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※パンフレット掲載のため、撮影時マスクを外している場合があります。
※掲載している情報は、令和4年7月現在のものです。



スクール・ミッションとスクール・ポリシー

課程と学科・コースについて
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令和5年度入学者選抜概要
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皆さんはどんな高校生活を思い描いていますか。

高校選びはワクワクの扉選び。

さあ、あなたの「好き」を楽しむことができる

熊本県立高校さがしの旅へ、いってらっしゃい！
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令和4年8月
　　熊本県教育長 白石 伸一

　熊本県には、各地に50の県立高校があります。
　これらの県立高校では、「すべての高校生が夢に挑戦
できる魅力ある県立高校」の実現に向けた取組みを全力
で行っています。

　例えば、地元自治体や企業と連携した探究的な学びを
行うクリエイトハイスクールや、産学官連携により地域や社
会の発展を担う学びを行うプロフェッショナルハイスクー
ル、また、先進的な理数教育に取り組むスーパーサイエン
スハイスクール(SSH)や特色ある学科などによって区分し、
全県立高校を「熊本スーパーハイスクール（KSH）」として
位置づけ、各学校で特色ある学びを推進しています。

　その他にも、社会や皆さんの多様なニーズに応えられる
学科の設置の検討や、世界で活躍できる人材育成を目指
す国際バカロレアの認定に向けた取組みなど、さまざまな
取組みを通して、皆さんがワクワクするような学びを提供
し、新しい時代を生きるすべての皆さんの夢の実現を応
援したいと思っています。

　このパンフレットでは、各県立高校の魅力的な取組み
を紹介しています。また、『熊本県立高校検索ガイド』とい
うホームページでは、みなさんの興味・関心に沿った県立
高校を調べ、比較・検討することもできます。
　まずは「なりたい自分になれる！あなただけの県立高校」
を徹底的に調べてみてください。

　チャレンジを続ける県立高校で、一緒に夢に向けて
チャレンジしましょう。
　皆さんの入学を心からお待ちしています。

あなたの選択が、
夢を叶える第一歩になりますように！
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課程と学科・コース
スクール・ミッション

スクール・ポリシー

高校の存在意義

学校の特色、
強み、魅力

学校の社会的役割や理念を示したもの

高校の期待される社会的役割

スクール・ミッションとは

スクール・ミッションや学校教育目標を踏まえ、
特色・魅力ある教育の実現に向けて各高校が策定した�つの方針

スクール・ポリシーとは

地域社会から
期待されていること

目指すべき高校像

何を学び、何を身につける
かを明確に表したもの

スクール・ミッションでわかること

育成を目指す資質・能力に関する方針
（グラデュエーション・ポリシー）

教育課程の編成及び実施に関する方針
（カリキュラム・ポリシー）

入学者の受入に関する方針
（アドミッション・ポリシー）

生徒の卒業後を見据え、学校教育活動を通じて
どんな資質や能力を育成するかを示しています。

育成したい資質や能力を身につけるための
学習内容や評価の方針を示しています。

入学時に期待される生徒像を示しています。

　やりたいことが見つかる！

©2010熊本県くまモン
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主に午後5時頃から9時頃までに教育活動が行われます。昼間に働
きながら学ぶことができるよう配慮されています。修業年限は原則と
して4年間ですが、通信制課程との併修、技能連携制度、仕事を単
位に換算する実務代替の制度を利用し、3年間での卒業も可能で
す。また、自分の学習計画に基づき、興味・関心などに応じた科目を
選択して学ぶことができます。（単位制）

中学校と同じように授業や学校行事、部活動などが昼間に行われ
ます。各校の特色に応じて、時間割やクラス編制などが工夫されて
います。

全日制課程や定時制課程の生徒が、毎日
登校して授業を受けるのに対して、通信制
課程では、自学自習が基本となります。自分
で必要な科目を選択して、自宅で教科書や
学習書を使って勉強し、報告課題（レポー
ト）を作成し、月2回程度の授業（面接指導
［スクーリング］）に出席するという学習形態
です。修業年限は、原則として4年間ですが、
条件を満たせば、3年修業コースを選択し、
3年間での卒業も可能です。

全日制課程

　普通科では、国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などの教科を中心に学びます。生徒の進路希望や興味・関心
に応じて系統的に教科・科目が選択できるよう、卒業後の進路に合わせて、2年次以降に文系、理系などの「類型」が設
置されている高等学校もあります。
　また、類型にかかわらず、幅広い学習ニーズにこたえるため、「情報処理」や「社会福祉基礎」など、専門科目を含めた
幅広い選択科目も設置されている高等学校もあります。
　さらに、各分野や領域に関する学習を取り入れた、理数コース、英語コース、スポーツコース、美術コース、福祉コース、
グローバル探究コースなど特色のあるコースが設置されている高等学校もあります。

普通科

　総合学科では、生徒の興味・関心、進路希望などに応じて、国語、数学などの共通教科・科目と工業、商業などに関す
る専門教科・科目の両方から自分自身で科目を選び、学習することができます。
　将来の職業や生き方について考える科目「産業社会と人間」をはじめ、様 な々科目を学習することを通じて自分が何を
やりたいのか、何に向いているのか、自分自身の将来をじっくり探すことができます。
　多様な選択科目は、「系列」と呼ばれるグループに分けられており、各高等学校において、多くの特色ある系列が設置
されています。

総合学科

　農業、工業、商業、水産、家庭、福祉など、各分野で活躍できる人材の育成を目指し、専門的な内容を実践的・体験的
に学習します。もちろん、国語や数学など、普通科と同様の授業も行われています。検定試験や各種大会への挑戦、地域
との協働研究をとおして専門的な知識・技術だけでなく、人と人のコミュニケーションの力など社会に対応出来る力を
身につけることができます。

専門教育を主とする学科

定時制課程

通信制課程

卒業後の主な進路／多くの生徒が大学、短期大学、専門学校等への進学をします。
　　　　　　　　　また、公務員になる生徒や企業に就職する生徒もいます。

※令和5年4月から、体育コースがスポーツコースに変わります。

卒業後の主な進路／将来の進路希望に応じて、進学も就職も目指すことが可能です。

卒業後の主な進路／実践的な学びや取得した資格を活かして、
多くの生徒が、なりたい職業に就いたり、また、大学や専門学校へ
進学する生徒もいます。

卒業後の主な進路／各専門分野で学んだことを
活かして、多くの生徒が大学等へ進学します。
また、公務員になる生徒や企業に就職する生徒も
います。

● 農業に関する学科
● 工業に関する学科
● 商業に関する学科

● 水産に関する学科
● 家庭に関する学科
● 福祉に関する学科

● 理数科　● 英語科　● 美術科

詳しい情報はこちら▶

詳しい情報はこちら▶
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ワールド・ワイド・ラーニング
（WWL）コンソーシアム

海外をフィールドにした探究的な学びや大学教育の
先取り履修により、高校や国の枠を超えて高度な学び
を提供するネットワーク形成を目指す。

熊本高校

好きなことや適性、将来の目標に
合った高校を探してみよう！

熊本県教育委員会では、各校をイノベーショ
ンハイスクールなどの県指定、スーパーサイ
エンスハイスクール（SSH）などの国指定、独
自の学科などによって区分し、各校の特色を
明確化した上で、すべての県立高校を「熊本
スーパーハイスクール（KSH）」として位置づ
け、発信しています。
※令和�年�月現在の指定校であり、今後変更になる可能性があります。

Kumamoto
Super High School
熊本スーパーハイスクール（KSH）構想

COREハイスクール・ネットワーク
中山間地域においても、遠隔授業により多様で質の高い教育を実
現し、地域課題解決のための探究的な活動を通して自己のあり方
生き方を考えながら課題を発見し、解決する資質能力を育成する。

第一高校、小国高校、牛深高校、球磨中央高校

スーパーグローバル
ハイスクール（SGH）ネットワーク

国際理解教育及び外国語教育水準の向上を図るため、持続
可能なグローバル人材育成のネットワークづくりを目指す。

済々黌高校、水俣高校

新時代に対応した高等学校改革推進事業
（創造的教育方法実践プログラム）

遠隔・オンライン教育を活用した新しい教育方法により、教科
等横断的な学びを実践する。

人吉高校

マイスター・ハイスクール
産業界と専門高校が連携・一体化し、絶えず革新し続ける最
先端の職業人育成システムを構築する。

八代工業高校

特色ある学科・学校
他校にはない独自の学びや特徴を持つ学校。

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
先進的な理数教育を実施するとともに、大学との共同研
究や、国際性を育むための取組を推進する。

第二高校、熊本北高校、鹿本高校、宇土高校、天草高校

学力向上研究指定校
研究課題について、教育課程の編成や指導方法、
学習評価等の実践研究を行い、学力向上を図る。

鹿本高校、八代高校、人吉高校、天草高校、牛深高校

ICT特定推進校
地域と連携しながらICTを活用し、県内外から注目を
浴びるような特色ある取組を行うことを目指す。

熊本西高校、高森高校、人吉高校、
人吉高校五木分校、鹿本農業高校、芦北高校

英語フロンティアハイスクール
グローバル人材の育成を図るため、ALTを活用し
た英語による発信力を高める授業など、実践研究
を行う。

済々黌高校、熊本高校、第一高校、第二高校、
熊本北高校、玉名高校、宇土高校、八代高校

スーパーグローカル
ハイスクール（SGLH）

国際社会で通用する能力やグローバルな
視点を持ちつつ、地域社会の活性化や
発展に貢献する人材の育成を目指す。

岱志高校、阿蘇中央高校、
高森高校、甲佐高校、上天草高校、
球磨中央高校、矢部高校

エンパワーメントハイスクール
学び直しをはじめとした個別指導の充実を
図り、社会で活躍するために必要な力を育成
することを目指す。

湧心館高校（全・定・通）、熊本工業高校（定）

プロフェッショナルハイスクール
➀リーディング型
産学官連携により、将来のリーダーとしての責任感・
使命感・チャレンジ精神等を身に付けることを目指す。

➁実践研究型
産業界等との連携により、地域や社会の健全で持続的
な発展を担う力を身につけることを目指す。

熊本商業高校、熊本工業高校、熊本農業高校

御船高校、八代東高校、玉名工業高校、小川工業高校、
天草工業高校、菊池農業高校、八代農業高校、
芦北高校、南稜高校

クリエイトハイスクール
自治体や関係団体等との連携による探究的な学びを
通して、持続可能な地域社会づくりに貢献する人材の
育成を目指す。

岱志高校、菊池高校、阿蘇中央高校、高森高校、
甲佐高校、松橋高校、牛深高校、上天草高校、
球磨中央高校、鹿本商工高校、北稜高校、
鹿本農業高校、翔陽高校、矢部高校、天草拓心高校

イノベーションハイスクール
県立高校のフロントランナーとして、より良い未来の創造
に向けた変革を起こす資質・能力などの育成を目指す。

済々黌高校、熊本高校、第一高校、第二高校、
熊本西高校、熊本北高校、東稜高校、玉名高校、
大津高校、八代清流高校、水俣高校、人吉高校

国の研究指定校等

県の研究指定校等

総合学科

単位制

スポーツ・健康

芸術・文化

地域資源とのコラボ推進

中高一貫教育校

県内唯一学科

全国募集

国際バカロレア

「県立高校の魅力ある学びを
私たちは応援しています！！」

株式会社湖池屋 九州阿蘇工場
熊本県上益城郡益城町宮園二ノ迫1024番地

※本件に関するお問合せ先：高校教育課高校魅力化推進室　※五十音順

TEL. 096-289-7590

©2010熊本県くまモン

株式会社ソラリス
熊本市中央区神水2-2-19 丸三ビル 2F
TEL. 096-200-3700

野村證券株式会社 熊本支店

TEL. 096-352-3181
熊本市中央区花畑町12-30
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熊本県立高等学校
全 校の紹介

県北 14校エリア
Northern Part of the Prefecture

夢実現・未来への挑戦～知性と感性を備えた若駒たれ！～

玉名高等学校

各県立高等学校は、県北、県央、県南の
3つの学区に分かれています。
あなたの地域には、どんな特色のある
高校がありますか？
それを知ることから、夢への挑戦が始まります！

どこの県立高校に行こうかな・・・を支援します。
あなたの行きたい高校をワンストップで探せる！

複数の高校を比較・検討できる！

県北

県央

県南

START!

「誠実さと奉仕の精神をもち、高い志を掲げ、他者と協働して集団や社会に貢献
できる生徒の育成」「文武両道に励み、物事に屈しない強い豊かな意思と逞しい
精神力を身につけた生徒の育成」「自ら模範となり主体的に学習や課題解決に
取り組む豊かな知性と感性を備えた生徒の育成」を教育目標に掲げ、生徒が主
体的に様々なことに挑戦する、活力ある学校づくりに取り組んでいます。

● イノベーションハイスクール
● 英語フロンティアハイスクール
● 中高一貫教育校（併設型）

● 単位制の学校

玉名市中����　TEL ����-��-����

全日制▶ 普通科 定時制▶ 普通科

HP

岱志高校で夢を実現！ここから始まる輝く未来！

岱志高等学校

岱志高校は、生徒一人一人が夢を描き、その夢の実現に向けて、きめ細かな教育活
動を実施しています。コースの特色ある学びだけでなく、「岱志高校Nijiプロジェク
ト」に象徴される、地域に根ざし、活気あるまちづくりに取り組む、地域とともにある
学校です。生徒が「岱志高校に来てよかった」保護者が「岱志高校にやってよかった」
職員が「岱志高校に勤めてよかった」そして、地域の方々が「ここに岱志高校があっ
てよかった」と思える学校づくりに励んでいます。

● クリエイトハイスクール　● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）
● 芸術・文化に関する知識や技能を高める学びを推進する学校
● スポーツや健康に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

● 単位制の学校

荒尾市荒尾����-�　TEL ����-��-����

全日制▶

普通科スポーツコース 普通科美術工芸コース

普通科アドバンストコース 普通科キャリアコース 定時制▶ 普通科

HP

長洲町

荒尾市

南関町
和水町

玉名市 玉東町

山鹿市

菊池市
阿蘇市

西原村 南阿蘇村 高森町

産山村

南小国町

小国町

大津町

ホームページ
好評公開中 START !

熊 本 県 立 高 校 検 索 ガ イ ド

制服で
高校を探す

他にも
など、知りたい情報がサクサク見つかる！

動画で
高校を探す

なりたい職業で
高校を探す

説明会等カレンダー
高校受検の基礎知識

やっぱりどんな制服か
気になるよね！各校の夏服、
冬服の写真が見られるよ。

進路は大事。
自分の就きたい職業に

近づくには、どこが良いかな。

先輩たちがどんな高校
生活を送っているのか

見てみたい！
※R�.�新学科・コース設置
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鹿高だから輝ける！

鹿本高等学校

鹿本高校は、生徒の能力を最大限に引き出し、伸ばす進路指導と進路保障を目
標にしています。生徒の興味・関心・適性に基づき、皆さんが充実した人生を送る
ための「進路における夢」を全力でサポートしていきます。

● スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
● 学力向上研究指定校
● スポーツや健康に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

山鹿市鹿校通�丁目�-�　TEL ����-��-���� HP

校訓「汗と夢」

菊池高等学校

創立���年の歴史と伝統を誇る菊池高校。
・ 地域と共に学び、中学生から進学先として「選ばれる菊池高校」
・ 期待値よりも更に成長する「伸びる菊池高校」
・ 生徒の努力を夢に変える「夢を叶える菊池高校」
�つのスローガンを掲げ、生徒、保護者、職員が一体となって頑張っています。
また、菊池市と連携して設立した「菊池市公営『前進塾』」は、放課後の時間（平日
��:��～��：��）に学習サポートを行っています。菊池高校の生徒は無料で利用
可能です。充実した環境の中で目指す大学等への合格を実現させます。

● クリエイトハイスクール

菊池市隈府����-�　TEL ����-��-����

普通科未来探究コース 普通科地域探究コース 商業科

HP

工業人たる前に 良き人間たれ

玉名工業高等学校

心豊かで個性に富み、活力にあふれ、礼節をわきまえた人間性の確立に努め、
わが国の産業の振興や地域の発展に寄与できる実践的技術者を育成します。

《機械科》機械を学ぶ・・・それは、「ものづくり」の原点。
《電気科》電気関連のプロフェッショナルで社会に貢献できるエレクトロニクス技術者を育成します。
《電子科》�Ｇ時代のネットワーク技術者を目指す。エレクトロニクス技術で社会を支える人財に。
《工業化学科》新たな物質を創造して将来の地球環境に貢献できる化学技術者を育成します。
《土木科》まちづくりのプロフェッショナル。地域を守るエンジニア。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型

玉名市岱明町下前原���　TEL ����-��-����

機械科 電気科 電子科 工業化学科 土木科 普通科 理数科普通科スポーツコース 普通科美術コース

造園科

みらい創造科グローバル探究コース みらい創造科スポーツ健康科学コース普通科

HP

地域に信頼され、地域社会を担う人材育成を行います

北稜高等学校

◎ 校訓「創造」「勤労」「感謝」を柱とする心の教育の実践
◎ 総合高校の特色を生かした学科横断的な学びの実践
◎ 学力の充実（定着）と個に応じた進路保障の実践
◎ 地域社会と連携を強化した専門教育の実践
◎ 安全教育の実践

● クリエイトハイスクール
● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校

玉名市立願寺���　TEL ����-��-���� HP

教育スローガン「今日の努力は夢への一歩 ～迷わず前へ！～」

鹿本農業高等学校

「農業を学ぶ・農業で学ぶ」の視点から実践的・体験的な学習活動を通して、農業
経営者並びに地域づくりに貢献できる地域リーダーや、地域社会の持続的な発
展を担う人材の育成を目指しています。令和�年度から、「�人�台端末先行実践
校 」として、I C T 教 育 を推 進しており、令 和 � 年 � � 月 に は 日 本 教 育 工 学 協 会

（JAET）より����学校情報化優良校に認定されました。

● クリエイトハイスクール
● ICT特定推進校

キュウリの収穫（生活デザイン科）

山鹿市鹿本町来民����　TEL ����-��-����

園芸技術科 食品科学科 生活デザイン科

HP

生徒が輝き、地域をきらめかせる菊農教育の創造と実践

菊池農業高等学校

“菊農のここがワクワクポイント”
★広大な敷地（��ha）で自然豊か！★�年間でも、たどり着けない場所や発見が
ある！★生き物（動植物）がたくさん！★年間を通して、いろいろな農産物や加工品
がある！★寮で生活を共に過ごす仲間ができる！などなど

菊農ならではの体験を味わおう！！

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型
● 全国募集をしている学校

菊池市泗水町吉富���　TEL ����-��-����

農業科 園芸科 畜産科学科 食品化学科 生活文化科

HP

大津高校じゃなければならない理由がそこに有る

大津高等学校

大津高校は新たな���年の歴史のスタートを切ります。
全国各地から集まった様々なキャラクターとともに多様性を重視しながら、

「真剣に取り組む人が光を放てる」学校です。

● イノベーションハイスクール
● 芸術・文化に関する知識や技能を高める学びを推進する学校
● スポーツや健康に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

菊池郡大津町大津����　TEL ���-���-���� HP

「進取果敢」～成長に向けた挑戦～ 自ら判断し、自ら行動する

資格に強い鹿本商工！  就職に強い鹿本商工！  就職率���％！

鹿本商工高等学校

地域に根ざした専門高校として、様々な教育活動をとおして誠実で自立した
産業人の育成を目指し、日々励んでいます。生徒の皆さんの一人一人が何事
にも自ら進んで果敢に挑戦し、人間として大きく成長できるよう学校全体で取
り組んでいます。

● クリエイトハイスクール

山鹿市鹿本町御宇田���
TEL ����-��-����

商業科 情報管理科 機械科 電子機械科

HP

商業科 園芸科 家政科

※R�.�新学科・コース設置

※R�.�新学科・コース設置
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県央 17校エリア
Central Part of the Prefecture

世界へ飛躍する多士済々

済々黌高等学校

本黌では、建学以来、変わらぬ本質である「三綱領」の教えのもと、豊かな人間性
を養い幅広い知識を磨くとともに、個性を伸 ばすためのカリキュラムを編成し、
世界をリードするグローバルリーダー（済々多士）の育成を目指します。済々黌は
これまでも、そしてこれからも、常に時代をリードすべく前進を続けます。

● イノベーションハイスクール
● スーパーグローバルハイスクール（SGH）ネットワーク
● 英語フロンティアハイスクール

熊本市中央区黒髪�丁目��-�　TEL ���-���-����

普通科

HP

凜とした気品ある心豊かな一高生

第一高等学校

来年創立���周年を迎えます。長い歴史や伝統、文化に育まれ
て、聡明で、礼儀正しく、誠実さに溢れ、毎日、勉学や部活動等に
勤しんでいます。「凜として凜々しく文武一道を目指す」を合い言
葉に、新たな歴史創造に向けて主体的に行動し、活気に満ちた学
校生活を送っています。

● イノベーションハイスクール
● 英語フロンティアハイスクール
● COREハイスクール・ネットワーク

熊本市中央区古城町�-�　TEL ���-���-����

普通科 普通科英語コース

HP

「認め、ほめ、励まし、伸ばす」教育の実現を目指して

小国高等学校

小国郷唯一の高等学校として、更なる魅力化と発展を図るため、「挑戦」～やり抜
く力・諦めない心～をテーマに取り組んでいます。生徒と教師が心を一つにし、
授業や部活動などに粘り強く精一杯取り組み、確かな成長を手に入れて、未来を
切り拓き、夢を叶える「挑戦」を続けています。小国高校で一緒に夢を育て叶えま
せんか。

● COREハイスクール・ネットワーク
● 中高一貫教育校（連携型）

阿蘇郡小国町宮原����-�　TEL ����-��-����

普通科

HP

校訓：「士君子」

熊本高等学校

本校の校訓にある「士君子」とは、徳性・智能・体力ともにすぐれた人格者を指
します。自主・自律の精神に富み、互いの個性を認めあい、互いの才能に刺激を
受けながら切磋琢磨する雰囲気の中、新時代にふさわしい「士君子」たるべく、

「立志篤行（＝志を立て実現すべく真摯に取り組む）」を実践することができる
環境があります。

● イノベーションハイスクール
● ワールド・ワイド・ラーニング（WWL）コンソーシアム
● 英語フロンティアハイスクール

熊本市中央区新大江�丁目�　TEL ���-���-����

普通科

HP

自らの強みを活かし、一人一人が輝きを放つ学校

高森高等学校

令和�年�月に、これまで本校の特色であった総合的な探究の取組を
充実・発展させた普通科（グローカル探究コース）と、全国の公立高校初の
マンガ学科を開設します！
地 域 社 会 と連 携し、高 い 意 識 を持って 地 域 創 生 や 地 域 貢 献 を担う
グローバルな視点を持った、国際人として考え行動できる力を伸ばします。

阿蘇郡高森町高森����　TEL ����-��-����

普通科グローカル探究コース マンガ学科

HP

翔陽高校で夢をつかもう

翔陽高等学校

「総合学科」では、一人一人の個性を生かし、夢の実現に向かう学びがあります。
自らと向き合い、将来を見据え、幅広い科目の中から選択し学ぶことができます。
◎ 将来を見据えたキャリア教育
◎ 進路や興味・関心に応じた科目選択
◎ 体験的な学習が充実したカリキュラム
また、グローカル人材の育成、海外交流、地域貢献にも力を入れています。

● クリエイトハイスクール　● 総合学科　● 単位制の学校

菊池郡大津町室����　TEL ���-���-����

総合学科

HP

地域とともに、新たなる躍進

阿蘇中央高等学校

県内初の校舎制の学校で、前身である阿蘇高校と阿蘇清峰高校のよき伝統を受
け継ぎ発展を続けています。各学科では、その特色を活かし、学校での学びにと
どまらず、地域における様々な活動や、企業等との連携を通した経験を、将来に
繋げることができます。また、本校には男女別の寮があり、県外から学びに来てい
る生徒も多く在籍しています。

● クリエイトハイスクール　● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）

【阿蘇校舎】阿蘇市一の宮町宮地����　TEL ����-��-����
【阿蘇清峰校舎】阿蘇市一の宮町宮地����　TEL ����-��-����

阿蘇校舎

阿蘇清峰校舎

普通科 総合ビジネス科

食品農業科 グリーン環境科 社会福祉科

HP

合志市
菊陽町

益城町熊本市

嘉島町
御船町

甲佐町宇土市

宇城市 美里町

山都町

● クリエイトハイスクール　● ICT特定推進校　● 芸術・文化に関する知識や技能を高める学びを推進する学校
● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）

※R�.�新学科・コース設置
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日本一の商業高校へ 　志高く、恕と信頼の人づくり
「人と人をつなぐ未来のビジネスリーダーの育成」を目指します。

熊本商業高等学校

本校の一大行事で熊本市の冬の風物詩ともなっている「熊商デパート」には、毎
年�万人を超えるお客様が来店されており、生徒たちは、実際に自分たちで店舗
を経営してビジネスに必要な様々な業務を体験することで深い学びにつなげて
います。生徒一人一人が輝き、あらゆる場面で頑張ることができる学校です。自分
磨きができる本校で、あなたの能力をさらに大きく飛躍させてください。

● プロフェッショナルハイスクール➀リーディング型

熊本市中央区神水�丁目�-�　TEL ���-���-����

商業科 会計科情報処理科 国際経済科

HP

生徒たちが笑顔で登校し、夢の実現が叶う学校

湧心館高等学校

全日制・定時制・通信制の�つの課程を持ち、単位制の特徴を生かした多様な学びの
中で、生徒の特性を踏まえ、その資質や能力を最大限に伸ばすことを目標にした教育
活動を行っています。
◎将来の目標や興味・関心に合わせて授業科目を選択し学習することができます。
◎全日制・定時制・通信制の�課程とも「前期・後期」の２学期制です。

● エンパワーメントハイスクール
● 単位制の学校

熊本市中央区出水�丁目�-�　TEL ���-���-����

全日制▶ 普通科 情報処理科

情報科学科情報処理コース 情報科学科科学技術コース定時制▶ 普通科

通信制▶ 普通科

HP

なすことによって学ぶ～夢を目標に、挑戦・努力・継続～

熊本農業高等学校

熊本市内にある唯一の農業専門高校で「農」をとおして「食＋命」について学ん
でいます。第��回日本学校農業クラブ全国大会令和�年度熊本大会に向け、
事務局を本校が担当しています。おもてなしの心で、全国大会の成功に向けて
頑張ります。

● プロフェッショナルハイスクール➀リーディング型

熊本市南区元三町�丁目�-�　TEL ���-���-����

農業科 農業経済科畜産科園芸・果樹科

農業土木科 生活科食品工業科

HP

伝統を重んじ創造力と活力あふれる学校

熊本工業高等学校

◎文武両道を基本に、目指すは「日本一の工業高校」
◎進路決定をしっかりバックアップし進路決定率���％
◎ものづくり教育や資格取得を通して、ジュニアマイスター日本一

● プロフェッショナルハイスクール➀リーディング型 ● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校

● エンパワーメントハイスクール ● 単位制の学校

熊本市中央区上京塚町�-�　TEL ���-���-����

全日制▶ 機械科 電気科 電子科

機械科 電気科 建築科

土木科 建築科

工業化学科

材料技術科 インテリア科 情報システム科

テキスタイルデザイン科

定時制▶

HP

西高で自分の可能性を大きく伸ばし、夢実現

熊本西高等学校

校訓「清・明・和」のもと、理科・数学・ICT（情報通信技術）の理解と活
用で科学的思考力を養うサイエンス情報科、幅広い学習の中から『夢』
を探して進路実現を目指す普通科特進及び総合クラス、トップアス
リートやスポーツ指導者を目指すスポーツコースと、多様な学びが展
開されているのが特色です。「サイエンス」、「探究」、「スポーツ」を融合
させ、熊本の新たなスーパーハイスクールとして動き出しています。

● イノベーションハイスクール　● ICT特定推進校
● 全国募集をしている学校　● スポーツや健康に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

熊本市西区城山大塘�丁目�-��　TEL ���-���-����

普通科 普通科スポーツコース サイエンス情報科

HP

新しい時代に生きる力を

第二高等学校

幅広い進路選択を可能にする普通科、理数研究を先導する理数科、
県内唯一の美術科の�学科を擁し、�学科全てが科学と融合した高度
な探究活動を通して、充実した部活動等を体験しながら、高度な進路
目標を達成します。

● スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
● イノベーションハイスクール
● 英語フロンティアハイスクール
● 芸術・文化に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

熊本市東区東町�丁目��-�　TEL ���-���-����

普通科 理数科 美術科

HP

自律自興　一点突破

東稜高等学校

二十一世紀のわが国と地域社会を担う有為な人材の育成を目指しています。そ
の目標達成のため、教師と生徒、生徒相互の深い信頼関係をもとに教育の充実
をめざし、学業を奨励し、節度ある学校生活をとおして、知・徳・体の調和のとれ
た人間の育成に努めています。また、中国語、韓国語履修、特別講師招聘、海外語
学研修、国際交流、留学生の受け入れ、県内大学との連携など、理数コース、国際
コースの特色を生かす教育の充実をめざしています。

● イノベーションハイスクール

熊本市東区小峯�丁目�-��　TEL ���-���-����

普通科 普通科国際コース 普通科理数コース

HP

～深い学びと躍動的な活動～ ����年創立��周年

熊本北高等学校

全国のSSH校や大学との連携を通して、ICTを活用したデータや根拠に基づいた
探究的な学びの深化を図ります。教科横断的な学びであるSTEAM教育を推進
し、生徒が自ら向上を目指す主体的な学びを展開します。また、海外との交流を
促進し、全ての学科で英語教育の向上を図ります。

● イノベーションハイスクール　　●スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
● 英語フロンティアハイスクール　● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校

熊本市北区兎谷�丁目�-�　TEL ���-���-����

普通科 理数科 英語科

HP

※R�.�新学科・コース設置
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fan fun!

「啐啄同時～磨け心の珠
　（珠磨かざれば器をなさず、人学ばざれば道を知らず）」

矢部高等学校

�つの学科がそれぞれの特色ある教育活動に取り組んでいます。小規模の学校の
利点を生かして、生徒の希望に応じたきめ細やかな指導によって地域とともに矢
部高生と矢部高校を丁寧に磨き上げ、小さくても価値の高いものにしていきます。

● クリエイトハイスクール
● 地域との協働による高等学校教育改革推進指定校
● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）　　● 全国募集をしている学校

上益城郡山都町城平���　TEL ����-��-����

普通科 食農科学科農業科学コース 食農科学科食・生活コース 林業科学科

HP

北辰となりうる人材の育成

小川工業高等学校

令和�年度に創立��周年を迎える本校は、これまでに約�,���人の産業人材を
育成・輩出してきました。また同年度、新しい実習棟が竣工する予定であり、充実
した学習環境の中で、工業技術の習得や資格取得、部活動に専念することができ
ます。校訓「誠実・剛健・礼節」のもと、「ものづくりを通した人づくりの教育」を実
践していきます。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型
● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校

宇城市小川町北新田���　TEL ����-��-����

機械科 建築科 土木科 設備工業科 情報電子科

HP

地域と連携し夢の実現を目指す

甲佐高等学校

本校は今年、創立���年目になります。経験や体験をとおしてより学び
を深めるための取り組みを行うため、本年度より�学期制に移行しまし
た。平成��年�月に甲佐町からの支援を受け、「公営塾（あゆみ学舎）」
が開設されました。多くの生徒が入塾し、自分の夢を実現するために
懸命に頑張っています。甲佐町をはじめ地域と連携・協働し、地域資源・
教育力を生かした教育活動の成果を地域で実践・発揮していきます。

● クリエイトハイスクール
● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）

上益城郡甲佐町横田���　TEL ���-���-����

普通科 普通科福祉教養コース ビジネス情報科

HP

御船高校の日本一

御船高等学校

普通科は国公立大学進学から国家公務員・企業就職まで多様な進路に対応します。芸
術コースは、書道・美術・音楽と専門性の高い活動で全国的に活躍しています。電子機
械科はものづくりが有名で、全国高校ロボット競技大会では�回全国制覇しています。
昨年度は、書道、美術の全国展で文部科学大臣賞を受賞し、ジャパンマイコンカーラ
リーのカメラクラスにおいて全国大会で優勝するなど、秀でた成績を収めました。教師
による充実した指導で日本一を目指し、目標を実現できる活気溢れる学校です。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型
● 芸術・文化に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

上益城郡御船町木倉����　TEL ���-���-����

普通科 普通科芸術コース 電子機械科

HP

松高生は、宇城の多様な食材で、持続可能な地域を創造します！

松橋高等学校

本校は、「松高フードコート」をテーマに、宇城市や支援企業、地元生産者と
連携・協働し、多様な地元食材を基にした食品やメニューの開発・発表を目
指します。また、普通科地域創造コースでは、防災について教科横断的に学
ぶ学校設定科目を新たに設定し、地域や職場での防災・減災のリーダーと
して活躍できる人材を育成します。

● クリエイトハイスクール（地域課題解決型）

新設の松高ＤＸ部は、ｅスポーツ等で地域社会に貢献！

宇城市松橋町久具���　TEL ����-��-����

普通科地域創造コース 情報処理科 家政科

HP

宇土高は、「創造・挑戦・感動」に満ちあふれた学校です！

宇土高等学校

豊かな自然環境を生かし、探究的な学びで「創造」する力を育みます。身近なテー
マから高度な探究活動を実践し、発表の場は、県内、県外そして海外へと広く「挑
戦」し続けます。自分なりの「問いを創り」、自分なりの「答えを探し出す」様々な

「探究」ができる学校です。宇土高校ならではの体験が「感動」を生み、海外大学
進学も含めた幅広い進路実現が可能です。

● スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
● 中高一貫教育校（併設型）　● 英語フロンティアハイスクール　

宇土市古城町��　TEL ����-��-����

普通科

HP

©2010熊本県くまモン
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森で学ぶ、森に学ぶ

八代農業高等学校泉分校

普通教科に加え、専門学科のグリーンライフの授業では�年間でアウトドア活動や森
林について学びます。�年生からは�つのコースに別れ、グリーンコースは持続可能な
社会を目指した環境保全の知識と技術、さらには森林資源の有効活用に必要な知
識と技術を学ぶことができます。ライフコースでは家庭生活における被服・食・住・福
祉に関する基礎的な知識と技術を学び、生活文化について学ぶことができます。

● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校
● 全国募集をしている学校

八代市泉町柿迫����　TEL ����-��-����

グリーンライフ科

HP

八農が変わる！ 令和５年４月 新しい学科、始動
新たな一歩を踏み出そう！ ～ プラス� より高く より前へ ～

八代農業高等学校

農業系学科と家庭科を有する高校です。魅力ある授業と実習を通じて、農業・家
庭科学習を楽しく学ぶことができます。行事や農業・家庭クラブ、部活動が充実し
ており、やりたいことや仲間が見つかります。平板測量競技やなぎなた部など全
国で活躍している生徒もいます。生徒の進路実現のためきめ細かな指導を行い、
��年連続進路決定���％を達成しました。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型

八代市鏡町鏡村���　TEL ����-��-����

食農創造科 生産土木科 家庭科

HP

【八代工業】×【DX】
☆八工×最先端デジタル設備
☆八工×リアルな授業（先生は現場の技術者）
☆八工×リアルな実習（本物の仕事を体感）

八代工業高等学校

どんな仕事にも必要となるデジタル技術をインテリア・工業化学・機械・電気・情
報技術、それぞれの分野とデジタル技術が融合し将来をイメージしながら学べる
県内唯一の学校！

● マイスター・ハイスクール

● 総合学科　　● 単位制の学校

八代市大福寺町���　TEL ����-��-����

全日制▶

機械科 電気科 工業化学科 インテリア科 情報技術科

HP

何事にも当事者意識を持ち、主体的に行動できる生徒の育成

水俣高等学校

校訓「自律・敬愛・創造」のもと、知・徳・体の調和がとれ、自ら考え、学び、夢に向かっ
て主体的に行動する力を備えたグローバルリーダーの育成をめざしています。その
ため、全教職員は一体となり、教育者としての使命感と愛情を持って、家庭・地域社
会との連携を深めながら、魅力ある学校づくりに努め、本校教育の充実・発展を図っ
ています。全日制課程には普通科、商業科、機械科、電気建築システム科が設置され
ており、定時制課程には商業科が設置されています。

● イノベーションハイスクール　　● スーパーグローバルハイスクール（SGH）ネットワーク

● 単位制の学校

水俣市洗切町��-�　TEL ����-��-����

普通科

定時制▶

全日制▶

総合学科定時制▶

商業科

商業科 機械科 電気建築システム科電気コース 電気建築システム科建築コース

HP

丁寧な教育実践で生徒一人一人の生きる力を育む

八代東高等学校

校訓「向学 敬愛 礼節」のもと、商業及び体育の専門的・先進的な教育
活動を通して、将来への志を育み、地域社会の発展に貢献できる資質
と能力を育成しています。また、企業理念「繋げよう 世代や地域を越え
て 届けよう 笑顔と元気と幸せを」を掲げて東高マーケットを開催して
います。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型
● スポーツや健康に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

普通科スポーツコース 情報ネットワーク科商業科

HP

地域で活躍する人材を育成する高校

八代清流高等学校

八代清流高校は八代南高校と氷川高校を再編・統合し、令和�年度で創立
��周年を迎えました。県内初の進学重視型単位制を導入し、生徒一人一人
の興味関心や進路希望に柔軟に対応できる教育環境があり、地域で活躍す
る人材を育てます。球磨川のほとりで生徒が伸び伸び育つ校風を受け継ぎ、
生徒と先生の距離が近く、みんなが活躍できる学校です。八代清流高校で、
あなたの「夢」を見つけ、あなたの「夢」を叶えましょう。

● イノベーションハイスクール
● 単位制の学校

八代市渡町松上����　TEL ����-��-����

普通科

HP

「The sky is the limit. 可能性は無限大」

八代高等学校

生徒一人一人がもつ「無限の可能性」を引き出すため、グローバル人材育成
を目指した「知の触発プログラム」「グローバル・アクション・プログラム」「グ
ローバル・リサーチ・プログラム」、進路目標達成につなげる学びの充実とし
て、習熟度別授業や大学等と連携したプログラムの実施等に取り組んでいま
す。また、自主性を尊重する校風があり、学校行事や生徒自治会活動、ボラン
ティア活動等の充実により、生きる力や社会性の育成を目指します。

● 学力向上研究指定校　● 中高一貫教育校（併設型）
● 国際バカロレアの認定に取り組む学校　● 英語フロンティアハイスクール

八代市永碇町���　TEL ����-��-����

普通科

HP

県南 19校エリア
Southern Part of the Prefecture

八代市

氷川町

五木村

水上村

芦北町

津奈木町

水俣町

球磨村

山江村

人吉市

相良村

錦町
あさぎり町 多良木町

湯前町

上天草市

天草市

苓北町

八代市鷹　町�-�　TEL ����-��-���� ※R�.�新学科・コース設置
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倉校は一人一人が主役！だから君が輝く！

天草高等学校倉岳校

天草高等学校倉岳校は、風光明媚な環境にあります。
背には天草最高峰である『倉岳』、そして眼前には御所浦諸島の浮かぶ美しい
八代海が広がっています。少ない生徒数であるからこそ、一人一人が活躍する場が
多くあります。これは学校のスローガンでもある「倉校は一人一人が主役、だから
君が輝く」にも表現されています。
校訓「正大・剛健・寛厚」のもと、生きる力の育成を通して、豊かな人間性の育成と
生徒、保護者、地域に信頼される学校づくりを目指しています。

天草市倉岳町棚底����-�　TEL ����-��-����

普通科

HP

三綱領「正大・剛健・寛厚」

天草高等学校

求めて学び志を成す「地球（知究）市民」の
育成を目指しています。新しい時代を担う
雛鵬が、天草高校で翼を鍛え日々成長でき
るよう、探究活動や学習支援ツール（ICT）
を活用した学習活動などに主体的に取り
組んでいます。また「求学志成」のスローガ
ンのもと、難関大学や医歯薬系大学の合格
を目指し特別講座を実施するなど、進路実
現に向けたサポートが充実しています。

生徒が「毎日楽しい」と感じる学校
「人数が少なく、勉強も分かりやすく説

明してもらえる」「先生との距離が近い
ので、毎日とても楽しい」（在校生の声）。
授業は��:��～��:��までで、制服がな
く、昼間に仕事をしながら通うこともで
きます。進学希望者への個別指導や、
貸与型の奨学金制度（卒業したら返還
免除）等のサポートも充実しています。
見学・説明会を随時行っています。

● スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
● 学力向上研究指定校 ● 単位制の学校

天草市本渡町本渡���　TEL ����-��-����

全日制▶ 普通科 定時制▶ 普通科

HP

球磨の地に人材の泉を掘る

南稜高等学校

地域の基幹産業である農業を学ぶ農業系学科の他、体育系、福祉系のコースを
設置し、地域社会の多様なニーズに応えられる魅力的な学習活動を展開してい
ます。また、地域理解を深め、課題を解決する能力を育む教育や、大学・関連産業
との連携によるグローバルな視点を持った探究活動や商品開発に取り組み、
教科横断的で専門的な学びを実践しています。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型

球磨郡あさぎり町上北���　TEL ����-��-����

普通科スポーツコース 普通科福祉コース

食品科学科 生活経営科

総合農業科

HP

技と心と志

球磨工業高等学校

機械、電気、建築（建築コース、伝統建築コース）、建設工学の�学科に加え、伝統
建築専攻科（高校卒業後�年課程）を設置し、産業を支える先端的工業技術教育
をはじめ、日本の伝統的なものづくり教育まで幅広い学科を設置しています。

● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校　● 全国募集をしている学校
● 地域資源とのコラボ推進事業指定校
● 芸術・文化に関する知識や技能を高める学びを推進する学校

● 新時代に対応した高等学校改革推進事業（創造的教育方法実践プログラム）

人吉市城本町���　TEL ����-��-����

機械科 電気科

建設工学科 伝統建築専攻科

建築科建築コース 建築科伝統建築コース

HP

『人吉球磨地域の発展に貢献し、郷土を「支え」「誇り」「愛し」続ける人づくり』

球磨中央高等学校

生徒一人一人の学力向上はもちろんのこと、多様な進路希望にも十分対応する
ために、学校設定科目や総合選択制を設けるなど、生徒の「夢実現」に向け全職
員で取り組んでいます。望ましい人間関係を構築する力を身に付け、将来「あなた
と一緒に働きたい・働けてよかった」と思われる「人財」を育成します。将来人吉球
磨地域をはじめ、日本を支える人財の育成に力を注いでいる学校です。

● クリエイトハイスクール　● COREハイスクール・ネットワーク
● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）
● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校

球磨郡錦町西���　TEL ����-��-����

地域未来探究科 商業科 情報処理科

HP

一人一人が輝く分校生！ 創立��周年～地域とともに～

人吉高等学校五木分校

きめ細やかな指導に基づく学習活動はもちろん、ICT特定推進校として、タブレット
端末を利用した個別指導や基礎力充実のための学校設定科目「ステップアップ」を
実施し、学力向上に努めています。また、生徒同士、生徒・職員間も和やかで、様々
な行事や活動に、ともに和気あいあいと取り組んでいます。地域の人々の強い要望
で昭和��年に創立され、平成��年に現校舎へ移転しました。地域に温かく支えら
れている学校です。五木村からも多くの支援や援助をいただいています。

● ICT特定推進校

球磨郡五木村甲����-��　TEL ����-��-����

普通科

HP

楽しく学び笑顔あふれる学校です。

人吉高等学校

全日制は、文武両道をめざし、｢地域で学び世界とつながる進学校｣として、BYH(Broaden 
Your Horizons)プログラム(探究学習)で生徒の主体的な学びを推進しています。魅力的
な学校行事や部活動で豊かな心と体づくりを育みます。
定時制は、「個(一人一人)を大切にし、可能性を広げる学校」として、普通と看護の類型から自分
に合った学びを選択でき、人定MyRevoプロジェクト(探究活動)や学校行事で主体的に考え成長
する人材を育成します。
全日制・定時制ともICT特定推進校として、地域と連携しながら特色ある学びに取り組みます。

● イノベーションハイスクール　● ICT特定推進校

● ICT特定推進校　● 単位制の学校

人吉市北泉田町���　TEL ����-��-����

全日制▶ 普通科

定時制▶ 普通科

HP

私は挑戦する、夢を実現するために！

芦北高等学校

専門教育を通して人間形成を図り、社会発展に貢献できる人材を育成します。
また、生徒一人一人の個性を伸ばす特色ある学科が設置されています。
本校林業科は、公務員（林業職）合格者数日本一の実績があり、農業科では�次
産業（栽培・製造・販売）の地域に根ざした教育プログラムがあります。また、福祉
科では、介護福祉士国家試験合格率��％（令和�年度）と高い合格率を誇ります。
部活動も盛んで、空手道部、新体操部が今年の夏のインターハイに出場。

● ICT特定推進校　● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型

葦北郡芦北町乙千屋��-�　TEL ����-��-����

農業科 林業科 福祉科

HP

● 学力向上研究指定校　● 地域との協働による高等学校教育改革推進指定校

※R�.�新学科・コース設置



地域社会や産業の持続可能な未来を拓く

天草拓心高等学校

校訓「夢は空より高く 心は海より広く 道を拓かん」のもと普通科、商業科、農業系
学科、県内唯一の水産科の専門学科を有する高校として郷土を愛し、専門的な
知識と高度な技術、課題探究と解決力を身につけ、地域社会や産業の持続可能
な未来を拓くイノベーションを創造する力を持った人材を育成している学校です。

● クリエイトハイスクール
● 県内で唯一の特色ある学科を有する学校

普通科

普通科総合コース 海洋科学科海洋航海コース 海洋科学科栽培・食品コース

商業科 生物生産科 食品科学科 生活科学科

HP

Professional「更に前へ上へ」～「考動力」～、
「感謝と思いやり」～利他心～

天草工業高等学校

最先端産業教育設備を活用するとともに、ICT活用能力を高め、産業界のリー
ダーとして時 代の変 化に柔 軟に対 応できる工 業 技 術 者の育 成を強 化します。
また、地元自治体や企業、大学等との連携･協働を進め、より専門性の高い授業や
課題研究に取り組み、キャリア教育の充実を図ります。令和�年度は創立��周年を
迎え、さらなる教育活動の充実を図っています。

● プロフェッショナルハイスクール➁実践研究型

天草市亀場町亀川��-��　TEL ����-��-����

機械科 電気科 土木科 情報技術科

HP

「夢を実現する人材」や「地域を支える人材」を育成します

上天草高等学校

生徒一人一人を大切にする「生徒と先生の距離が近い」学校です。上級学校
への進学対応はもちろんのこと、地域を盛り上げるリーダーとなる人材の育
成にも取り組んでいます。地域の人たちと協働しながら、地域の課題解決に取
り組む活動を授業として行っています。商品開発やビジネスプランの提案な
ど、すべての生徒が自分のアイデアを実現するための活動を行っています。

● クリエイトハイスクール　● スーパーグローカルハイスクール（SGLH）

上天草市大矢野町中����　TEL ����-��-����

普通科 普通科グローカル文理コース 情報会計科 福祉科

HP

～夢をかたちに個性をちからに～

牛深高等学校

県内唯一の普通総合学科（単位制）を設けており、��教科��科目の中から、自分
の適性や興味に応じて必要な教科・科目を学ぶことができます。商業や家庭科の
資格取得も可能です。地域に密着した教育活動の取組や地域の特色を活かした
実践を進め、生徒一人一人のニーズに合った授業を行います。

● クリエイトハイスクール　● 学力向上研究指定校
● COREハイスクール・ネットワーク
● 総合学科　● 単位制の学校

天草市久玉町����-�　TEL ����-��-����

普通総合学科

HP

fa
n

fa
n
fu
n!

fu
n!

【本渡校舎】天草市本渡町本戸馬場���　TEL ����-��-����
【マリン校舎】天草郡苓北町富岡����　TEL ����-��-����

本渡校舎

マリン校舎

本渡校舎 マリン校舎

©2010熊本県くまモン
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マンガ学科マンガ学科

国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供する、国際的な視野を持っ
た人材を育成するための教育プログラムです。国際バカロレアは、多様な文
化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢
献する、探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目的としています。
※日本でも「成長戦略2021」（令和3年6月閣議決定）に基づき、国際バカロレア認定校等を 
　2022年度までに200校以上とすることを目標としています。

Int
ern

atio
nal

Ba

cca
laur

eate

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
の

八
代
中
学
校
・
八
代
高
等
学
校

国際バカロレア（IB）とは

令和6年度から

● 探究する人
● 知識のある人
● 考える人
● コミュニケーションが
　できる人
● 信念をもつ人

● 心を開く人
● 思いやりのある人
● 挑戦する人
● バランスのとれた人
● 振り返りができる人

国際バカロレア（IB）の目指す
10の学習者像

２０２３．４２０２３．４ STARTSTART

高森高等学校

高校、熊本県教育委員会
に加え、高森町及び
（株）コアミックスも
協力して運営。

プロの漫画家と編集者
も授業を

行います。放課後のマン
ガ部の活動でも

コアミックス第二本社（
高森町）で制作したり、

指導を受けることがで
きます。

漫画家デビュー、マンガ

関連の職種への就職、

四年制大学への進学、

短期大学・専門学校

への進学等

生徒が夢の実現を目指して、マンガ
制作を中心に、

デッサン、絵画、デザインなどの専門
的な知識と技術を学び、

作品制作と鑑賞教育を通して、豊か
な感性と確かな

実技力を磨きます。

● 使う機材はプロ仕様

● プロ漫画家・編集者監修の
テキスト。

● 高いレベルのデッサン力育
成

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
次

2
年
次

3
年
次

現代の
国語

科学と
人間生活

英語
コミュニケーションⅡ

英語
コミュニケーションⅠ

英語
コミュニケーションⅢ

マンガ
アート
研究

絵画／
ヴィジュアル
デザイン

絵画／
ヴィジュアル
デザイン

化学基礎/
生物基礎

論理国語 文学国語

文学国語

言語文化 地理総合 数学Ⅰ

数学Ⅱ 家庭基礎

マンガ
アート史
（美術史）

マンガ
アート
概論

（美術概論）

素描

素描

素描

構成 南郷学

南郷学

南郷学

LHR

LHR

LHR

マンガ
制作

マンガ
制作

マンガ制作体育

体育

情報Ⅰ体育

数学Ⅱ歴史総合

公共

論理国語

保
健

保
健

導
入
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

お問合せ先　熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室　TEL 096-333-2684

国際バカロレア（IB）の特長
プログラム修了後、最終試験を経て所定の成績を収
めると、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロ
レア資格）が授与されます。海外の大学はもちろん、国
内の大学でも、東京大学をはじめ九州大学や長崎
大学など、全国68の大学でＩＢを活用した入学者選
抜が導入されています 。（2022年3月時点）

㈱コアミックスが
全面協力

予想される
進路

マンガ学科の
特長

カリキュラム
について（予定）

お問合せ先／高森高等学校　TEL. 0967-62-0185

町営寮や通学支援により遠方の生徒も安心

IBとはhttps://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/
DP（ディプロマ・プログラム）https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/dp/
IBを活用した入試制度https://ibconsortium.mext.go.jp/ib-japan/admissions-policy/

参考：文部科学省IB教育推進コンソーシアム ホームページ
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うちの学校の　　　 が推し！ココが　おもしろい

松高DX部 が推し！

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「デジタル技術を通して地域の方と楽しみ、
役に立ちたい」と日々研究を重ねる部員たち。

農家宿泊実習では、
就農の心構えや社会性、
人生観など、大切なことを
学ぶことができます。

＝

県内の高校では、
ここでしか
触れることができない
大きな製材機！

体操服、シューズ、
屋内スリッパ以外は
自由な格好で登校できます！

　令和4年4月からスタートしたDX（デジタルトランスフォーメー
ション）部。進化したデジタル技術でeスポーツを楽しむことで、
年齢や性別等を超えてより良い生活を目指す活動をしています。
eスポーツの大会参加をはじめ、高齢者向けのスマホ教室、中学
生を対象にスマホの正しい活用法をまとめた動画作りなど、DXの
視点から地域交流を進めています。
　スタートしたばかりの部活（同好会）ですが、生徒自ら名刺や
ポスターを作成し、地域や出身校に向けてPR活動を計画中です。

が推し！

自学自習が基本のため、自分で考えなが
ら学習方法を組み立てることで、自律心
が育まれます。

サルビアの手入れの様子。
（花専攻）

グローカル・スタディーズの
授業でマンダラートを作成し
地域学習をする様子。

 湧心館高校の通信制は、ライフスタイルに合
わせて自分のペースで学べる課程です。自宅
でのレポート課題、日曜日か月曜日に登校して
学ぶスクーリング、定期試験の成績で進級・卒
業に必要な単位を修得していきます。2学期制
で、年に2回入学と卒業ができ、新入学はもち
ろん、転入学、編入学ができます。入学の際の
学力検査もなく、15歳から60歳以上と幅広い
年齢の人たちが学んでいる学校です。
　学費が安いのも特徴。働きながら学ぶ人や
別の分野を勉強したり、究めたりしながら通う
人、もう一度学び直したい人など、様々なスタ
イルを受け入れ、チャレンジできる環境があり
ます。

Nijiプロジェクト が推し！
　高校生の力で地元を元気にするＮｉｊｉプロジェクト。
「地元がさらに元気になって欲しい」との思いで、2021年
にプロジェクトを立ち上げました。ラジオ番組の放送や、
医療従事者へのメッセージ画の制作、荒尾花のみち
プロジェクトへの参加など、地域に貢献する活動を行っ
ています。また、ラグビー部や美術部による中学校との
部活動連携、さらには、小学生対象のタグラグビー
教室、岱志塾などの貢献活動の様子が多くのメディアで
取り上げられました。

ASO（阿蘇）の自然を学ぶ が推し！
　グリーン環境科では演習林の伐採から製材、製品づくりまで学ぶことが
でき、最新の製材機を有しています。1年次に基礎を、2年次から林業や農
業土木など専門的な学習を行います。在学中に国家資格の取得も可能
で、将来にそなえた3年間を過ごすことができます。
　野焼きなどSDGsの活動に参加することで、地域と連携した、生きた学習
も魅力です。

地域密着型の実践学習 が推し！
　北稜高校の園芸科には、野菜、果樹、花の3つの専攻があります。学校が保
有する農園や果樹園で季節ごとに野菜や果実、花の生産を行い、管理・出荷・
販売といった一連の流れを学びます。2年生の12月には、「農家宿泊実習」と
いって、1週間ほど農家にお世話になり、住み込みで農業実習を行います。生き
た経営にも触れることができ、実践的な農業を学ぶチャンスです。農家宿泊実
習での出会いや経験が、将来の進路を決めるきっかけになった生徒もいます。

地域未来探究科 が推し！
　地域未来探究科には、県内唯一の「グローカル・スタディーズ」と
いう授業があります。地域や国際社会の問題について、経済統計を
用いて分析する方法や、パワーポイントを使って効果的にプレゼン
テーションする技術を学びます。また、「球磨地域学」で、人吉球磨10
市町村の方々から講話を聴き実践的な活動を行うことで、地域活性
化や国際問題を考えるグローカルな「人財」を育成します。
　また、10月に開催される球磨中央百貨店は、他学科と一緒にな
り、仕入れから販売まで自分たちで体験できる一大イベントで、その
達成感はひとしおです。

美術工芸コースでは、地域の窯元の方にご指
導いただいています。ろくろと電気窯を使っ
た陶芸の授業が特徴的です。

マイライフス　イル、
マイペース

FM　ントのラジオ番組
「岱志高校 青春EATS」が
令和3年7月からス　ート。

陶芸が盛んな荒尾市ならでは！

New act
ivity

ぶどうの手入れの様子。
（果樹専攻）

グローカル

©2010熊本県くまモン

【全日制】

【通信制】

グローバル（地球規模）

ローカル（地元・地域）
＋
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菊高ジャック が推し！

最後の告白タイム。みんなで
カップル成立を祈って大人の
恋を見守りました！

販売の様子。
中には開店30分で
完売したお店も！

　地域学習を行う企画「菊高ジャック」。少子高齢化など、
地元が抱える問題を解決しようと企画されました。構想から
1年半をかけて2021年にスタート。生徒が主体となり、行政
や関係各団体へ協力や交渉も進めています。
　本年は、バージョンアップした婚活、商品開発から手がけ
る地域特産品の販売、菊池キッザニアなど、より多くの人が
楽しめるイベントを考案中。みんなで取り組む菊高ジャック
は、地域貢献はもちろん、高校生活をさらに楽しくさせます。

地域密着 が推し！

鯉のぼり飾りつけなど地域の
ボランティア活動にも積極的
に参加しています。

体験入学での中学生とのグループワークの様子
です。地域の中学校と連携型中高一貫教育に
取り組んでいます。中高合同の行事を行ったり、
一緒に練習したりする部活動もあります。

　本校は、小国郷唯一の高校として地域とともに歩む「地域密
着」型の高校です。2022年は創立100周年を迎える記念の年。
高校生のパワーで地域を盛り上げていきます。

　設立から4年目となる「やまと令和寮」には、全国各地から
生徒が入寮しています。NPO法人「山都町を元気にする会」
が運営し、寮母さんによる地元野菜など使った食事は、とって
も美味く栄養バランスも抜群です。
　また、二輪車競技部や日本拳法部と珍しい部活もあり、
山都町の自然を満喫しながら農業や林業も学べる学校です。

平板測量 が推し！

普通総合学科が推し！

上級生が下級生を指導する方法をとり、教える
力や、双方の技術のアップにつながっています。

　1年生では、将来の職業や社会について「産業社
会と人間」の授業を通じて進路を考えます。2年3
年では進路につながる科目選定をします。14教科
70科目とさまざまな教科科目があり、科目はグ
ループ分けされているので、科目選択がしやすく、
一人一人の将来に合った学習ができるのが特徴で
す。また、小規模校ならではの徹底したきめ細やか
な指導も魅力の一つです。

地域の方から食材の差し入れなどもあり、
地域の人に愛されている寮です。

おしゃれな制服 が推し！
　平成29年度から採用された制服は、AKB48などの舞台衣装を手がけ
るオサレカンパニーがデザインする学校制服ブランド「O.C.S.D.」によるも
のです。創立100周年を機に当時の在校生や体験入学の中学生の応募で
選ばれました。リボンやチェックのスカート、ズボン、ポイントのラインなど
細部にもこだわりが詰まっています。制服は芦北町から総合的支援の一部
補助を受けて購入できます。その他入学金など学校に必要なものにも補
助があるのも魅力です。

やまと令和寮 が推し！

冬服、中間服も人気。
シックな色合いにブルーの
リボンが映えます。

学校行事の団結力も
小規模校ならでは！

少人数ならではの魅力

分校のいいトコ！

人吉高等学校

五木分校
八代農業高等学校

泉分校
天草高等学校

倉岳校

自然の中で学べる
　アウトドア活動を通じて自然の中で
学べるのがいいトコ。鳥獣被害対策実
習やユズヤマメ研究、郷土料理講習な
ど、地域の特徴を生かした学習が魅
力。恵まれた自然の中で、やま部やカ
ヌー部、マウンテンバイク部など他に
はない部活動も活躍しています。

個別指導ができる
　個別指導に強いのも少人数校のい
いトコ。「ステップアップ」という授業が
あり、自分のペースに合わせて基礎20
級から発展レベル1級までの内容に取
り組みます。また、朝の10分間の読書
タイムを実施しており、落ちついて1日
をスタートさせることができます。
　運動会は保・小・中・高と合同で行い、
練習から一緒に行うことで先輩として
配慮できる人間形成ができます。

アットホーム
　天草高校倉岳校は、生徒一人一人
が3年間主役で輝ける学校です。生徒
と先生の距離が近く、アットホームな
環境で学べるのがいいトコ。生徒会で
の一役や地域交流などで人との関わ
りも大切にしています。
　体育祭は、校舎近くの海で「マリン
フェスタ」として開催。海で楽しめる競
技を実施しています。

鳥獣被害対策活動の
一つで、地域の伝統文化
である久連子古代踊り
太鼓作製の様子。分からないことは一対一で教えてもらえる

環境があり、安心して学べます。

少人数のため、指導が隅々まで
行き届くのが魅力。キャンプ実習

ヤマメの調理！

©2010熊本県くまモン

自然豊かな環境で
農業や林業を学べます

　令和3年に農業工学科チームが「平板測量競技」で全国1位
を獲得し、これまでも県下で1位を獲得し全国大会参加8年連
続の実績を誇ります。3つの課題を3人1チームの総合得点で競
う競技で、生徒同士のコミュニケーション力が試されます。　
　特に全国大会は、視野を広げるチャンスとなり、生徒たちの
可能性をのばしています。

芦北が舞台のマンガ
「放課後ていぼう日誌」
の実写版も作成中です

スクール婚
活

菊高ショッ
プ
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主な日程

前期（特色）
選抜

二次募集（全日制） 二次募集（定時制）

特別措置 1
（全日制）

後期（一般）選抜
中高一貫教育

（連携型）に係る
入学者選抜

成績一覧表提出（中学校から教育事務所等へ）1月4日（水）～6日（金）※県内中学校のみ

出願期間、調査書・成績一覧表提出
1月13日（金）～1月17日（火）16時

選抜　1月24日（火）

選抜結果の通知　2月1日（水）

出願期間　2月2日（木）～2月7日（火）正午

出願変更　2月8日（水）～2月10日（金）正午

選抜　2月21日（火）・22日（水）

※日程は
学校により異なる

面接・実技検査等　3月13日（月）

選抜結果通知　3月15日（水）
適用申請書
提出期間

3月13日（月）～
3月14日（火）16時

【追検査を受検
できなかった者】

特別措置 2
（全日制）

適用申請書提出期間
3月13日（月）～

3月14日（火）16時

適用申請書提出期間
3月20日（月）～

3月22日（水）16時

選抜結果通知
3月17日（金）

選抜結果通知
3月24日（金）

追検査　3月13日（月）

面接・実技検査等　3月20日（月）

選抜結果通知　3月22日（水）

合格者発表　3月6日（月）

調査書・成績一覧表提出
2月10日（金）～2月14日（火）16時

特例出願
2月13日（月）～2月16日（木）16時

出願期間
3月7日（火）～3月9日（木）正午

追検査受検願
2月21日（火）

～2月27日（月）16時

追検査選抜結果通知
3月15日（水）

※定時制課程：
　日程は学校により異なる

※定時制課程：
　日程は学校により異なる

【全日制課程二次募集を
　受検できなかった者】

【全日制課程追検査受検者対象の二次募集及び
   特別措置1を受検できなかった者】

出願期間
3月16日（木）～3月17日（金）16時

追検査受検者対象の
二次募集（全日制）

※詳細は、入学者選抜要項の本文で確認のこと。
※定時制課程：二次募集、追検査受検者対象の二次募集及び特別措置1・2の日程は学校により異なる。

A

入学者選抜手数料の納入方法を教えてください。Q

事前にコンビニエンスストアで納付していただくことになります。なお、入学者選抜手数料はこれまでと同じ全
日制課程は2,200円、定時制課程は950円です。詳細については、各中学校をとおして連絡します。

A

後期（一般）選抜の英語の学校選択問題にはリスニングテストが含まれるのですか。Q
後期（一般）選抜の英語と数学には学校選択問題があります。学校選択問題は、問題A（標準的な問題）と問
題B（発展的な問題）の２種類があり、英語のリスニングテストも学校選択問題の中に含まれています。

A

令和5年度（2023年度）入試において、通学区域に変更はありますか。また、県内の通学区域外（いわゆる学区外）の枠はどうなりますか。Q
通学区域及び学区外枠の変更はありません。専門学科やコースにおいては、県下全域が通学区域となります。
コースを除く普通科における通学区域外（学区外）の枠は13%以内です。

A

前期（特色）選抜において、自分に合った学校選びをするためには、どうすればよいですか。Q
各高等学校は、教育目標に応じて、前期（特色）選抜に当たっての「重視する観点」や、それを基にした「検査
内容」・「具体的な選抜方法等」を定めます。それらを参考にしてください。

A

各校の「重視する観点」がどのようなものか、知りたいのですが・・・。Q

「重視する観点」をはじめ、「検査内容」・「具体的な選抜方法等」は県教育委員会のホームページをご覧い
ただくか、中学校にお尋ねください。

A

「絶対評価」の取り扱いは、どうなるのですか。Q

絶対評価は、中学校３年間の学習状況を示す重要な資料として高校入試に使っています。全国のほとんどの
都道府県が絶対評価を用いています。なお、本県では、絶対評価を選抜の資料とするに当たり、公平性をより
高めるために、調査書の評定を学力検査の得点を用いて補正しています。

県外から受検するとき、学区はどうなりますか。Q

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。各募集人員に対して５%以内の枠を設けています。
その他に、県境の市町村に所在する一部の高等学校については、県外からの受検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。また、一部の特色のある学科・コースについても、各
募集人員に対する５%以内の枠について緩和しています。対象となる高等学校・学科・コースについては各高等学校
から出される募集要項や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。
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八代高等学校
八代清流高等学校
八代東高等学校
水俣高等学校
八代工業高等学校
八代農業高等学校
八代農業高等学校 泉分校
芦北高等学校
人吉高等学校
人吉高等学校 五木分校
球磨中央高等学校

球磨工業高等学校
南稜高等学校
天草高等学校
天草高等学校 倉岳校
牛深高等学校
上天草高等学校
天草工業高等学校
天草拓心高等学校
　本渡校舎
　マリン校舎

済々黌高等学校
熊本高等学校
第一高等学校
第二高等学校
熊本西高等学校
熊本北高等学校
東稜高等学校
湧心館高等学校
熊本商業高等学校
熊本工業高等学校
熊本農業高等学校
御船高等学校
甲佐高等学校
宇土高等学校
松橋高等学校
小川工業高等学校
矢部高等学校

玉名高等学校
岱志高等学校
玉名工業高等学校
北稜高等学校
鹿本高等学校
菊池高等学校
大津高等学校
鹿本商工高等学校
鹿本農業高等学校
菊池農業高等学校
翔陽高等学校
阿蘇中央高等学校
　阿蘇校舎
　阿蘇清峰校舎
小国高等学校
高森高等学校

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　
8　
9　

10　
11　
12　
　 A
　B

13　
14　

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43　
44　
45　
46　
47　
48　
49　
50　

A
B

県北 全14校 全17校 全19校県央

熊本県教育庁 県立学校教育局 高校教育課 高校魅力化推進室
〒���-���� 熊本県熊本市中央区水前寺�丁目��番�号（行政棟 新館 �階）　TEL.���-���-����  FAX. ���-���-����

県南

13

4

2

5 8

9 6

13

10

11

14

26 31

27
29

28

19

17
16 24

23
22

25

18

15
20

21

30

37

38

48

46

50A

45
49

50B

47

35

39

32
34
3336

41

44

4240
43

7

12B

12A

熊本県立高校
全 校

所在地マップ

「
好
き
」
を
楽
し
む

ミ
ラ
イ
が
見
つ
か
る

Kumamo to  Supe r  H igh  S choo l

※パンフレット掲載のため、撮影時マスクを外している場合があります。
※掲載している情報は、令和4年7月現在のものです。


