
 

 

 

スローガン 

～地域に根ざし 道を拓く～ 

令和５年度 

学 校 案 内 

校  訓 

「自律」 「敬愛」 「創造」 

長崎県立平戸高等学校 
NAGASAKI PREFECTURAL HIRADO HIGH SCHOOL 



平戸高校は全日制総合学科です 
総合学科の特長は、キャリア学習と課題研究！ 
 １年次に履修する「産業社会と人間」は、キャリア学習の時間です。自分の適性を知り、職業について
学び、将来のライフプランについて考えます。                                    
 ２・３年次に履修する「総合的な探究の時間」を中心に課題研究に取り組みます。生徒それぞれが、ふ
るさと平戸の課題を発見し解決策を考えて取り組むことで、ふるさと平戸の未来を創造していく力を養い
ます。具体的には、校外に出てフィールドワークを行ったり、地域の方と協働した活動を行ったりしま
す。 

 キャリア学習をとおして、系列や授業を選択します。学習や進路の悩みを、担任や専門の職員に気軽に
相談できます。 

２年次・３年次 
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１年生の教育課程 ※１年次は共通科目です 

  普通教科の学力向上を目指す 

 人文メディカル系列 
 ４年制大学や高等看護学校などの進学や公務員試験の合格を目指して、国語・地歴・公民・数学・理科・英語な

どの普通教科を中心に学習します。対外実力試験・模擬試験の受験で、より高い学力を身につけます。 

自分の進路や興味・関心に応じて系列・科目を選択！ 

 私には、「教師になる」という夢があり、大学進学ができる人文メディカル系
列にしました。はじめは、難しい授業についていけるのか不安だったけれど、少
人数制を活かした授業で、わかりやすくて楽しく授業を受けることができていま
す。また、大学受験の際には、先生方の手厚い支援があるので、安心して大学受
験を乗り切ることができます。ぜひ平戸高校で楽しく充実したスクールライフを
送りましょう。 

３年 坂本 愛夏 (大島中出身) 

※総探は総合的な探究の時間のこと 

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 31 

現代の   

国語 
言語文化 歴史総合 数学Ⅰ 数学A 

科学と    

人間生活 
体育 

保

健 

音楽Ⅰ 英語コミュニ 

ケーションⅠ 

論理 ・      

表現Ⅰ 
家庭基礎 情報Ⅰ 

産業社会 

と人間 
LHR 

書道Ⅰ 

2年生                              
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 31 

論理国語 古典探究 地理総合 
日本史探究 

公共 数学Ⅱ 数学B 化学基礎 体育 
保

健 

英語コミュニ 

ケーションⅡ 
論理・表現Ⅱ 

総

探 
※ 

LHR 
世界史探究 

3年生                              
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 31 

論理国語 古典探究 
日本史探究 

数学Ⅱ 数学C 生物基礎 体育 
英語コミュニ

ケーションⅡ 

論理・   

表現Ⅲ 
自由選択 総探※ LHR 

世界史探究 



  商業系の資格取得を目指す 

 情報ビジネス系列 
 ワープロ、表計算などの情報処理や、簿記・会計などの商業科目を中心に学習します。パソコン教室が２室あり、恵まれた
環境の中、習熟度別授業できめ細かい指導を行います。授業内容を活かして、多くの資格取得を目指します。また、経済系
への進学もできます。 

 情報ビジネス系列は、ビジネス計算や簿記といった金融や情報処理の学習をしま
す。授業をとおして、電卓やパソコンを扱う速度が向上します。すべての授業は検
定につながっているので、日々集中して授業を受けないといけません。先生方が優
しく細かく丁寧に教えてくださるので、検定に落ちることはまずありません！ す
べての授業が楽しく学べるので、ぜひ情報ビジネス系列を選んでください。 

３年 出口 信輝 (南部中出身) 

※総探は総合的な探究の時間のこと 

  介護職員初任者研修を受講できる 

 福祉生活系列 
 本校は充実した福祉介護実習設備を誇っており、社会福祉や介護などの福祉全般について学び、介護職員初任者研修を受
講することができます。座学だけではなく、施設実習をとおして地域の方々とふれ合う機会も多く、コミュニケーション力も身につ
きます。また、家庭科の科目も多く、食物検定や被服検定を取得でき、進学して保育や栄養学を専攻するのに有利です。 

 福祉生活系列では、福祉や家庭生活に関することを中心に学びます。授業では、
少人数ですがとても楽しく学べ、福祉や家庭の基礎知識や技術を身につけることが
できます。社会に貢献するための優しさや思いやり、そしてコミュニケーション能
力も身につき、将来役に立つと思います。また、他の系列では経験できない演習や
実習などの体験もできます。福祉介護実習室は、設備が充実していています。将
来、介護職を目指している人や、食や衣服などの製作に興味がある人におすすめで
す。ぜひ、平高に来てください。  

３年 松本 琳 (生月中出身) 

※総探は総合的な探究の時間のこと 

2年生                              
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生物基礎 

3年生                              
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 31 

論理国語 数学Ⅱ 体育 
英語コミュニ

ケーションⅡ 

総合実践 

(商業) 

マーケ 

ティング 
簿記応用 情報処理応用 自由選択 総探※ LHR 

2年生                              
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 31 

論理国語 地理総合 公共 数学Ⅱ 
化学基礎 

体育 
保

健 

英語コミュニ 

ケーションⅡ 

フード    

デザイン 

社会福祉

基礎 
生活支援技術 

こころとから   

だの理解 
自由選択 

総

探 
※ 

LHR 
生物基礎 

3年生                              
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 31 

論理国語 数学Ⅱ 体育 
英語コミュニ

ケーションⅡ 

フード       

デザイン 
生活支援技術 介護総合演習 自由選択 総探※ LHR 



卒業生の進路 
  令和３年度 令和２年度 令和元年度 

人文 

進学 

西九州大学／第一薬科大学／福岡国際医

療福祉大学／長崎短期大学／福岡ビジョ

ナリーアーツ 

佐賀大学／熊本学園大学／活水女子大

学／福岡こども短期大学／東京都立板

橋看護専門学校／名古屋市立中央看護

専門学校／させぼ公務員オブビジネ

ス／イッティ バンクーバー 

日本文理大学／福岡こども短期大学／日

本デザイナー学院／福岡医療専門学校／

名古屋市立中央看護専門学校／宗像看護

専門学校 

就職 山崎製パン 
山崎汽船／ザ・クラシックゴルフ倶楽

部 

平戸市市役所／ケービックス／平戸市消

防署 

情報 

進学 

KCS福岡情報専門学校／佐世保高等技術

専門校／長崎医療こども専門学校／佐世

保美容専門学校／長崎医療こども専門学

校 

佐世保高等技術専門校／九州デザイ

ナー学院／福岡南美容専門学校／博多

メディカル専門学校 

福岡ビジョナリーアーツ／福岡スクール

オブミュージック＆ダンス／九州医療専

門学校／福岡医療秘書福祉専門学校 

就職 

やまびこ学苑／陸上自衛隊／ニシ・マイ

カーセンター／古川電機製作所／アイワ

技建 

マツダ／平戸市漁業協同組合／住商エ

アバック・システムズ 

光佑会ひらんど／ダイハツ／マツダ／九

州福山通運／三菱ふそうトラック・バ

ス／アイワ技建／ワークステーション 

福祉 

進学 西九州大学短期大学部 
福岡こども短期大学／佐世保高等技術

専門校／佐世保市医師会看護専門学校 

福岡こども短期大学／フチガミ医療福祉

専門学校 

就職 
特別養護老人ホーム音羽の浜／ケアハウ

スじゃんがら／養護老人ホーム光の園 
谷川病院／コスモス薬品 

霧島海運／シモハナ物流／古川電機製作

所／佐世保港湾運輸／Fit２１／タケ

ノ／社会福祉法人寿楽園 

選択科目 
個性を伸ばす魅力的な選択科目 

 

 ○２年生 自由選択科目 

情報ビジネス・福祉生活系列の自由選択科目    

     ・国語表現   ・科学演習   ・書道Ⅱ  

     ・服飾手芸   ・演奏研究  ・生活英語  

   ・総合実践(福祉のみ) 

 ○３年生 自由選択科目 

全系列自由選択科目 

     ・国語表現  ・地理探究  ・スポーツ 

     ・倫理     ・数学A    ・フードデザイン 

     ・生活英語   ・保育基礎  ・演奏研究 
 

情報ビジネス・福祉生活系列の自由選択科目 

    ・政治・経済  ・生物基礎  ・化学基礎  

    ・郷土芸能 
 

 人文メディカル・情報ビジネス系列の自由選択科目 

     ・服飾手芸   ・社会福祉基礎 
 

人文メディカル・福祉生活系列の自由選択科目 

     ・総合実践 

フードデザイン 郷土芸能 

スポーツ 

資格取得にチャレンジ 

受検可能な検定 

漢字検定・英語検定・全商ビジネス計算実務検

定・全商ビジネス文書検定・全商情報処理検

定・全商簿記実務検定・全国高等学校家庭科被

服製作技術検定・全国高等学校家庭科食物調理

技術検定・危険物取扱者試験 



 平戸高校は、「制服のユニセックス制」「アルバイトの許可制」「携帯電話の持ち込み許可
制」を取り入れています。生徒が主体的に考えて行動したり、多くの人と関わり学んだりする
ことは、大きな成長につながります。 

制服のユニセックス制 
ユニセックス制を導入し、制服の『男子用』、『女子用』の適用を廃止しました。好きな制服を選んで着るこ

とができます。 

平戸高校は、「地域社会での学び」を推奨します。 

【夏季休業中アルバイト報告より 抜粋】  

 毎日がとても忙しくて、バタバタで、お金を得ることはこんなにも大変なことなのかと思いました。食料や食

品を補充しているときには、たくさんの工夫がされていることに気づき、すごいなと感じました。お客様に安心

して来ていただくために、朝から掃除をしたり、商品の期限が切れていないかチェックをしたりと、アルバイト

をしたからこそ気づけたこともたくさんあって、良い経験ができました。接客はとても大変で、丁寧な対応と正

しい言葉遣いで話すことが、とても難しかったです。また、周りの人が、全員大人なので、気配りや社会の常識

を知ることができました。 

アルバイト許可制 

「スマホ会議」では、生徒が主体的に携帯端末との向き合い方を考えます。 

【スマホ会議 感想より 抜粋】 

 ネットを使うことで、依存症に陥ったり、トラブルに巻き込まれたり、スマホから離れた生活ができなくなる

など、ネットを使う上でのデメリットは、本当に恐ろしいものしかないなと改めて感じた。また、他の班を回っ

てみて、資料は同じなのに全く違う観点でまとめていて、１つの資料から色々な観点で考えることができること

に気づいた。 

携帯電話の持ち込み許可制 
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高総体 

生徒総会 

１学期末考査 

卒業式 

修了式 

 

年間行事 始業式 

入学式 

歓迎遠足・根獅子小学校 

との合同海岸清掃 

平高ガイダンス(進路学習) 

オープンスクール 

平和学習 

職場体験(２年) 

クラスマッチ 

介護技術コンテスト 

介護現場実習 

２学期中間考査 

県内企業見学会 

就職試験選考開始 

開校記念日 

体育祭 

慈眼祭(文化祭) 

修学旅行(２年) 

学年末考査(３年) 

大学入試センター共通テスト 

総合学科発表会(校内) 

学年末考査(１・２年) 

２学期末考査 

平高ガイダンス(進路学習) 

総合学科生徒課題研究研修会 

介護職インターンシップ 



部 動 活 運動部 

＆ 愛好会 

文化部 

・野球 (３名、マネージャー１名) 

・サッカー (１０名) 

・バスケットボール (７名、マネージャー２名) 

・女子ソフトテニス (１８名) 

・卓球愛好会 (３名) 

・家庭ボランティア (９名) 

・吹奏楽 (３名) 

・パソコン研究 (７名) 

▲家庭ボランティア部が作った 

「平戸あごだしケークサレ」 

▲３年ぶりに高総体に出場しました！ 

▲佐世保商業高校と上対馬高校との 

合同チームで大会に参加しています 

※部員数は令和４年６月時点のもの 

▲ソフトテニス部 

令和４年度 佐世保地区春季選手権大会 

   松尾柚香・坂本愛夏ペア 準優勝 

   長澤佳奈・里崎早知香ペア ３位 

令和４年度 長崎県高等学校総合体育大会 

   団体戦 ベスト１６ 

令和３年度長崎県新人体育大会 

   団体戦 ベスト８ 

令和３度 長崎県高等学校総合体育大会 

   団体戦 ベスト８ 



長崎県立平戸高等学校 

〒859-5392 長崎県平戸市草積町261番地 

ＴＥＬ  0950-28-0744（校長室・事務室） 

     0950-28-0034（職員室） 

ＦＡＸ  0950-20-3002 

E-MAIL hirado-h@news.ed.jp 

ＵＲＬ http://www2.news.ed.jp/section/hirado-h/  
☆西肥バス 平戸高校前バス停から徒歩３分 

 令和５年度 平戸高校 入学者選抜 総合学科 募集定員：４０名 県外受入定員：４名以内 

前期 
 Ａ  特色  基礎学力検査、面接、調査書等 

２０名 
 Ｂ  文化・スポーツ  面接、調査書等 ※５名以内 

後期 ２０名   学力検査、面接、調査書等 

 平戸高校の育成したい生徒像 

 ・協同的な学びにより知見を深めるとともに、自他を尊重する姿勢を持つ生徒 

 ・ふるさとの課題発見や解決に取り組むとともに、社会に貢献する意欲を持つ生徒 

 平戸高校の求める生徒像 

 ・総合学科の各系列に興味関心を有し、基礎学力向上に取り組み、進路実現を目指す生徒 

 ・部活動や生徒会活動、ボランティア活動等に積極的に取り組み、校内外での活動意欲を持つ生徒 

入学者募集について 


