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学力の伸長

2キャリア教育の充実

地域へ貢献できる
人材の育成

キャリア教育 部活動
Extracurricular activities本校生徒の進路希望は様々です。就職から国公立大学進学まで、

一人ひとりが自分自身の夢を求めて進路選択を行っています。
中五島高校は、そのすべての進路希望に応じた指導を教職員全員
で行っており、「学び直し」から「大学入試」まで対応できる指
導システムを持っています。

１.確かな学力の育成
習熟度別少人数授業などで、個に応じたきめ細かな指導を行い、
一人ひとりの学力の伸長を目指します。また、ＩＣＴを活用した
授業やアクティブラーニングも積極的に取り入れています。

２.進路意識を高める指導の充実
自ら課題を見つけ、情報収集し、整理・分析してからまとめ・表現する課題解決的な学

びが繰り返されるような学習にも取り組みます。また、地域の皆様と協働することで、社会
に貢献しようとする意欲を高め、身近な地域の課題から自分の将来を考える機会を作っています。
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地元への感謝の心

故郷上五島で成長できる喜び
中高×地域

『パブリックワーク』
郷土愛を育む教育地域貢献を通して、地元のために行動できる

生徒を育成します。
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吉村 凌さん（３年 奈良尾中学校出身）
　上五島の課題を見つけ、解決して貢献していく活動、「パブリックワーク」。
町の皆さんの協力により、実際に現地に足を運んだり、動画撮影をしたりと、
試行錯誤しながら取り組みました。１人ひとりが得意分野を生かせるので、何
にも代えられない実感が得られます！
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陸上競技部（男女）
卓球部（男女）

女子バスケットボール部

総合文化部
情報部
吹奏楽部

産業エキスパートセミナー

【陸上競技部】
　令和３年度　県新人戦
　　男子110mH　　６位
　　男子400mH　　６位
　2022年度　県選手権
　　男子400mH　　６位
　　（九州選手権進出）
　　男子Jr.ハンマー投　６位

【総合文化部】
　令和３年度　長崎県薬物乱用防止推進
　ポスターコンクール　優秀賞
　ＣＯＭＳデザイン　　優秀賞
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上五島地区高校生弁論大会

税の作文

『長崎を元気にするアイデアコンテスト』
令和３年度

最優秀賞受賞
長崎県の高校生を対象に、ＳＤＧｓに関
連する地域課題解決あるいは魅力化促進に
つながるアイデアを募るコンテストが１月
に行われました。２年生のパブリックワークで活動をしていた“高校生不動産”
チームが応募し、最優秀賞を受賞しました。この大会では長崎県の公立学校20
校が参加しており、現在その中から上位５校に選出されて、さらに長崎県内全て
の県立高校１・２年生が上位５校のプレゼンを閲覧し投票を行い、５校の中か
ら更に３校が最優秀賞として選出されています。
高校生不動産チームの取り組みは、空き家バンク登録数を増やすことを目標
に活動を約１年間行ってきました。空き家に付加価値を持たせるために、インス
タ映えするような可愛らしい看板の設置や、空き家バンクのＨＰで物件を探し
やすいように物件紹介の動画で制作するなど実践してきました。今後も、上五島
が活性化していくように、私たちにできることを頑張っていきたいと思います。
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一人ひとりの意識力

成長の機会が豊富！
一人ひとりが輝く学校

得意分野を活かせる！
中学校では、なかなか恥ずかしくて前に１歩踏み出
せなかったり、人に任せきりになったりしていた…。
そんな自分を変えたい！
中五島高校には、一人ひとりのチカラを発揮できる
チャンスがたくさん詰まっています。

山田 有梨亜さん（２年 若松中学校出身）
　中高は、たくさんの人が１年生の頃から生徒会に入って活動しています。
中高の生徒会は楽しみながら自分の苦手な部分を克服することができます。
生徒会でなくても人数が少ないからこその楽しさを味わえます

清水 匠瑛さん（２年 有川中学校出身）
すっっごく得意なことがある！そういう人は、その特技を中高で極めてみま
せんか？僕も部活動などで自分の特技である動画制作の力を伸ばしていま
す。どのような特技であっても、必ず活かす場面が中高にはあります。

高校では、新しいことに挑戦したい！
今頑張っていることを極めてみたい！
そして人前で披露してみたい！
それを叶える機会があるのも中五島高校の魅力のひ
とつです。
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●自己肯定感と集団への帰属意識を持ち、自ら学び続ける生徒
●いのちを慈しみ、心豊かで、他者を思いやる生徒
●郷土を愛し、郷土の課題の解決や魅力の向上に取り組む生徒

育てたい
生徒像

S C H O O L  L I F E  
君が主役になる。中五島高校ホームページにて学校行事を随時更新中！！
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中五島高校 令和４年度入学生 コース制中五島高校 令和４年度入学生 コース制

ビジネスキャリアコース

アカデミックキャリアコース

1年生 ２年生 ３年生

四年制大学、短期大学、専門学校、就職を目指すコースで、
実践活動を通じてコミュニケーション力やコラボレー
ション力など、社会で役立つスキル（実践力・行動力）を
身につけます。全員が商業科目も学習し、商品開発や販
売実習にも取り組みます。

国公立大学進学を目指すコースで、少人数授業を中心に、新テスト『大学入学共通テスト』に
対応できる学力の定着を図ります。

国公立大学

就職・専門学校・
短期大学・四年制大学国公立大学

四年制大学
短 期 大 学
専 門 学 校
就 職
１年次は、全員同
じカリキュラムを
履修します。国・英・
数については、途
中から習熟度別授
業を実施し、基礎
基本定着コースと
応用力育成コース
に分かれます。

アカデミックキャリアコース

ビジネスキャリアコース
実践的な活動を通し、故郷を大切に思う心を養う。
商業科目を学びながら、社会で求められる力を身につけていく。

中島 眞心さん
（有川中学校出身）
令和３年度卒業
山口大学人文学部

商品開発

資格取得資格取得 商品開発・販売実習商品開発・販売実習

生徒コメント

「取得可能な資格」
・情報処理検定
・ビジネス文書実務検定
・ビジネス計算実務検定

卒業生コメント

「ビジネス基礎」「商品開発」「総合実践」
などの科目を通し、地域に求められる商
品を開発していきます。商品開発で創造
力を高め、販売実習でコミュニケーショ
ン能力を身につけていきます。

卒業生の進学状況 （過去3年間の主な進学先）

卒業生の就職状況 （過去3年間の主な就職先）

模擬会社『Light Up』は、私たちの元気で上五島
を照らし、もっと盛り上げることを目標に活動し
ています。主にオリジナルＴシャツのデザインを
考えたり、全国のおすすめの食べものを仕入れた
りして、７月と12月の販売実習で地域の方々へ
私たちのおすすめの商品をお届けする予定です！

長崎大学　山口大学　長崎県立大学　九州共立大学　長崎純心大学　長崎外国語大学　久留米大学　京都文教大学

佐世保高等技術専門校　長崎高等技術専門校　長崎女子短期大学　福岡こども短期大学　長崎短期大学　九州龍谷短期大学　

平岡調理・製菓専門学校　ＦＣふちがみ医療福祉専門学校　福岡カレッジオブビジネス　久留米自動車工科大学校

長崎歯科衛生士専門学校　四万十看護学院　ＡＳＯポップカルチャー専門学校　麻生公務員専門学校　長崎公務員専門学校

ハリウッドワールド美容専門学校　長崎医療こども専門学校　長崎医療技術専門学校　専門学校ＥＳＰエンタテイメント福岡

福岡県私設病院協会看護学校　いさはやコンピュータカレッジ　鹿児島看護専門学校　メトロＩＴビジネスカレッジ

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校　島原市医師会看護専門学校　福山市医師会看護専門学校　　　　　　　　　　　　　

株式会社 ますだ製麺　グリーンヒルかみごとう　九州商船 奈良尾営業所　のぞみ漁業　ドラッグストアモリ　かんろ　日本郵便

あたたかい心（ＪＯＰＰ）　新上五島町学校給食会　社会福祉法人 清和会　永田モバイル株式会社（ドコモショップ）　ポイント

株式会社 ドゥイング　タカミヤ　ＪＲ九州　ハウステンボスホテル　アリアケジャパン株式会社　デンソー　アイエヌシー

マルキョウ　ジェイテクト　社会福祉法人 創生会　西戸崎創生園　株式会社 正泰苑　新上五島町役場　新上五島町消防

すべての生徒の
ために

個々の特性や実態
に応じた特別の指
導が必要な生徒の

ために

特別な教育的
ニーズのある
生徒のために

自分の強みや
苦手を知りたい

自己理解が進み
自信がつく

授業がわかる

自分の困りを
克服したい

チャレンジ
するようになる

目標が持てる
（やることがわかる）

通級による指導
（通級指導教室）について

生活の中の困りが「楽」になるための
学習、

「ラッキー」な将来に向けてチャレン
ジする学習をします。

ＲＡＣＲＡＣ
ラックラック

特別支援教育特別支援教育

　私は、少人数授業に惹かれたことと、吹奏楽部の顧問の先生の下で部活をしたかったことが決め手で中五島高校への
進学を決めました。授業中、分からないことがあったときに、すぐに先生に質問できる環境で勉強できたことが本当に
良かったです。受験の際には、志望理由書などの作成や面接練習でたくさんのアドバイスをいただいたり、私 1 人のた
めに講義をしていただいたり、ほかにも信じられないくらいたくさんのサポートをしていただきました。この時の経験は、
受験の対策というだけでなく、自分を見つめなおす、とても良い機会となりました。また、私は部活動にも力を入れ、
そこでもたくさん貴重な経験をすることができました。中五島高校は、様々な経験をして、自分を成長させることがで
きる場所です。これほどまで 1 人 1 人へのサポートが手厚く、たくさんの経験ができる高校はないと思います。皆さん
も中五島高校で、進路実現に向けて頑張りませんか。

井内 友花さん（３年ビジネスキャリアコース 有川中学校出身）
　ビジネスキャリアコースでは、普通科目だけでなく、商業科目を学びます。ビジネス系の資
格を取得できますし、商品開発や販売実習にみんなで協力して取り組み、一人ひとりが成長で
きます。皆さんも中高で一緒に頑張りませんか？

吉村 蔵人さん（３年アカデミックキャリアコース 若松中学校出身）
　私は大学へ進学してプログラミングを学ぶため、アカデミックキャリアコースを選択しまし
た。私は理数系科目が苦手ですが、先生方が基礎から丁寧に教えてくださるおかげで実力の伸
びを実感しています。少人数授業により質問がしやすいのも特徴です。学力に自信がない…と
いう人もいるかもしれませんが、分からないところから始められるのであきらめずに大学進学
を目指すことができます。ぜひ中高に進学して自分の望む進路をつかんでください！

総合実践・課題研究
（商品開発・販売実習など）

商業科目履修
（情報処理・ビジネス基礎など）

深浦 優奈さん

（模擬会社『Light 
Up』社長）（3年 上五島中学校
出身）

ライト アップ

学期

学期

学期
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・体育大会　　・白魚祭　　・パブリックワーク発表会
・島内で働くことを考える会　　・模擬会社店舗実習
・島内インターンシップ　　・修学旅行

・入学式　　・新入生研修　　・高校総体
・校内球技大会　　・インターンシップ

・校内球技大会　　・卒業証書授与式
・キャリアアップデー

令和元年度からスタート！ 通称RA
C（ラック）


