７校時

（45分授業）

１～６校時

（45分授業）

  8：50
〜

15：05

※放課後の時間が多くなり、部活動・補習・個別学習などがしやすくなりました。※放課後の時間が多くなり、部活動・補習・個別学習などがしやすくなりました。

基礎力を充実させ、応用力を伸ばすために実施します（希望者対象）基礎力を充実させ、応用力を伸ばすために実施します（希望者対象）

  8：50 
〜

16：00

7:40 ～ 8:10

8:25 ～ 8:50

時　間

≪地域科学科≫

≪商業科≫
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「松浦市からの支援で多くの挑戦を」

迎　　柑奈 （２年）

御厨中学校出身　普通科　華道部

　私は、大学進学という目標を達成するため、日々勉学に励ん
でいます。その松浦高校の魅力の一つは、松浦市からの援助だ
と思います。英検や漢検などの検定料の他、模試代や補習費に
まで松浦市による補助があり、私たちはとても安い価格で受
検・受講することができます。保護者の負担が軽くなるととも
に、私たち生徒も経済的なことを心配せずに勉強や部活動に
チャレンジできるので、最高の環境で学校生活を送ることがで
きます。
　松浦高校は、できるだけ多くの資格を取得するために検定試
験を沢山受けたい、進学するために多くの模試にチャレンジし
たいと思っている人には、おすすめの学校だと思います。私も
入学したころは、色々な不安がありましたが、クラスメートに恵
まれ、経済的なことに悩まされることもなく、楽しい学校生活
を送ることができています。中学生の皆さん、そんな松浦高校
に入学してみませんか？

MessageMessage

「支援を受けて、将来の夢を」

益本　理広 （２年）

志佐中学校出身　商業科　卓球部

　私は商業科に入学し、税理士という夢に向かって日々学習し

ています。商業科は毎年６・７月から翌年の１月までの間に多く

の検定があり、合格を目指します。もちろんそのためには検定

料がかかりますが、松浦市からの支援があり、他の商業高校よ

りも少ない金額で受検することができます。先生方が優しく丁

寧に教えてくださるので、検定のための学習を楽しみながら合

格を目指すことができます。

　また、私は卓球部に所属していますが、松浦市からの支援を

受けていることもあり、経済的なことを気にせずに、安心して

日々の活動に取り組むことができます。中学生の皆さん、松浦

高校で楽しい学校生活を送りませんか？

MessageMessage

松浦市による支援

松浦市長

友田　吉泰

　松浦市は、平成25年度から松高生を様々な支援制度によって応
援しています。通学に必要な航路通学費の全額補助や進学・就職
を支援するための模擬試験・資格試験等の補助など、保護者の経
済的な負担軽減を図るとともに、生徒が勉強しやすい環境づくり
を支えてきました。
　また、令和２年度に長崎県内で唯一（九州で４校目）の文部科
学省の指定を受けた地域課題解決型学習『まつナビ・プロジェク
ト』を松浦高校と連携して行い、生徒の深い学びをサポートして
きました。
　「郷土愛を醸成するとともに、卒業後の定着や還流につなげる
こと」を目的として、今後も松浦市は松浦高校と一緒になって、
松高生を応援していきます。

●模試・検定代　　　　●教材費
●早朝・土曜補習費　　●航路運賃

〈補助内容〉

※令和3年度は支出額の５０％の補助です。（年度によって変更になる場合があります。）

（例）4年制大学希望者（模試・教材費・補習費の合計）

１年次（合計）３１,８００円　（補助）１５,９００円
２年次（合計）３３,０４０円　（補助）１６,５２０円
３年次（合計）６８,６７０円 （補助）３４,３３５円

３年間で（総支出額）１３３,５１０円に対して　６６,７５５円の補助

松浦市からのさまざまな補助

まつナビ
（２年）

課題研究を進め、
発表や実践を行います。

プレまつナビ
（１年）

課題研究テーマ
の設定を行います。

“シン化”を続ける“シン化”を続ける

・松浦市　・長崎大学　・長崎県立大学
・松浦市商工会議所・松浦市内企業　等
・松浦市　・長崎大学　・長崎県立大学
・松浦市商工会議所・松浦市内企業　等

　まつナビ・プロジェクト（MNP）とは、本校が松浦市、県内の大学、松浦市内の
企業などと協働して取り組んでいる地域課題解決型学習です。
　１年次での「プレまつナビ」、２年次での「まつナビ」、３年次での「ポストまつ
ナビ」を通して、生徒の課題発見力・論理的思考力・コミュニケーション力を高め、
進路実現につなげるとともに、ふるさとを大切にする姿勢を育みます。

1､2年の
研究活動を各自の
進路希望に結び
つけて深めます。

ポストまつナビ
（３年）

課題研究発表会

今福小学校の児童との学び

フィールドワーク

研究構想発表会

松高生の

研究活動
を支えて

いただい
ています

。



　私たちは現在３人で活動しています。部
員不足でできないこともたくさんあります
が、少ない人数だからこそチームメート同
士の仲が良く、絆の深さはどの部にも負け
ません。私たちと一緒に本気でバスケをし
てみませんか？　待ってます！

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
なぎなた競技　個人３位、団体５位
全国高等学校なぎなた選抜大会　団体５位

長崎県高校駅伝競技大会　
　　　　優勝（全国大会出場）

MessageMessageMessageMessage

５
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「キラリ」「キラリ」と光る部活動

　「個性の塊」でし
かない部活です。部
員全員のキャラが強
く、毎日が楽しいで
す！！
　なぎなた部に入部
して、私たちと一緒
に日本一を獲りま
しょう！

　私たちは、６月に
行われる長崎県高総
体を目標に頑張って
います。日々の練習
では、自分たちの課
題であるサーブなど
を克服するよう心が
けています。是非皆
さんも入部してくだ
さい。一緒に頑張り
ましょう！

　私たちは現在11人
で活動しています。部
員全員が学年の枠を超
えて仲がよく、毎日楽
しく練習に取り組んで
います。私たちと一緒
に活動してみません
か？
　初心者でも大歓迎
です！入部待ってま
す！

　私たちのほとんどが
中学時にバスケ未経験
です。しかし、未経験
者だからこそ、先輩後
輩関係なくアドバイス
することができ、互い
に切磋琢磨していま
す。少しでもバスケに
興味がある人は、気軽
に見学しに来てくださ
い。待ってます！

 　私たちは３年生３
名、２年生３名、１年生 
４名、マネージャーが
２年生２名、１年生１
名の計１３名で日々練
習しています。高総体
ベスト８を目標に頑
張っています。プレー
ヤーでもマネージャー
でも大歓迎なので、入
部待ってます！

　私たちは３年生７名、
２年生４名、１年生３
名、マネージャー１名
の計１５名で頑張って
います。目標は夏の大
会２回戦突破です。部
員は少ないですが、
日々頑張って練習して
います。少しでも野球
に興味のある方は、是
非入部してください。

　私たち陸上部は、
仲間とともに日々努
力し、楽しく活動し
ています。私たちと
一緒に全国大会を目
指してみませんか？
　マネージャーでも
大歓迎です。是非入
部してください。

　私たちは３年生６
名、２年生７名の計
13名で、団体県ベス
ト８を目標に毎日楽
しく部活に取り組ん
でいます。入部して
卓球の楽しさを一緒
に味わいましょう！

士の仲が良く、絆の深さはどの部にも負け
ません。私たちと一緒に本気でバスケをし
てみませんか？　待ってます！

　華道部は、週に１度、専門の先生に来て
いただき、池坊の華道を教わっています。
生けた花を学校内に飾り、学校を華やかに
するため、頑張っています。興味がある人
はぜひ入部してください。

　美術部は、県高校美術展や佐世保美術展
への出展を目指して、日々作品制作に励ん
でいます。絵を描くのが好きな人や「絵が
上手になりたい」という目標を持った人た
ちが集まった部です。作品制作に取り組む
ことによって、強い精神力が身につきま
す。松高に入学したら、ぜひ美術部に入部
してください。待っています。

　茶道部は、週に１回、外部講師の先生に
おもてなしの心や礼儀作法を教わっていま
す。部員全員で仲良く、楽しく、明るく活
動しています。ぜひ入部してください！！

　放送部は「声の部活」です。発声練習をし
て、校内放送と年に２回行われる放送コンテ
ストに備えます。他にも、動画編集をした
り、文化祭で誰かが歌ったり踊ったりするス
テージを作ったり、面白いことが沢山できる
部活です。どんな人でも大歓迎です。一緒に
頑張りましょう！

　私たちは、みんなで助け合ったり教え
合ったりしながら、聴いてくださる方に楽
しんでいただける演奏を目指して、日々練
習に取り組んでいます。私たちと一緒に演
奏してみませんか？

　商業クラブでは、ワープロ検定の上位級取
得を目指して頑張っています。みんなで楽し
く活動しています。普通科の生徒も大歓迎で
す。興味のある人はぜひ入部してください！

Culture

Sports

可能性の“シン”化

「一緒に音楽を、高校生活を光らせましょう」
　私は吹奏楽部に所属しています。吹奏楽は高校か
ら始めましたが、聴いてくださる方々に心から楽し
んでもらえるような演奏を目指して、日々練習に取
り組んでいます。
　私は、吹奏楽の魅力は多様な音が調和することだ
と思います。それぞれの楽器が奏でる音が重なる瞬
間はとても心地よく、「音楽って楽しい！！」と心
から思えます。松鵬祭（文化祭）やコンクールなど
の際に、大勢の前で演奏することはとても緊張しま
すが、それ以上にやりがいを感じることができます。
　皆さん、私たちと一緒に音楽を、そして高校生活
を“キラリ”と光らせてみませんか？

「部活に、学習に、全力投球」
　私はなぎなた部に所属しています。なぎなたは高
校から始めて、顧問の先生や先輩方と一緒に日本一
を目指して、日々楽しく活動しています。なぎなたは、
人間力や精神力、そしてもちろん体力を伸ばすこと
ができる部活動です。なぎなたで鍛えた精神力で、
毎日の学習にも全力で取り組むことができています。
　部活と学習で毎日が充実しており、私は松浦高校
に入学して、本当に良かったと実感しています。皆さ
んもぜひ松高に入学して、なぎなた部に入部し、楽
しくて充実した高校生活を送ってほしいと思います。
皆さんが私たちの仲間になってくれることを心から
待ってます。

松口　莉菜（２年）
調川中学校出身
普通科　なぎなた部

塚部　心結（２年）
今福中学校出身
普通科　吹奏楽部



松浦高校では、生徒会執行部が中心となって、
様々な行事を企画・運営しています。
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6
シン化

松鵬祭（体育祭）

まつナビ
課題研究発表会

松鵬祭（文化祭）

生徒が
３大行事

の主役

４
Apr.

入学式、新入生研修、歓迎行事

5
May

PTA総会、生徒総会

6
Jun.

高総体、生徒会役員選挙

8
Aug.

夏期学習会、夏期補習、平和集会

9
Sep.

松鵬祭（体育祭）

10
Oct.

松鵬祭（文化祭）、オープンスクール

11
Nov.

開校記念日、県高校駅伝大会
校内マラソン大会

12
Dec.

修学旅行（２年）、冬期補習

3
Mar.

卒業式、クラスマッチ

7
Jul.

クラスマッチ、野球県大会、三者面談
県吹奏楽コンクール、オープンスクール
まつナビ・フィールドワーク（２年）
まつナビ・バスツアー（１年）

1
Jan.

大学入学共通テスト
まつナビ・課題研究発表会

MessageMessage

「生徒主体で行事を運営し、最高に充実した高校生活を」

　松高では、学校行事の多くを生徒会執行部が中心となって行っています。全校朝会はチーフの指示で動き、松鵬

祭（文化祭）ではオープニング・エンディング企画や進行、参加する各クラス・文化部などの調整などを行います。

責任の大きい仕事ですが、終わった後の充実感は他では味わえません。

　また松高では、卒業する 3年生への贈り物として、毎年生徒会誌『松鵬』を発行しています。写真や原稿を集め、

約 140 ページ分のレイアウトを自分たちが行います。印刷会社の方とやりとり

するのも私たちです。先輩への思いや生徒が作る伝統は、今も受け継がれていま

す。自分たちの活動がカタチになるのは、何ともいえない達成感があります。

　皆さん、松高に入学したら、是非生徒会執行部に入ってください。最高に充実

した高校生活を送ることができると思います。松高をもっと活気のある学校にす

るため、一緒に頑張りましょう！

石橋　　遼（３年）
御厨中学校出身　普通科　生徒会副会長



「松浦高校の“魅力”って…」

〇将来の目標を見つけ、その実現に向けて努力したい。
〇学習、部活動、学校行事などに積極的に取り組みたい。
〇相手のことを考えた言動ができるなど、人間的に成長したい。
〇「ふるさと学習」を深め、地域振興に貢献したい。

　皆さんは「松浦高校」と聞いて、どんなイメージを持っていますか？
　松浦高校は、学習はもちろん、部活動や行事などもさかんで、活気に満ちあふれた学校です。
　松浦高校の校訓の一つに「自己開拓に全力を注ごう」というのがあります。今の時点で高校卒業後の進
路がはっきりと決まっていない人でも、松浦高校での学校生活を通して自分の進路希望を固め、先生方
のサポートを受けながら、友達と支え合いながら、進路実現に向けて頑張りぬくことができます。

　また、先生方と生徒の距離が近く、学習面や生活面での相談を気軽にす
ることができ、先生方も親身になって対応してくださいます。
　クラスや学年の垣根を超えた生徒同士の仲の良さも、松浦高校の大きな
魅力の一つだと思います。
　生徒会活動や委員会活動も活発で、それらの活動を通して、新たな自分
を発見することもできます。
　中学生の皆さん、こうしたさまざまな“魅力”にあふれる松浦高校で、充
実した高校生活を送ってみませんか？　
　皆さんの入学を待っています。

調川中学校出身
普通科　生徒会長
吉岡 優奈（３年）

松高への入学を
希望する皆さんに
求めたいこと

松高への入学を
希望する皆さんに
求めたいこと求めたいこと求めたいこと求めたいこと求めたいこと求めたいこと求めたいこと

☆松高でがんばりたいことがある☆ 中学生の皆さん、ぜひ松高へ !!

長崎県立松浦高等学校
〒859-4501
長崎県松浦市志佐町浦免738-1
TEL 0956-72-0141
FAX 0956-72-2896
http://www2.news.ed.jp/matsuura-h/
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