県境の市町村に所在する一部の高等学校について、県 外 からの受 検 者 のうち隣 接 市 町 村 からの受 検 者 に対 して、各 募 集 人
員 に対する５％以 内の県外 枠 を緩和 しています。対象 となる高等 学 校の学科 ・コースはこのパンフレットの一覧 をご覧 ください。
詳しくは各高等学校の募集要項及びホームページで御確認お願いします。

【対象となる高等学校・学科・コース一覧】

矢部高等学校
【住所】熊本県上益城郡山都町城平９５４番地
【電話】０９６７（７２）００２４
【URL】http://sh.higo.ed.jp/yabesh/

全日制普通科

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町、西臼杵郡高千穂町、東臼杵郡椎葉
村のいずれかに保護者の生活の本拠がある出願者について
は、入学を許可する数を募集人員の１３％以内とする。

全日制
食農科学科

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町、西臼杵郡高千穂町、東臼杵郡椎葉
村のいずれかに保護者の生活の本拠がある出願者について
は、入学を許可する数を募集人員の２０％以内とする。

全日制
林業科学科

県外に保護者の生活の本拠がある出願者については、入学
を許可する数を募集人員の２０％以内とする。

本校は、県立高校再編整備により平成
２２年度に開校し、令和３年度で１２年
目となる高校です。校訓「通潤魂」は、
豊かな心・勤労の喜び・創造の喜び・不
屈の意志を表す前身校の誇り高き伝統
を継承したものです。あなたも山の都で
キラリと輝く宝石を磨いてみませんか。

岱志高等学校
イメージキャラクター

【住所】熊本県荒尾市荒尾２６２０番地１
【電話】０９６８（６３）０３８４
【URL】http://sh.higo.ed.jp/taishi/
全日制普通科

全日制普通科
体育コース
美術工芸コース

福岡県大牟田市に保護者の生活の本拠があ
る出願者については、入学を許可する数を
募集人員の１３％以内とする。
福岡県大牟田市に保護者の生活の本拠があ
る出願者については、入学を許可する数を
募集人員の２０％以内とする。

【進路実績】
東京学芸大学、佐賀大学、長崎県立大学、
沖縄県立芸術大学、尾道市立大学、同志
社大学、立命館大学など、多数合格！
【活動実績】
熊本県高等学校美術展最優秀賞(全国大
会出場)、理科部環境大臣表彰(地域環境
保全功労者)、岱志高校 Niji プロジェク
ト、スーパーグローカルハイスクール
（SGLH）事業指定校

熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課

鹿本農業高等学校
【住所】熊本県山鹿市鹿本町来民２０５５番地
【電話】０９６８（４６）３１０１
【URL】https://sh.higo.ed.jp/kamotono/
全日制
園芸技術科
食品科学科
生活デザイン科

福岡県八女市又は大分県日田市に保護者の生
活の本拠がある出願者については、入学を許
可する数を募集人員の２０％以内とする。

<校訓>「勤労」
・
「愛育」
・
「創造」

可能性（鹿農生）は無限大∞

<特色ある３つの学科>
園芸技術科：野菜･果樹または草花などの栽培・経営に
ついて学習
食品科学科：ジャムや乳製品の加工技術、製菓･パンなど
の製造技術について学習
生活デザイン科：
「衣食住」の生活全般、地域資源などの
活用について学習

阿蘇中央高等学校

あ

そ

あ

す

阿蘇だから、見える明日へ

阿蘇校舎
【住所】熊本県阿蘇市一の宮町宮地２４６０番地
【電話】０９６７（２２）００７０
阿蘇清峰校舎
【住所】熊本県阿蘇市一の宮町宮地４１３１番地
【電話】０９６７（２２）００４５
【URL】https://sh.higo.ed.jp/asochuohs/
■寄宿舎施設あり

全
日
制

普通科

大分県竹田市に保護者の生活の本拠が
ある出願者については、入学を許可す
る数を募集人員の１３％以内とする。

総合ビジネス科 大分県竹田市に保護者の生活の本拠が
農業食品科 ある出願者については、入学を許可す
グリーン環境科
社会福祉科 る数を募集人員の２０％以内とする。

やま

岳を仰ぎ 大志を抱き 未来を拓かん
阿蘇の大自然の中、阿蘇校舎・阿蘇清峰
校舎の２校舎を有し、広大な敷地と充実
した設備で、５学科の多彩な学びを展開
する高校です。

小国高等学校
【住所】熊本県阿蘇郡小国町宮原１８８７－１
【電話】０９６７（４６）２４２５
【URL】https://sh.higo.ed.jp/ogunish/
全日制 大分県日田市、玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町のいずれ
普通科 かに保護者の生活の本拠がある出願者については、
入学を許可する数を募集人員の１３％以内とする。

『挑戦』
～生徒の

夢
叶う学校～

～小国高校は２０２２年に
創立１００周年を迎えます～
進学実績（過去３年間）
九州大学、島根大学、福岡教育大学、鹿児島
大学、大分大学、熊本県立大学、兵庫県立大
学など多数合格
部活動実績（令和 3 年度）
ホッケー部：16 年連続県高校総体アベック
優勝！九州大会出場
陸上競技部：南九州大会出場者輩出

高森高等学校
【住所】熊本県阿蘇郡高森町高森１５５７
【電話】０９６７（６２）０１８５
【URL】http://sh.higo.ed.jp/takamorish/

自らの強みを活かし、
一人一人が輝きを放つ学校
～『自律』
：自ら考え、自ら選択し、自ら判断し、
自ら行動できる人に～

★スーパーグローカルハイスクール

全日制普通科 宮崎県西臼杵郡高千穂町又は大分県竹田市に
保護者の生活の本拠がある出願者について
は、入学を許可する数を募集人員の１３％以
内とする。

事業指定校
★総合的な探究の時間「グローカル・プロデ
ュース」によるキャリア教育の充実

人吉高等学校

Broaden Your
Horizons
人高から世界へ

【住所】熊本県人吉市北泉田町３５０番地
【電話】０９６６（２２）２２６１
【URL】http://sh.higo.ed.jp/ hitoyoshi-z
■人吉球磨共同寄宿舎「凜然寮」あり

創立１００周年
（令和５年）に
向けて

全日制普通科 宮崎県えびの市又は鹿児島県伊佐市に保護者の
生活の本拠がある出願者については、入学を許
定時制普通科 可する数を募集人員の１３％以内とする。
全日制【地域で学び、世界とつながるための資質能力を身につける】
★生徒の主体的な学びを推進。
★地域との協働による高等学校教育改革推進事業「グローカル型」アソ
シエイト校。ＩＣＴを活用した学びも推進。
「学力向上指定校」
◆進路実績（R3.3）国公立大 84 名：大阪大、九州大、熊本大など。
私立大 260 名：東京理科大、青山学院大など。公務員 39 名合格。
◆部活動実績（R3）インターハイ・全国大会出場（山岳、弓道、
カヌー、書道、放送技術研究)等。

定時制
【個（一人一人）を大切にし、可能性を広
げる独自のカリキュラム】
★普通と看護の類型(人吉球磨准看護学院
と連携)から、自分に合った学びができる。
★ＩＣＴを活用した新しい学びも推進。
★通信制との併修で３年間での卒業も可。
★生徒主体で活躍できる学校行事が充実。
◆部活動実績（R3）全国大会出場（卓球）

球磨工業高等学校
【住所】熊本県人吉市城本町８００番地
【電話】０９６６（２２）４１８９
【URL】http://sh.higo.ed.jp/ kuma-ths/
■寄宿舎施設あり
全日制 機械科
電気科
建設工学科

宮崎県えびの市又は鹿児島県伊佐市に保
護者の生活の本拠がある出願者について
は、入学を許可する数を募集人員の１０％
以内とする。

資格取得
令和２年度ジュニアマイスター認定優秀校受賞
令和２年度技能検定合格者１５８名
令和２年度 活動の主な成績
熊本県工業高等学校生徒研究発表会 最優秀賞(建設工学科)
熊本県高校生ものづくりコンテスト
電気工事部門 金賞・家具工芸部門 金賞

水俣高等学校
【住所】熊本県水俣市洗切町１１番１号
【電話】０９６６（６３）１２８５
【URL】
〈全日制〉https://sh.higo.ed.jp/mina/
〈定時制〉https://sh.higo.ed.jp/minat/
全日制 普通科

鹿児島県出水市又は伊佐市に保護者の生活
の本拠がある出願者については、入学を許
可する数を募集人員の１３％以内とする。

全日制 商業科
機械科
科

鹿児島県出水市又は伊佐市に保護者の生活
の本拠がある出願者については、入学を許
可する数を募集人員の２０％以内とする。

定時制 商業科

鹿児島県出水市又は伊佐市に保護者の生活
の本拠がある出願者については、入学を許
可する数を募集人員の２０％以内とする。

球磨中央高等学校

気づき、考え、動く ～ One Small Step～
SGH ネットワーク校
創立 10 年目の新設校です。
普通科,商業科,機械科,電気建築システム科,
定時制商業科をもつ総合高校です。
国際交流が盛んで、創立以来アメリカ合衆国
を始め約 30 カ国との交流活動を行いました。
カヌー部、新体操部、陸上競技部、工作部な
ど運動系 17 部、文化系 8 部が活動中です。

地域未来探究科は、
特別進学類型と公務
員・就職類型に分か
れ、幅広い進路に対
応します。

【住所】熊本県球磨郡錦町西１９２
【電話】０９６６（３８）２０５２
【URL】https://sh.higo.ed.jp/kumachuo/
全日制
地域未来探究科

全日制
商業科
情報処理科

宮崎県えびの市に保護者の生活の本拠があ
る出願者については、入学を許可する数を
募集人員の１３％以内とする。

宮崎県えびの市に保護者の生活の本拠があ
る出願者については、入学を許可する数を
募集人員の２０％以内とする。

商業科は、簿記を中
心とする多くの検定
に挑戦でき、実践的
な商品開発や模擬取
引も学習します。
情報処理科は、プロ
グラミングや電子商
取引等、情報処理に
関する高度な学習を
行います。

南稜高等学校
【住所】熊本県球磨郡あさぎり町上北３１０
【電話】０９６６（４５）１１３１
【URL】http: //sh.higo.ed.jp/nanryou/
■寄宿舎施設あり
全日制
普通科・体育コース
普通科・福祉コース
総合農業科
食品科学科
生活経営科

宮崎県小林市又は
えびの市に保護者の
生活の本拠がある出
願者については、入
学を許可する数を募
集人員の２０％以内
とする。

本校では社会の第一線で活躍できる専門的な知識や技術
を身につけた「プロの人材」育成を目指します。また、
「球磨地域学」、「球磨農林学」や「南稜就農塾」、「ＮＩ
ＣＣ（南稜インターナショナル・コミュニケーション・
サークル）
」など本校独自の活動を通して、球磨地域を愛
し、担い、創り上げる人材の育成を目指します。

Ｑ＆Ａ
Ｑ

このパンフレットに記載のない他の熊本県立高等学校・学科・コースの県外からの受検について教えてく
ださい。
Ａ
県外からの受検については、前期（特色）選抜、後期（一般）選抜ともに県内の通学区域外（いわゆる学
区外）の扱いとなります。このパンフレットに記載のない他の県立高等学校、学科・コースについては、各
募集人員に対して５％以内の枠を設けています。
また、一部の特色のある学科・コースについては、県 外か らの 受検者 に対 する 入学を許可する数（県
外 枠 ） を 緩和 し てお り、 全 国 か ら意 欲 のあ る入 学 生 を 募集 し てい ます 。 対 象 とな る 高等 学校 、 学
科・コースについては熊本県教育委員会のホームページをご覧ください。
《注意》保護者の転勤等により保護者が既に学区内に居住されているか、又は入学式当日までに学区内に確実
に転居され、入学後も出願先の通学区域内から通学される場合など、学区内として取り扱う場合もあり
ます。学区内外等のご質問については、出願予定の高等学校へお問い合わせください。

令和４年度（2022年度）県立高校入試情報―主な選抜の日程等―
１

前期（特色）選抜

受検者の多様な能力・適性や意欲・関心，努力の成果等について優れた面を積極的に評価する入試です。
１ 日程
(1) 出願期間
令和４年（２０２２年）１月１３日（木）～１月１７日（月）午後４時
(2) 実施日
令和４年（２０２２年）１月２４日（月）
(3) 選抜結果の通知 令和４年（２０２２年）１月３１日（月）
２ 実施学科等
普通科のコース（コースとは第１学年から定員を定めて募集するものをいう。），専門学科，総合学科及び
スーパーグローカルハイスクール指定校のすべての学科のうち，希望する学科・コースとなります。ただし，
中高一貫教育（連携型）を行う高等学校は除きます。
３ 募集人員
募集定員の７０パーセント以内の範囲で当該高等学校長が定めます。ただし，熊本市に所在する高等学校
においては，募集定員の５０パーセント以内の範囲で当該高等学校長が定めます。
４ 選抜方法
○ 実施する高等学校は，選抜に当たって重視する観点を定めます。
○ 実施する高等学校は，重視する観点に沿って，学校独自検査（面接，小論文，実技検査等）の中から選
抜方法を定めます。
（複数の組合せもあります。）なお，募集人員が募集定員の５０パーセントを超える高
等学校は，Ａ群（面接，実技検査等）とＢ群（小論文，実験，自己表現等）からそれぞれ１つ以上の検査
を実施します。
５ 主な出願資格
○ 令和４年（２０２２年）３月に中学校を卒業見込みの人，又は中学校を卒業した人で，各高等学校が定
めた重視する観点を理解し，受検を希望する人であれば，県内外を問わず出願できます。
○ 合格した場合は，必ず入学することが条件です。

２

後期（一般）選抜

受検者の中学校教育における学習成果を総合的に評価する入試です。
１ 日程
(1) 出願期間
令和４年（２０２２年）２月 １日（火）～２月 ４日（金）正午
(2) 学力検査実施日 令和４年（２０２２年）２月２４日（木） ・２月２５日（金）
(3) 合格者発表
令和４年（２０２２年）３月 ７日（月）
２ 実施学科等
全日制課程及び定時制課程の全学科・コース
３ 募集人員
募集定員から前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜の合格内定者数を減じた数
となります。なお，中高一貫教育（併設型）を行う高等学校においては，募集定員から併設する中学校から
の入学予定者数を減じた数となります。
４ 選抜方法
入学者の選抜は，調査書の記録及び学力検査の成績等を資料として，各高等学校，学科・コースの特色に
応じて，その教育を受けるに必要な能力・適性等を判定して行います。
5 後期（一般）選抜の追検査
新型コロナウイルス感染症等やむを得ない理由により、後期（一般）選抜の学力検査を受検できなかった
者に対して、令和４年（２０２２年）３月１４日（月）に追検査を設けています。
※ 今後の新型コロナウイルス感染症の地域におけるまん延状況等により，変更等が必要となった場合は，熊本県教育委員
会のホームページ（https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/）で周知します。

