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本冊子の記載内容について

各高等学校について、以下の内容が記載されています。
＊

全日制、多部制単位制、定時制、通信制の課程の順にならんでいます。

１

志願してほしい生徒像（通信制を除く）
各高等学校の教育方針や教育内容に基づいて、志願してほしい生徒像が示されていま
す。志願理由書を書くときの参考にしてください。

２

学校の紹介
各高等学校が作成した学校紹介です。教育方針や教育内容など各高等学校の特色、進
学実績や部活動など、いろいろな情報がまとめられています。志望校選びの参考にして
ください。
なお、本冊子の内容については、高知県教育委員会事務局高等学校課のホームページ

に、カラー版をアップしています。以下の URL にアクセスすることで、閲覧できます。
URL

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/

＊ １、２ページには、志願理由書の取扱いと様式例がありますので、参考にしてください。

令和３年度版 こうちハイスクールガイド もくじ
「志願理由書」の取扱いについて
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志願理由書（例）

2

学校紹介
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【全日制】
番号
1
2
3

学校名
室
安

戸
芸

安芸桜ケ丘

4

城

山

5

山

田

6

嶺

北

7

8

高知農業

高知東工業

9

岡

10

高知東

11

豊

高知工業

12
13

高知追手前
吾北

14

高知丸の内

15

高知小津

16

高知国際

科名等
総 合
普 通
環境建設（土木専攻）
環境建設（建築専攻）
情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ
普 通
普 通
グローバル探究
ビジネス探究
普 通
農業総合
畜産総合
森林総合
環境土木
食品ﾋﾞｼﾞﾈｽ
生活総合
機 械
機械生産ｼｽﾃﾑ
電 子
電子機械
普 通
普 通（芸術ｺｰｽ）
普 通（体育ｺｰｽ）
総 合
看 護
機 械
電 気
情報技術
工業化学
土 木
建 築
総合ﾃﾞｻﾞｲﾝ
普 通
普 通
普 通
音 楽
普 通
理 数
普 通
グローバル（探究ｺｰｽ）
グローバル（DPｺｰｽ）

掲 載
ページ
3,4
5,6
7,8

番号

学校名

17
18
19
20

伊野商業
春 野
高 岡
高知海洋

9,10
11,12

21

13,14

15,16

22
23
24
25
26

17,18
27

19,20

28
29

21,22
30

23,24
31
32
25,26
27,28
29,30
31,32

33,34

33

科名等

ｷｬﾘｱﾋﾞｼﾞﾈｽ
総 合
普 通
海 洋
普 通
機械系（機械専攻）
機械系（造船専攻）
須崎総合 電気情報系（電気専攻）
電気情報系（電子情報専攻）
ｼｽﾃﾑ工学系（機械制御専攻）
ｼｽﾃﾑ工学系（住環境専攻）
佐 川 普 通
窪 川 普 通
檮 原 普 通
普 通
四万十
普 通（自然環境ｺｰｽ）
大 方 普 通
園芸ｼｽﾃﾑ
ｱｸﾞﾘｻｲｴﾝｽ
幡多農業
ｸﾞﾘｰﾝ環境
生活ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
中 村 普 通
西土佐 普 通
機 械（機械専攻）
機 械（自動車専攻）
建 設（土木専攻）
宿毛工業
建 設（建築専攻）
電 気
情報技術
宿 毛 総 合
清 水 普 通
総合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
高知商業
情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

掲 載
ページ
35,36
37,38
39,40
41,42

43,44

45,46
47,48
49,50
51,52
53,54

55,56

57,58
59,60

61,62

63,64
65,66

67,68

【多部制単位制】
番号
1
2
3
4

学校名
中

芸

高知北

科名等
普
普
普
普

通（昼間部）
通（夜間部）
通（昼間部）
通（夜間部）

掲 載
ページ
69,70
71,72
73,74
75,76

【定時制】
番号
1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

学校名

科名等

室 戸 普
山 田 普
高知東工業 機
機
電
電
高知工業
土
建
建
高 岡 普
須崎総合 普
佐 川 普
大 方 普
宿 毛 普
清 水 普
高知商業 商

通
通
械
械
気
気（専修ｺｰｽ）
木
築
築（専修ｺｰｽ）
通
通
通
通
通
通
業

掲 載
ページ
77,78
79,80
81,82

83,84

85,86
87,88
89,90
91,92
93,94
95,96
97,98

【通信制】
番号

学校名

1
2

高知北
大 方

科名等
普
普

通
通

掲 載
ページ
99
100

入学者選抜を行う高知県公立高等学校の所在地一覧表

101

「志願理由書」の取扱いについて

整

選

記

理

択

入

志願する公立高等学
校に最も伝えたいこと
を選択する。

成

1

中学校で取り組んで
きたことやその成果な
ど、学習や活動の状
況を整理する。

志願理由書

作

受検生

保護者

アドバイス

記入上のアドバイス

学級担任

学習の成果、生徒会活動、
部活動、ボランティア活動、
資格・検定 など

保護者からみた
長所や適性

伝えたいことを自分の
言葉で、しっかりとまと
める。

調
参考

志望校を選ぶときや志願理由書を書くときに参考にする。

査
書

提示

「学校の特色」
・
「志願してほしい生徒像」
「学校の紹介」

公立高等学校

な
中学校から
提出

ど

（例）

志

願

理

由

書
令和

高知県立

高等学校長

年

月

日

様
出身(在学)中学校名
・義務教育学校名
志 願 者 氏 名

全 日 制 の 課 程
私は、下記の理由により、貴校

科
専攻・コース・課程への

多部制単位制昼間部
入学を志願します。
記

○ 志願する理由

○ 自分をアピールできることがら

（記入上の留意点）
１ 必ず志願者本人が黒色もしくは青色のペン（ボールペンを含む。）により横書きで記入
する。また、志願者本人が鉛筆等で書いたものをコピー等で複写したものも可とする。
２ 「志願する理由」は、志望する動機や理由などについて記入する。
３ 「自分をアピールできることがら」は、校内外における活動（部活動、生徒会活動、ボ
ランティア活動等）で自分をアピールできることがらを記入する。また、学習や部活動等、
高校生活への意気込みを記入することもできる。
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１ １

【学校の概要】

高知県立室戸高等学校
高知県立室戸高等学校

○設 置 科：総合学科
○生 徒 数：７９名
○所 在 地：室戸市室津２２１番地
○電

話：0887-22-1155

○E – mail：muroto-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
○ はっきりとした将来の夢を持ち、さらなる学力向上を図ることができる生徒
○ スポーツや文化・芸術活動、地域貢献活動などに積極的に取り組むことができる生徒
○ ルールやマナーを守り、礼儀正しく、他人に対して思いやりを持った行動ができる生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○

本校は、個性の伸長と一人一人の進路希望に対応できるよう、多くの選択科目を設置している
総合学科高校です。
○ 自己の生き方や進路に対する自覚、将来の職業選択に必要な能力・態度を養うために実践的・
体験的な学習を重視しています。
○ 室戸ユネスコ世界ジオパークに位置する学校として、持続可能な社会の担い手をはぐくむ教育
の実践を目指し、令和元年度から３年度まで、「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）」の指定を国から受け、将来地域社会を支えるグローカル人材の育成に取り組
んでいます。
○ 全国でも数少ない女子硬式野球部があり、積極的に活動しています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
【進学】
[大学・短大] 高知大学、高知県立大学（２）、高知工科大学、愛媛大学、桃山学院教育大学、徳島文理大学（２）、
高野山大学、高知学園短期大学、松山東雲短期大学
[専門・各種学校] 高知情報ビジネス＆フード専門学校、龍馬看護ふくし専門学校、高知理容美容専門学校、
徳島歯科学院専門学校、日本メディカル福祉専門学校、大阪動物専門学校 他
【就職】
[県内]：海辺の果樹園、南国ミロク、ザ クラウンパレス新阪急高知、丸山長寿園、室戸市役所 他
[県外]：大塚製薬、山崎製パン、真城ホールディングス、千房 他

（３）部活動の状況
（体育系）バレーボール部、卓球部、バスケットボール部、バドミントン部、野球部、女子硬式野球部など
（文化系）音楽部、茶道部、美術部、書道部、放送部、吹奏楽部、パソコン部、ホームメイド部、機械製作部
（活動実績）女子硬式野球部は高知ファイティングドッグスの技術指導を受けています。
令和元年第 12 回子規記念杯西日本女子硬式野球フェスタ準優勝。
それぞれの部活動が、競技力向上だけでなく、地域貢献活動に積極的に取り組んでいます。

バスケットボール部

美術部

音楽部
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女子硬式野球部

真・善・美

校是

～ 地域とともに歩む「真・善・美」の調和のとれた学校 ～
選択科目について
本校では総合学科の特色を生かして、自分の興味・関心・適性などによって学びたい科目を選択できます。国
公立進学等、入学試験に完全対応した普通科目の授業や専門技術を高める商業・工業・芸術・家庭・福祉の授
業など、様々な目的に合わせた科目選択が可能です。

生活福祉系列

文理総合系列

食生活や高齢者の介護
など福祉に関する専門的
知識を身に付け、関連企
業への就職や福祉・医療
系の専門学校などへの進
学を目指します。

通常の授業に加え、
補習授業にも参加し、
普通科目の学力を高
め、国公立や私立の人
文・語学系、理工・医
療系大学を目指しま
す。

商工業・芸術系列
ビジネス（商業）、機械
技術、芸術（音楽、美術、
書道）の基礎知識と技術
を身につけ、企業への就
職、専門学校、大学への進
学を目指します。

～将来の進路選択に役立つ特色ある科目や地域貢献活動～
１年次

校内の特色ある活動と地域貢献活動

産業社会と人間

職場見学など、学校外での体験や講話
などを通して将来について考えます。

２年次

続・産業社会と人間

希望する職業について実際に就業体験
を行います。

３年次

室戸地域の豊かな自然環境を生かして、ＥＳＤの視点
で学校におけるすべての活動が地域貢献につながるよう
にしています。
※ ESD とは、持続可能な発展、開発を促進するため、グローバ
ルな視野をもつ市民を育成することを目的とする教育

課題研究

自分で決めたテーマについて調査・研究
し、課題解決能力を高めます。

選択科目

ジオパーク学

ジオパーク学は地元の自然を生かした学
校設定科目です。室戸の地質や歴史文化を
学ぶ科目で、室戸市と連携しています。

室戸岬の地質調査

鯨船競漕大会

ボランティア・地域貢献

国際交流

【入学を希望する中学生の皆さんへ】

室戸高校寄宿舎「いさな寮」
定員 44 名
県内外の遠
方の生徒の
入学にも対
応していま
す。
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高知県立安芸高等学校
高知県立安芸高等学校
【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：252名
○所在地：安芸市清和町 1-54
○電 話：0887-34-1145
○Ｅ- mail：kenaki-jh@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像

○

未知の課題に立ち向かい、課題を解決する創造的な知性と能力を身に付け、産業の振興や文化の
発展に貢献したいと考えている生徒。

○

学習意欲が旺盛で、将来の自己実現のために大学等へ進学することを希望し、その目標達成のた
めに、継続的に能力を高めようと努力する生徒。

○

部活動や生徒会活動、ボランティア活動等、様々なことにチャレンジし、豊かな人間性を身に付
けようとする生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○

120年目の歴史と伝統を誇り、恵まれた環境と充実した施設・設備のもと、県立安芸中学校を併
設する等、時代の変化に対応した教育を推進しています。

○

大学進学に重点を置き、生徒一人一人の能力・適性・興味・関心に応じて、きめ細かな学習・進
路・生活指導を実践しています。

○

特色ある学校行事や体育系・文化系の各部活動を充実させ、自主性と創造性を育成しています。
毎年、文化講演会や芸術鑑賞会を開催し、最先端の学問や良質の芸術に触れる機会を設け、知的好
奇心を高めています。

○

特色ある教育内容
１年生から授業や補習、個別指導を通じて、学力向上対策と進路指導を行います。
大学入学共通テストや個別入試等に対応できる教育課程を組み、２年生から理系文系にコース分
けをする等、進路希望に応じて選択科目を選ぶことができるようにしています。また、学力向上の
ために、次のような取組を行っています。
① 45分×７限授業
学力の定着を図るために、１時限45分、１日７時
限授業を行っています。
② 個に応じた授業
数学・英語を中心に習熟度別授業を積極的に行っ
ています。
③ 朝の10分間読書
毎朝、始業前の10分間、本に向かい、落ち着いた
状態で授業に臨んでいます。
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（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）令和元年度卒業生の進路先の割合は、大学・短大 71.5％、専修・各種学校 15.4％、就職7.7％
となっています。国公立大学には、27年度は18名（17.3％ 卒業生104名）、28年度は24名（18.8％ 卒
業生112名）、29年度は13名（15.9％ 卒業生82名）、30年度は12名（14.8％ 卒業生81名）、令和元年
度は24名（26.4％ 卒業生91名）が合格しています。
令和元年度に合格した主な大学は、大阪大、徳島大、島根大、愛知教育大、高知大、高知県立大、
高知工科大、熊本県立大、北九州市立大、尾道市立大、下関市立大、慶應義塾大、立教大、日本大、
聖心女子大、同志社大、立命館大、京都女子大、関西大、近畿大、福岡大、松山大、四国学院大、四
国大、徳島文理大、高知学園大学等で、短期大学・短期大学校は、高知学園短期大学、中国短期大学、
大阪夕陽丘学園短期大学、ポリテクカレッジ高知等です。各種・専門学校は、四国医療工学専門学校、
土佐情報経理専門学校、高知福祉専門学校、東京和食すし調理専門学校、大阪アミューズメントメデ
ィア専門学校、大阪ウエディング・ブライダル専門学校等です。
（就職）就職については、日本郵便（株）、四国運輸（株）、（株）技研製作所、自衛隊等に採用さ
れています。
（３）部活動（同好会を含む）の状況
○約85％の生徒がいずれかの部に入部し、活発に活動しています。
〔体育系〕
陸上競技・弓道・剣道・卓球・ソフトボール・野球・サッカー・
バスケットボール・バドミントン・ソフトテニス・バレーボール・
体操競技 があります。
令和元年度は、全国高等学校総合体育大会に弓道部、陸上競技部
が出場しました。そして、弓道部が女子団体第４位という、素晴ら
しい活躍をしました。
〔文化系〕
吹奏楽・ギター・美術・書道・茶道・放送・イラスト・生活科学
・科学・計算実務ワープロ・競技かるたがあります。
令和元年度は、計算実務ワープロ部が全国大会に出場しました。
また、全国高等学校総合文化祭へは書道部、吹奏楽部が出場しまし
た。

３ その他記入事項
○主な学校行事
多彩な学校行事が行われ、大切な青春の１ページに素敵な思い出を刻んでいます。
４月 …「遠足」（徒歩で１時間） ７月 …「ホームマッチ」（２日間）
９月 …「３年仮装行列」、「まつかぜ祭＜文化祭＞」または「体育祭」（隔年実施）
10・11月 …「文化講演会」、「芸術鑑賞会」、「マラソン大会」（男子11km、女子８km）
１月 …「修学旅行」（１年生、４泊５日） ２月 …「アートリーフ｣（芸術教科の発表会） 等
○ボランティア活動も活発で、安芸第一小学校加力学習ボランティア、障害者余暇活動支援事業ニ
コスマイル、安芸市観光ボランティアガイド、安芸タートルマラソン大会、安芸市清掃奉仕活動、
ＡＫＶ（安芸校ボランティア活動） 等に、年間を通じて多くの生徒が参加しています。
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3３

１

高知県立安芸桜ケ丘高等学校
高知県立安芸桜ケ丘高等学校

志願してほしい生徒像

○設置学科：環境建設科（土木専攻・建築専攻）
情報ビジネス科
○生 徒 数：７２名
○所 在 地：高知県安芸市桜ヶ丘町７８４
○電
話：0887-35-2020
○Ｅ-mail ：akisakuragaoka-h@kochinet.ed.jp

【環境建設科】 「ものづくりやデザイン」に興味があり、地域貢献や防災に関心がある生徒
○何事にも地道に取り組むことのできる生徒
○基本的生活習慣が確立されている生徒
○国語や数学の基礎学力がしっかりと身についた生徒
○向上心・チャレンジ精神旺盛な生徒
【情報ビジネス科】 ビジネスに関するスキルやコミュニケーション力を高めたいと思う生徒
○課題に対して粘り強く取り組める生徒
○基本的生活習慣が確立されている生徒
○国語・数学・英語の基礎学力がしっかりと身についた生徒
○向上心・チャレンジ精神旺盛な生徒

２
２１
１世
世紀
紀の
の新
新し
しい
い学
学校
校
環境建設科

情報ビジネス科
（定員 40 名）

（定員 20 名）

（定員 20 名）

２年次より

入学時より

土木専攻

建築専攻

ビジネス

デザイン

コース

コース

●環境建設科は専攻制･･･入学時より専攻別に募集
●情報ビジネス科はコース別･･･２年次より希望のコースを選択

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
工業系学科と商業系学科を併設する県内唯一の専門高校として、学力の向上・社会性の育成を軸と
した取り組みにより、バランスのとれた産業人の育成を目指している。
【チーム学校としての取り組み】
①授 業 改 善：主体的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、創意工夫を活かした教育
活動を展開する。
②生徒理解･支援：教職員間の情報共有により、適正な生活支援を実践すると共に、いじめの未然
防止を図る。
③学 校 の 振 興：基礎学力の定着と学力向上および進路保障、社会性・道徳性の育成を図ること
とともに、資格の取得やものづくり、地場産業及び地域観光の振興に寄与する
等の人材育成に努める。
④働 き 方 改 革：教職員の生活の質的向上を、生徒に対する効果的な教育活動に繋げる。
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☆☆環境建設科☆☆
土木専攻
測量・施工・設計などの基礎知識の習得に加えて、実習ではドローンや
３Ｄプリンタなどを使った学習も取り入れています。また、コンクリート
甲子園など各種コンテストへの参加の他、防災教育や地域の課題を解決す
る取り組みも行っています。建設会社や測量会社、公務員など土木技術を
必要とする分野において活躍できる人材の育成を目指します。
コンクリート甲子園

建築専攻
「デザイン」と「ものづくり」を２本の
柱として、基本的な建築の知識と技術を学
びます。芸術的感性を磨き、作品を通じて
自己表現できる人材、技術を習得し、建築
分野において活躍できる人材の育成を目指
します。

設計競技作品

休憩所の製作

☆☆情報ビジネス科☆☆
ビジネスシーンで求められるマーケティングや会計の知識、コンピュータなどの情報機器の活用
力と共に、豊かなコミュニケーションマインドを身につけるためのカリキュラムがあります。
体験的・実践的な学習を通じて、地域に貢献できる人材の育成を目指します。

地域貢献活動

販売実習

商品開発

（２）令和元年度卒業生の進路状況
【就

職】㈱安芸水産

HMI㈱「ｻﾞｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ新阪急高知」

㈱足達工業

黒潮観光開発㈱黒潮ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
積和建設四国㈱

田渕展張合同会社

ﾌｧｲﾌﾞﾌｫｯｸｽ㈱
【進

㈱ｻﾆｰﾏｰﾄ

㈱ﾎﾞﾝﾆｰ

安岡重機㈱

㈱岸之上工務店

医療法人仁智会(はまうづ医院・ﾍﾙｼｰｹｱなはり)

東洋園芸食品㈱

とさでん交通㈱

㈱NSC 日新ｼｰﾙ㈱

東山建設㈱

㈱ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ MEG

学】高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職大学
高知県立農業大学校

高知情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ&ﾌｰﾄﾞ専門学校
RKC 調理製菓専門学校

龍馬看護ふくし専門学校

専門学校日産愛媛自動車大学校
【公務員】安芸市役所

高知市役所

中央工学校

高知ﾍﾟｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

平成福祉専門学校

修成建設専門学校

ﾊﾞﾝﾀﾞｲｹﾞｰﾑｱｶﾃﾞﾐｰ大阪校

自衛官候補生

☆４年連続進路決定率１００％達成
（３）部活動の状況
【体育系】野球部 陸上競技部 ソフトテニス部 サッカー部 バスケットボール部 剣道部 卓球部
バレーボール部
【文化系】茶道部

イラスト・美術部

ビジネス応援部

吹奏楽部

工芸部

築土構木部

【活動実績】○高体連・高野連主催の各大会の他、県総合体育大会・東部支部大会等各大会への出場
〇観光ガイド、イベントスタッフ等に参加、地域活性化に貢献
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4４

高知県立城山高等学校
高知県立城山高等学校

【学校の概要】

○設置科：単位制普通科
○生徒数：９５名
○所在地：〒781-5310
○電

高知県香南市赤岡町 1612

話：0887-55-2126

○E－mail：shiroyama-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像

○相手の立場を理解し、そのなかで自己の可能性を試し、自己を磨こうとしている生徒。
○生徒会活動、部活動、ホームルーム活動、ボランティア活動に関心・意欲をもっている生徒。
○福祉に興味・関心をもち、将来その方面に進みたいと考えている生徒。
○卒業後の進路に関し、目的意識をもち、それに向けて積極的に努力する意志のある生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
【全日制・単位制・普通科】
【教育方針】「学力の向上」「自主性の育成」「規律の遵守」「人間尊重の精神の涵養」
○一人一人を大切にしたきめ細かい学習指導と、進路希望に応じた個別指導を実施します。
○福祉教育を充実し、介護職員初任者研修修了者の取得を目指すとともにボランティア活動
を推進します。
○家庭や地域との連携を深め、豊かな心をもった生徒の育成を図ります。

【教育課程】

1 年次は共通科目です。
２年次から３つの型に分かれて、少人数で学習します。
社会福祉型 社会福祉に関する知識や技術を中心に学ぶことによって、介護職員初任者
研修修了者の資格取得を目指し、福祉系の上級学校や就職を目指します。
生活情報型 商業・家庭科の専門科目を選択することによって、商業・保育・情報系の
上級学校や就職を目指します。
文 理 型 四年制大学・短大等への進学を目指します。

【学習への取組】
○ＩＣＴを活用した週明けテストを年間２５回実施し、学力の向上に
役立てます。
○放課後クラス単位で１０分間の学習会を行い、家庭学習につなげます。
○アセスや学校アンケートを実施し、いごこちの良いクラスづくりを推進
しています。
○学校設定教科「ＡＰＩ」（自立活動）を導入しています。
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（２）令和元年度進路状況＜抜粋＞
（進学）
吉備国際大学（１） 四国大学（１） 高知学園大学（１） 四国学院大学(２) 大阪芸術短期大学（１）
高知県立高知高等技術学校（１） 高知理容美容専門学校（１） 高知情報ビジネス＆フード専門学校（５）
国際デザイン・ビューティカレッジ（２） 平成福祉専門学校（１） 土佐リハビリテーションカレッジ（１）
（就職）
土佐厚生会（１） 高知黒潮ホテル（１） 株式会社ザクラウンパレス（１） 株式会社坂田商店（１）
株式会社精工（１） 株式会社技研製作所（１） 株式会社かね岩海苔（２） 株式会社前川種苗（１）
ふるさと自然村(１） 風車の丘あけぼの（１） 株式会社サニーマート（１）

（３）部活動の状況
【体育系】バスケットボール部

剣道部

卓球部 サッカー部

【文化系】イラストデザイン部

写真部

吹奏楽部 放送部 ホームライフ部 ふくしデザイン部

ビジネス研究部

３

学校行事（令和２年度・抜粋）

４月 入学式 第１回面談週間 第１回進路マップ
５月 生徒総会 進路補習開始 考査Ⅰ
６月 ＰＴＡ総会
７月 考査Ⅱ 第２回面談週間 インターンシップ
施設実習（社会福祉型）
８月 スキルアップ講習会（３年対象・２日間）
１・２年登校日 夏期進路補習
９月 防災訓練 体験入学
１０月 考査Ⅲ
施設実習（社会福祉型）
１１月 修学旅行(２年) マラソン大会 文化祭
１２月 考査Ⅳ ホームマッチ 第３回面談週間
１月 冬季進路補習 共通試験
課題別研究発表大会（総合的な探究の時間【1,2 年】
総合的な学習の時間【3 年】) ３年考査Ⅴ
２月 進路分野別ガイダンス
介護職員初任者研修修了者認証式 校友会入会式
３月 卒業式 １・２年考査Ⅴ
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5

５

高知県立山田高等学校

【学校の概要】

高知県立山田高等学校

○設置科：全日制
普通科 グローバル探究科 ビジネス探究科
○生徒数：３２６名
○所在地：高知県香美市土佐山田町旭町３－１－３

校訓
誠実にあれ 誇らかにあれ 貫きてあれ

○電話：
（０８８７）５２－３１５１
○E－mail：yamada-h@kochinet.ed.jp

1 志願してほしい生徒像
○基礎学力や基本的生活習慣ならびに社会性を身に付け、具体的な目標に向かって粘り強く努力できる生徒。
○自分の身の回りのことに興味をもち、探究活動を通して深く考えようとする生徒。
○部活動、生徒会活動、ボランティア活動等に主体的・協働的に取り組むことができる生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
◇教育基本方針

校訓のもとに「知・徳・体」の力をバランスよく養い、地域社会に貢献できる人材を育成する

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○新しい⼆つの探究科では、1 年⽣で「探究リテラシー」という科⽬を通して、
「探究」の基礎をしっかり
学び、2 年⽣からいろいろな分野で、
「探究活動」に挑戦します。また、普通科では、
「地域課題探究」
という科⽬で、企業や官公庁と協働しながら地域の課題を解決する⽅法を学んでいきます。３学科と

も、これからの社会でより必要とされる好奇⼼や、深く物事を考える⼒、考えたことを結びつける⼒、
チャレンジする⼒等を「探究学習」の時間を活⽤して丁寧に育てます。

○３学科で取り組む「探究する⼒」を育む活動は、進路選択に⼤変有利となるものです。その上に、⼤学

等で必要とされる学⼒保障を⾏うため、⼟曜⽇の⼤学進学講座等で学⼒向上対策をしっかりと⾏ってい
きます。

○部活動を充実させ、個性と能⼒を伸ばす「⽂武両道」の学校づくりを推進しています。

○地元の教育機関（幼稚園、⼩中学校、⼭⽥特別⽀援学校、⾼知⼯科⼤学等）や地元企業等と連携・協働し
た教育活動を実践しています。

○アメリカ合衆国フロリダ州ラーゴ⾼校と姉妹校提携を結び、短期留学の交流活動に取り組むなどグローバ

ル教育を推進しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◆本校では、
「探究」に取り組むことを通して、⽣徒の主体性・協働性とともに、何事にもチャレンジする精神や
行動力を養い、社会でたくましく生きぬく力を育てます。
高校３年間の探究学習とさまざまな体験活動を通して進路選択の幅を広げていきます
グローバル探究科

ビジネス探究科

■簡単に答えが見出せない「問い」を探究できる生徒を育てます

■起業家を目指せる生徒を育てます

・
「探究」をしっかり基礎から学び、身の回りや世界の出来事を

・商業科目の学習や多くの起業家からのアドバイスによって起

さまざまな視点から捉えていきます

業するための基礎をつくります

・一人に１台 iPad をもち、全教科で使用します

・商品開発やビジネスアイデアの立案に挑戦します

・大学での学びの基本姿勢を３年間で身に付けます

・上級資格取得・検定合格を目指します

普通科
■地域とともに地域で学び、地域のことを真剣に考えられる生徒を育てます
・「地域課題探究学習」に取り組み、CM づくり、市・県に政策提言を行います
・基礎からしっかり学び、
「～できる」ことを積み重ね、新たなステージに挑戦していきます

生徒支援のための主要な取り組み
１ 学校と地域住民が協働して取り組む、生徒への教育支援活動（学校地域協働本部事業）
２ 東京大学のインターネット回線を使った開放講座（高校生のための金曜特別講座）
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（２）令和元年度卒業生の進路状況

進路実現１００％をめざして頑張っています！！

○主な上級学校合格先
＊（ ）内は大学合格者数・就職内定者数 （ ）なしは１名
１４名 高知大学（２） 高知県立大学（６） 高知工科大学（６）
【国公立大学】
【私立大学】

３０名 高知学園大学（２）高知リハビリテーション専門職大学 大阪商業大学（３）
美作大学（３）岡山理科大学（２）四国学院大学（２）徳島文理大学（２）
京都精華大学 くらしき作陽大学 国士舘大学 創価大学 帝塚山大学
日本女子体育大学 広島工業大学 武蔵野美術大学 他

【短期大学】

１４名 高知学園短期大学（11）神戸女子短期大学 女子美術短期大学（２）

【専修・各種学校】６０名 高知職業能力開発短期大学校（３） 土佐リハビリテーションカレッジ（４）
高知情報ビジネス＆フード専門学校(７) 龍馬看護ふくし専門学校（５）
国際デザイン・ビューティカレッジ（４）高知福祉専門学校（４） 他
○主な就職内定先 ２１名
(株)ウエストアライアンス (株)かね岩海苔（２） (株)坂田信夫商店
高知空港ビル(株)
高知県警 自衛官候補生 社会福祉法人香南会 社会福祉法人守里会 社会福祉法人ふるさと自然村
東洋園芸食品(株) 日本郵便(株)（２）明星産商(株)（２） ヤンマー農機製造(株)(２)
他

（３）部活動の状況
「 部活動で心と体を磨く 」 部活動に力を入れる学校、地域から応援される学校として頑張ります！！
〇体育系１２部、文化系１５部、ボランティア部が活動しています。
（主な活躍実績）
【女子陸上部】女子第 31 回全国高等学校駅伝競走大会出場（31 年連続出場）
【写真部】
【吹奏楽部】
【美術部】
【弁論の部】令和元年度全国高等学校総合文化祭参加・出場
体 育 系

・体操部 ・弓道部 ・剣道部 ・サッカー部 ・水泳部 ・ソフトボール部
・バレーボール部 ・ソフトテニス部 ・バスケットボール部 ・陸上競技部
・バドミントン部 ・ペタンク同好会

文 化 系

・美術部 ・写真部 ・新聞部 ・書道部 ・文芸部 ・華道部 ・茶道部
・放送部 ・英語部 ・演劇部 ・吹奏楽部 ・マンガ部 ・ハンドメイド部
・トータルビジネス部 ・自然科学部

３ 学校行事など
４月 入学式 １年集団宿泊研修 全校徒歩遠足
５月 生徒総会 県体
１学期

６月 中間考査 ホームマッチ ラーゴ高校留学生受入（隔年）
７月 期末考査 オープンスクール ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座 夏期進学補習
８月 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 商い甲子園(商業科)
９月 東部支部体育大会

２学期

１０月 中間考査 体育祭 一日体験入学 ラーゴ高校短期留学（隔年）
１１月 ホームデー マラソン大会
１２月 期末考査 冬期進学補習
１月 修学旅行(２年) 卒業試験(３年) 芸術三科合同発表会

３学期

２月 学年末考査 清笑祭
３月 卒業式 高校入試 春期進学補習

※山高では、上記学校行事をはじめ地域貢献活動（ボランティア活動、イベント等の支援）など、体験活動
を積極的に推進しています。昨年度は延べ３００名以上が地域貢献活動に参加しています。
※山高では、地域の活動を通して「生徒に自信と誇り」をもたせます。これらの体験活動で得たことが生徒
の進路実現１００％につながると確信しています。
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6６

【学校の概要】

高知県立嶺北高等学校
高知県立嶺北高等学校

○設置科 普通科
○生徒数 86名（男41、女45）
○所在地 〒781-3601 高知県長岡郡本山町本山727
早明浦ダム
【学校までのアクセス】
車の場合
高知道 大豊ＩＣから約10㎞、15分
バスの場合
ＪＲ土讃線 大杉駅から17分

吉野小学校
大川村へ

嶺北高校
嶺北中学校

自主性・地域創造・多文化協働

嶺北中央病院

１

土佐町へ

志願してほしい生徒像

吉野川
本山局

○自ら考え、判断し、行動できる生徒

本山小学校

本山町街

○持続可能な地域を創造する精神を持つ生徒

帰全山公園

本山町役場

439

○文化の多様性を尊重し、他者と協働できる生徒

大豊ＩＣへ

○電 話 (0887)76-2074

大石棚田へ

吉延棚田へ

○E-mail reihoku-h@kochinet.ed.jp

２ 学校の紹介
（１）学校の特色

○ＵＲＬ http://www.kochinet.ed.jp/reihoku-h/

■１４年目を迎えた連携型中高一貫教育
全国初、連携する中学校と６年間を見通した中高一貫教育に取り組んでいます。中高教員の交流授業
や習熟度別授業により、「分かる」「できる」
「楽しい」授業を実践しています。
■希望進路を実現する３コース
３つのコースを設け、２年次より希望進路に応じたコースで学習を進めます。

￥
栽培や加工など豊富
な体験を活かし、関連産
業への就職や、大学等へ
の進学を目指します。

充実した指導体制で、
国公立大学および有名
私立大学入試に対応す
る実力を養成します。

情報処理や経理に関
する技能を習得し、金融
機関への就職や、商学部
等の進学を目指します。

■遠隔授業・ＩＣＴ機器の効果的な活用
高知県教育センター内の遠隔授業配信センターとの遠隔授業をはじめ、
ＩＣＴ機器を活用した効果的な授業づくりに取り組んでいます。
■地域をフィールドとする多彩な活動
・「嶺北探究」
（総合的な探究の時間）
地域でのフィールドワークをとおして課題を発見し、その解決に取り
組んでいます。
・「Ｏ８３１Ａ×Ｃ(おやさいＡクロスＣ)」
（農業/商業コース）
農業コースが栽培した野菜や地域食材を使い、商業コースが企画した
商品を両コースの生徒が調理、販売する活動等に取り組んでいます。
レ イ ホ ク

ユ ー ス

遠隔授業

ネ イ バ ー ス

・ＲＹＮ(Reihoku Youth Neighbors)部（部活動）
地域の集落活動センターや地元企業にご協力いただきながら、嶺北の
特産品を活用した新商品開発に取り組んでいます。
・生徒会活動

レ イ ホ ク

フリューゲルス

レ イ ホ ク

ガーディアン

ＲＹＮ部（一日カフェ）
エンジェルス

生徒会が行う地域貢献活動として、Reihoku Flügels とReihoku Guardian Angelsを組織し、地域の
安全や防犯、防災の啓発に取り組んでいます。
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（２）令和元年度卒業生の進路状況
【進学】
■大学・短大
高知県立大学(1)、高知学園大学(1)、国際基督教大学(1)、朝日大学(1)、京都女子大学(1)
天理大学(1)、美作大学(1)、四国学院大学(1)、四国大学(1)、育英短大(1)、美作短大(1)
徳島文理短大(1)
■専修各種学校
高知県立農業大学校(1)、高知県立林業大学校(1)、高知高等技術専門学校(1)、高知福祉専門学校(2)
河原ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰﾄ専門学校(1)、ESP ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ東京(1)、ESP ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ大阪(1)
【就職】
■県内
株式会社ﾔｾｯｸ(2)、株式会社ﾀﾞｲﾚｯｸ(1)、土佐町森林組合(1)、高知日野自動車株式会社(1)
■県外
株式会社ﾀﾞｲｵｰｴｺﾜｰｸ(1)、自衛隊(1)

（３）部活動の状況
【体育系】 バレーボール部（女子）
バドミントン部
【文化系】 吹奏楽部
ＲＹＮ部
写真部
【同好会】 放送同好会

カヌー部

剣道部

卓球部

■SCHOOL EVENTS

１学期

4

入学式
始業式
ﾎｰﾑﾏｯﾁ

5

生徒総会
県体
中間考査

6

7

嶺高祭
職場体験
生徒会役選

期末考査
終業式
農業コース
集中授業

8

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
夏季補習

嶺高祭(学校祭)

２学期

9

始業式
体育祭

10

体験入学
中間考査

11

遠足
校内ﾏﾗｿﾝ

12

期末考査
海外語学研修

終業式
ファイナルレポート(成果発表会)

３学期

1

始業式
修学旅行
卒業試験

2

卒業式予行

3

卒業式
学年末考査

修了式
海外語学研修(英国ボーンマス)

全国大会出場を目指すカヌー部

中高合同体育祭
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修学旅行(２年生)

7７

高知県立高知農業高等学校
高知県立高知農業高等学校

【学校の概要】
○設置科 農業総合科、畜産総合科、
森林総合科、環境土木科、
食品ビジネス科、生活総合科
○生徒数 571 人
○所在地 〒783-0024 南国市東崎 957-1

農を学び 農で学ぶ
１

志願してほしい生徒像

高知農業高校

後免駅

正門

○地域や社会に貢献しようと、高い志や夢を持って
取り組める生徒
○主体的に学ぼうとする意欲のある生徒
○仲間とともに、部活動や学校行事等に、積極的に
取り組もうとする生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
１

西町

○電 話
○E-mail

後免町駅

中町

(088)-863-3155
nogyo-h@kochinet.ed.jp
東町

後免町

全ての農業分野を学べる６学科

●農業総合科
作物の栽培、流通、経営に
ついて学習します。

●環境土木科
農場整備の設計、測量、施工
について学習します。

●畜産総合科

●森林総合科

家畜の飼育、加工、製品の
開発について学習します。

環境重視の森づくり、木材
加工について学習します。

●食品ビジネス科

●生活総合科

作物の栽培、食品加工、分析
について学習します。

２

調理、被服、福祉、保育につ
いて学習します。

充実した施設と設備
○学習施設…各種実験室・実習室をはじめ、水田、果樹園、温室、畜舎、放牧場、演習林
(125ha)、茶園などの専門施設のほか、400mトラックのグラウンド、県内高校唯
一の50mプール、バレーボールコート４面分の体育館、相撲場、テニスコート、
アーチェリー場、第２グラウンドなどの運動施設が整備されています。
○寄 宿 舎…学校から徒歩３分の好位置に、全室エアコンを完備した寮が整備されています。
３ 通学に便利な立地条件
○ＪＲ土讃線・土佐くろしお鉄道ごめんなはり線「後免駅」から徒歩５分
○電車「後免町駅」から徒歩 10 分
○バス「農業高校通りバス停」から徒歩２分
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（２）令和元年度卒業生の進路状況

※希望進路 100％決定

■進学
○大学：高知大学、高知工科大学、明治大学、東京農業大学、美作大学、城西大学、法政大学、
大阪国際大学、徳島文理大学、四国学院大学など ２８校４２名
○短大：高知学園短期大学、徳島文理大学短期大学部、美作大学短期大学部など ５校９名
○専門学校：高知県立農業大学校、高知県立林業大学校、土佐リハなど ３２校５７名
■就職
○公務員：自衛隊
５名
○県内：高知県農業協同組合、南国ミロク、㈱高知ヤマザキ、㈱技研製作所、あさの
㈱精工、三谷組、日本郵政、久保田食品など ４６社６４名
○県外：千房、ダイオーミルサポート㈱、トヨタ自動車など
１５社２０名

（３）部活動の状況
■体育部
陸上競技、サッカー、バスケットボール、ソフトボール、バレーボール、ソフトテニス、卓球、
相撲、柔道、剣道、ラグビー、ライフル射撃、野球、アーチェリー、バドミントン
■文化部
図書、放送、写真、新聞、美術、華道、茶道、漫画研究、書道、軽音楽、吹奏楽
■専門部
ＧＡＰ、畜産、森のめぐみ、測量、食品研究、生活

３

高知農業高校の一年間
４月
５月
６月
７月
８月

入学式 入寮式 始業式 新入生宿泊研修
生徒会役員選挙 スポーツテスト 遠足
生徒総会 県高等学校体育大会
中間考査 校内農業鑑定競技
期末考査 ホームマッチ 農業クラブ県大会
夏季休業中実習（各科）

９月
１０月

開校記念行事 体育祭
中間考査 生徒会役員選挙
オープンスクール
※事前予約無しで参加可能

１１月
１２月

校内マラソン 高農フェスタ（学園祭）
期末考査 冬季休業中実習（各科）

１月

２月
３月
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反省生徒総会
修学旅行（２年生）
卒業考査（３年生）
校内課題研究発表会
卒業式 学年末考査
春季休業中実習（各科）

8 ８

【学校の概要】
○設 置 科：機械科，機械生産システム科
電子科，電子機械科
○生 徒 数：280 名（男子 274 名、女子６名）
○所 在 地：高知県南国市篠原 1590 番地
○電
話：
（０８８）８６３－２１８８
○E – mail：higashikogyo-h@kochinet.ed.jp

高知県立高知東工業高等学校
高知県立高知東工業高等学校

志願してほしい生徒像

１

○ ものづくりに興味・関心がある生徒。
○ 目的意識をもち，その達成に努力のできる生徒。
○ 生活習慣が確立され，社会常識的なマナーをもつ生徒。 ○ 学業と部活動に努力できる生徒。
機

械

科： 向上心・探求心旺盛で粘り強く，積極的に取り組むことのできる生徒。
機械加工を学び，将来「技術者」として活躍したいと希望している生徒。

機械生産システム科： 技術者になろうとする明確な意志をもつ生徒。ものづくりに興味のある生徒。将来，製
造業等へ就職，または進学を希望する生徒。
電

子

科： 電気・電子について学ぼうとする姿勢があり，コンピュータ活用技術等も身に付けたい
生徒。様々な資格にチャレンジし，将来の進路にこれを生かしたい生徒。

電

子

機 械

科： 新しい時代のメカトロニクス技術習得と，ものづくり・資格取得に熱意を持って取り組
むことができる生徒。

２

学校の紹介

（１）学校の特色
本校は昭和 37 年に開校し，本年 59 年目をむかえる工業高校である。機械・電子系の４学科に特化して
おり、マシニングセンタ・レーザ加工機・放電加工機・三次元測定器など，充実した施設設備を導入し，
社会の変化に対応できる技術者養成を目指している。ものづくりを通した人づくり教育を推進し，以下の
経営ビジョン・教育スローガンを立て，学校の特色化・魅力化を図っている。
《経営ビジョン》
１ 生徒の進路保障１００％を目指して ２ 魅力ある学校づくりを目指して
３ 安心・安全な学校づくりを目指して ４ チーム東工業の構築を目指して
《学校教育スローガン》
◇凡事徹底 ◇夢ありて目標あり！目標ありて計画あり！計画ありて行動あり！行動ありて成果あり！
◇ものづくりから人づくり・絆づくり ◇白銀のつばさに載せて進めよ東工業
＊多彩な選択科目・少人数授業を行い、幅広い進路希望に対応します。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学先）高知学園大学、高知工科大学、神戸国際大学、四国学院大学、城西国際大学、日本文理大学、高知開成専門
学校、高知情報ビジネス&フード専門学校、高知福祉専門学校、国際デザイン・ビューティカレッジ、四国医療工
学専門学校、土佐情報経理専門学校、高知高等技術学校、高知職業能力開発短期大学校、高野山専修学院、松本情
報工科専門学校

他

（就職先）県内：いすゞ自動車中国四国㈱、㈱エスイージー、㈱小谷穀粉、兼松エンジニアリング㈱、北村商事㈱、金星
製紙㈱、㈱高知クリエイト、高知スタンダード石油㈱、(福)香南会、㈱ジェイアール四国メンテナンス、㈲繁春鉄工
所、四国運輸㈱、四国西濃運輸㈱高知支店、四国段ボール㈱高知工場、四国電力㈱高知支店、㈱四国日立高知支店、
新高知重工㈱、㈱タイシン、㈱太陽、東洋平成ポリマー㈱、㈱特殊製鋼所、㈱トッパンエレクトロニクスプロダク
ツ高知工場、㈱トミナガ、㈱南国ミロク、光電設㈱、ミロク機械㈱、㈱ミロク製作所、㈱ミロクテクノウッド、明
星産商㈱、㈲森製作所、YAMAKIN㈱高知工場、ヤンマー農機製造㈱高知工場、㈱四電工高知支店 他
県外：アイシン・エィ・ダブリュ㈱、㈱ジェイテクト名古屋本社、大同特殊鋼㈱、㈱デンソー、㈱東海理化電機製作所、
㈱豊田自動織機、トヨタ紡織㈱、神星工業㈱、ダイハツ工業㈱、トヨタ車体㈱、山九㈱君津支店、ＪＦＥ物流㈱東
日本事業所、㈱シマブンコーポレーション、福山スチールセンター㈱、関西電力㈱、内海造船㈱、内外電機㈱、日
東電工㈱尾道事業所、安田技研㈱、太田商事㈱、四国旅客鉄道㈱、住友ゴム工業㈱名古屋工場、ダイオーミルサポ
ート㈱、ダイオーロジスティクス㈱、大成化工㈱、㈱太洋工作所、自衛官 他
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（３）部活動の状況
［体育系］野球部 ソフトボール部 バスケットボール部 テニス部 バレーボール部 サッカー部 弓道部
バドミントン部 陸上部 体操部 卓球部 自転車競技部 ハンドボール部
［文化系］機械工作部 情報技術部 美術・漫画部 放送部 家庭科同好会
［活動実績］野球部▶第 66 回秋季四国地区高等学校野球大会高知県予選準優勝（四国大会出場） ソフトボール部▶
高知県高等学校男子ソフトボール春季大会ベスト８ バスケットボール▶高知県高等学校春季バスケットボール選
手権大会ベスト８ バレーボール部▶高知県高等学校バレーボール夏季大会ベスト８ 弓道部▶平成 31 年度高知県高
等学校春季選手権大会男子団体３位、令和元年度高知県高等学校夏季選手権大会男子団体３位、男子個人３位・５
位、令和元年度高知県高等学校秋季選手権大会男子団体３位、男子個人２・３年生の部３位・６位、令和元年度東
部支部体育大会男子団体優勝、男子個人優勝 バトミントン部▶東部支部体育大会

男子団体優勝、男子ダブルス

優勝、男子シングルス優勝 自転車競技部▶全国高等学校選抜自転車競技大会、国民体育大会出場、令和元年高知県
夏季自転車競技選手権大会学校対抗１位 ハンドボール部▶第 23 回日・韓・中ジュニア交流協議会セレクション四
国ブロック参加（個人）、東部支部体育大会ハンドボール競技準優勝 卓球部▶高知県高等学校体育大会ダブルスベ
スト 16 美術・漫画部▶南国自動車学校「教習車デザイン賞」 機械工作部▶2019Ene-1 Challenge（鈴鹿サーキット
での電動車両レース）出場、第 11 回全国高等学校鉄道模型コンテスト出場 情報技術部▶土佐のまほろば祭り、岡
豊山夏祭り、全日本ロボット相撲大会四国大会、全国高等学校ロボット競技大会、ジャパンマイコンカーラリー四国大
会 他

◇ 設置学科および各学科の特色（他の工業高校にはない特色のある学科を設置）





機械科：県内随一の設備が整った環境で加工技術の基礎から応用までを学習し，有能な技術者を育成する。
機械生産システム科：加工実習や生産システムの基礎を学習し，有能な技術者を育成する。
電子科：電気・電子実習を通じて，電気全般に関する知識と技術を習得し，有能な技術者を育成する。
電子機械科：実験実習を通じて，メカトロニクスの基礎技術を学習し，有能な技術者を育成する。
高度な産業に対応できる人材の育成・国公立大学等への進学対応

機械系
機

械

電子系
機械生産ｼｽﾃﾑ

電子機械

電

子

◇ 高い就職率――就職には自信があります！！
○令和元年度求人数 860 件（県内 228 件、県外 632 件）有効求人倍率 11.5 倍
（R2.2/28 高知労働局発表 １月末高知県高校生県内有効求人倍率 2.87 倍）
。
○学科の特性を生かして、機械系、電気・電子系の求人が多い。就職内定率 100％
（R2.2/28 高知労働局発表 １月末高知県高校生内定率 85.0％）
。

◇ 取得可能な資格
機械製図検定，基礎製図検定，計算技術検定，情報技術検定，パソコン利用技術検定，トレース技能検
定，技能検定（普通旋盤作業）
，２級ボイラー技士，小規模ボイラー取扱技能講習，小型車両系建設機
械，ローラー・フォークリフト・クレーン・高所作業車の運転の業務，アーク溶接等の業務，乙種危険
物取扱者，電気工事士，ガス溶接技能講習，日本漢字能力検定，実用英語検定 など

◇ 生徒の声
・専門教科をいかした資格取得ができるよ。
・授業では先生がわかりやすく丁寧に教えてくれるよ。
・ＪＲ清掃活動などのボランティア活動に参加しているよ。
・開校記念行事の綱引き大会はみんなで盛り上がってクラスの団結力ができるよ。
☆工業の各分野の中でも、機械系・電子系に特化した学科編成となっている。高い工業技術を必要とする企業へ
の就職や理工系の大学・専門学校への進学に対応させ、それぞれの学科が、特色ある教育内容を実践している。
特に、３次元ＣＡＤシステムやマシニングセンタ、ＣＮＣ、レーザ加工機、ＦＭＳなど充実の工作機械を使った
ものづくりを実践するとともに、資格取得についても熱心に取り組んでおり、多くの生徒がジュニアマイスター
の称号を取得している。さらに、平成３０年度には韓国の柳韓工業高等学校と協定を結び、国際教育にも力を入
れており、交換留学も実施予定である。

18

9９

高知県立岡豊高等学校
高知県立岡豊高等学校
【学校の概要】
○設 置 科：普 通 科
○生 徒 数：８５０名
○所 在 地：南国市岡豊町中島 511-1
○電

話：088-866-1313

○E – mail：oko-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
１

自分の可能性を信じ、あらゆることにチャレンジできる生徒

２

学習に真面目に取り組み、自己の素質や能力などを発展させようとする意欲のある生徒

３

規律ある学校生活を送り、集団の一員としての自覚をもち、節度ある行動がとれる生徒

４

中学時代に部活動やボランティア活動に積極的に取り組んだ経験があり、入学後も継続的
に活動しようとする生徒

【普

通 科】学力を伸ばす理系・文系および技能の習得を目指すビジネス系・生活文化系の中か
ら、興味・関心により意欲的に選択し、将来その方面に進みたい生徒

【芸術コース】音楽、美術、書道に興味・関心があり、将来その方面に進みたい生徒
【体育コース】体育分野に興味・関心があり、将来その方面に進みたい生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
教育方針
「学力」
「人柄」
「健康」を校是とし、国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の
価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な人間を育成する。
教育の重点目標
１

礼節を重んじる精神の育成
他人を敬い、自分を大切にし、感謝の心を忘れない生徒を育成する。

２

学力の向上
理解させて覚えること、定着させることを指導の根底に置き、それぞれの教科で指導を徹底
する。

３

意欲の育成
生徒一人一人のよいところを発見し、伸ばすよう努め、意欲的に生きる態度を育成する。

４

部活動の充実
目標・目的を明確にし、和を重んじる精神を育成する。

教育の実践
１

学力伸長、個性・特技重視、技能習得を３つの柱に、多様なコースを用意し、学習意欲の
喚起・自己の適性の再発見・豊かな人間性の育成を目指します。

２

大学との連携や進路ガイダンス機能などの充実を図り、個性の伸長と高いレベルの自己実現
を目指します。

３

１年次から芸術コース、体育コースを設置し、それぞれの分野の能力を最大限に伸ばし、
高い専門性を有するたくましい人づくりを目指します。
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（２）令和元年度卒業生の進路状況
【大学】
〈国公立１６名〉京都教育大学、高知大学、高知県立大学、高知工科大学〈私立９０名〉富士大学、上武大
学、清和大学、国士舘大学、日本体育大学、日本大学（通信教育部）
、法政大学、山梨学院大学、びわこ学院大学、
京都先端科学大学、立命館大学、大阪学院大学、大阪経済法科大学、大阪産業大学、大阪大谷大学、阪南大学、桃
山学院大学、大阪成蹊大学、関西大学、神戸学院大学、神戸国際大学、流通科学大学、神戸芸術工科大学、関西福
祉大学、神戸医療福祉大学、天理大学、岡山理科大学、美作大学、川崎医療福祉大学、就実大学、倉敷芸術科学大
学、ＩＰＵ環太平洋大学、福山大学、高松大学、四国大学、徳島文理大学、四国学院大学、松山大学、聖カタリナ
大学、高知リハビリテーション専門職大学、高知学園大学
【短期大学２８名】高知学園短期大学、大分県立芸術文化短期大学、東京交通短期大学、昭和音楽大学短期大学部、
嵯峨美術短期大学、関西外国語大学短期大学部、奈良芸術短期大学、岡山短期大学、美作大学短期大学部
【専修･各種学校１１４名】高知職業能力開発短期大学校、高知県立幡多看護専門学校、高知県立高知高等技術学校、
高知情報ビジネス＆フード専門学校、土佐情報経理専門学校、国際デザイン・ビューティカレッジ、高知福祉専門
学校、土佐リハビリテーションカレッジ、高知理容美容専門学校、高知医療学院、平成福祉専門学校、龍馬看護ふ
くし専門学校、四国医療工学専門学校、近森病院附属看護学校、ＲＫＣ調理製菓専門学校、高知開成専門学校、高
知ペットビジネス専門学校、高知公務員学院 高知語学＆ビジネス専門学校 等
、高知県警察、香美市役所、香美市
【就職：公務員１２名・民間２１名】高知県職員（学校事務・行政・警察事務）
消防、陸上自衛隊、(株)技研施工、(株)高知銀行、(株)城西館、澁谷食品(株)、(株)乾仏具店、明星産商(株)、と
さでん交通(株)、(株)クオーレ、四国アルフレッサ(株)、四国名鉄運輸(株)、(株)富士建設工業、(株)セントレッ
クス、国家公務員（税務）、海上自衛隊、(株)豊田自動織機 等 〈順不同〉

めざせ！
全国大会!!
岡豊は部活も勉強も
真摯に取り組みます

（３）部活動の状況
（体育系）野球、サッカー、ソフトボール、バスケットボール、バレーボール、テニス、ソフトテニス、
バドミントン、卓球、柔道、剣道、陸上競技、ハンドボール、弓道、ボート、ボクシング
（文化系）写真、放送、吹奏楽、合唱、書道、美術、囲碁・将棋、演劇、英語、科学、情報技術、
漫画・アニメ、茶道、華道、クッキング、人権教育、ギター、文芸

創立３７年で通算３９回の“日本一”に輝いています
〈令和元年度

全国大会出場部活動〉

◆全国高等学校総合体育大会

柔道部男子団体個人・女子団体個人、弓道部女子個人、陸上競技部女

子個人、バドミントン部男子ダブルス、ボクシング部個人、ソフトボール部、レスリング女子個人
◇柔道部 全国高等学校柔道選手権大会 男子個人（開催中止）
◇卓球部 全国高等学校選抜卓球大会 女子個人（開催中止）
◆全国高等学校総合文化祭 吹奏楽部、合唱部、美術部、放送部、その他（吟詠剣詩舞）
◇ギター部 ＧＬＣ学生ギターコンクール全国大会（５年連続出場）
◇書道部 高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会 全国優良団体賞
全日本高等学校書道コンクール

団体優良校賞・個人大賞・個人入賞

◇放送部 ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（７年連続出場）・ラジオドキュメント部門 制作奨励賞
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【学校の概要】

高知県立高知東高等学校

○設置科：総合学科、看護科・看護専攻科

高知県立高知東高等学校

○生徒数：男 222、女 484(看護専攻科を含む)
○所在地：〒781-8133 高知市一宮徳谷 23 番１号
○電 話：(088) 845-5751
○E-mail：higashi-h@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像

【総合学科】
① 自分で未来を切り拓いていくために、何事にも主体性を持って積極的に活動しようとする生徒。
② お互いの個性を尊重し、違いを認め合い、ともに高め合っていこうとする生徒。
③ 自分で課題を見つけ、自ら考え、問題を解決していこうとする生徒。
④ 興味や関心を持ったことに打ち込む意欲や情熱のある生徒。
【看護科・看護専攻科】
① 看護師になろうとする目的意識が明確で、学ぶ意欲が高い生徒。
② 心身の健康の保持増進に努め、個人としての品行を常に高く維持することができる生徒。
③ 協調性があり、相手の気持ちに寄り添って心優しく言葉かけができる生徒。
④ 素直で、進んで周りの人々と関わりを持とうとする生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
【総合学科】
① 一人一人の個性を尊重し、自主性を重視する教育を目指しています。１年次に「産業社会と人間」という
科目で、自分の生き方や進路を積極的に考える授業を行います。
② ２年次からは、多くの選択科目の中から進路に合わせて自分の時間割を組み立て主体的に学びます。
③ 実践的・体験的学習を重視し、少人数での学習を実施しています。
④ 基礎学力の定着を図るため、国語・数学・理科・英語は習熟度別授業を実施しています。
【看護科・看護専攻科】
① 医療の高度化や高齢化社会の進展により看護教育の充実が求められており、質の高い看護師の養成を目
指します。
② １学年３０人、男女共学で看護師という目的を持った者同士、切磋琢磨しながら医師講師による授業や病
院での臨地実習などをとおして専門的内容を学びます。
③ ５年一貫看護師課程は、看護師国家試験受験資格取得の最短コースです。

（２）令和元年度卒業生・修了生の主な進路状況
【高校】
≪国・公立大学≫６名 高知大学、高知工科大学、高知県立大学
≪私立大学≫３７名 文教大学、神奈川大学、松山大学、安田女子大学、京都造形芸術大学、美作大学、
千葉商科大学、関西医療大学、大阪経済法科大学、横浜商科大学、奈良大学、大阪商業大学、育英大学、
徳島文理大学、大阪樟蔭女子大学、高知リハビリテーション専門職大学、高知学園大学 他
≪短期大学≫１４名 高知学園短期大学、関西外国語大学短期大学部 他
≪専門学校等≫９５名 土佐リハビリテーションカレッジ、高知福祉専門学校、四国医療工学専門学校、
高知情報ビジネス&フード専門学校、近森病院附属看護学校、高知医療学院、土佐情報経理専門学校、
国際デザイン・ビューティカレッジ、龍馬看護ふくし専門学校、高知職業能力開発短期大学校 他
≪看護専攻科≫３０名
≪就職≫２８名 自衛隊一般曹候補生・自衛官候補生、高知県警察、日本郵便株式会社、㈱技研製作所
㈱城西館、ホテル日航高知旭ロイヤル、久保田食品㈱、㈱サニーマート、㈱土佐料理司、明星産商㈱、
高知ダイハツ販売㈱、(社福)ふるさと自然村本部、ＡＮＡ ＦＥＳＴＡ株式会社 他
【看護専攻科】
≪就職≫２２名 高知赤十字病院、高知大学医学部附属病院、ＪＡ高知病院、いずみの病院、土佐病院、
高知西病院 他
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（３）部活動の状況
【体育系】
バスケットボール、バレーボール(女)、ハンドボール、卓球、テニス、陸上、サッカー、野球、バドミントン、
水泳、レスリング、弓道
【文化系】
放送、合唱、美術、科学、茶道、書道、まんが研究、華道、吹奏楽、ギター、演劇、英語、パソコン・ビジネス、
写真
令和元年度の活動実績
レスリング部(団体・個人)インターハイ出場 ハンドボール部（女子）四国大会出場 水泳部四国大会出場
放送部 NHK 全国高校放送コンテスト出場

Ｑ．学校行事、学校生活は？
Ａ．遠足(４月)でクラスの親睦を
深めます。生徒会主催のホーム
マッチ(12 月)や隔年実施の体
育祭(９月)・文化祭(11 月)は、
一致団結して盛り上がります。
修学旅行(２年生 11 月)や看護
科の継灯式(11 月)は、一生の想
い出となります。総合学科発表
会(１月)では、１年間の取り組
みを発表します。地域の清掃ボ
ランティア活動(さわやか隊)
を年間通して実施しています。

Ｑ.看護科・看護専攻科は？
Ａ．３年間の看護科では、専門
基礎分野・専門分野を学びま
す。毎日の授業や臨地実習は
プロに近づく充実感を与え
てくれます。
２年間の看護専攻科では、
看護に関する専門分野を学
習し、国家資格を持ったスペ
シャリストの養成を目指し
ます。

看護専攻科修了生の看護師国家試験
合格率は、１期生から令和元年度修了
生まで１００％(全員合格)です。
県内外で看護師としてがんばってい
ます。

Ｑ.総合学科の選択科目は？
Ａ.２年次より７つの系列に分かれ
ます。２年次で週１０時間、３年次
で週２０時間、それぞれの系列で
進路希望に応じた科目を選択し、
学習します。

☆意志あるところに道は拓ける☆
高知東高校の校訓は「立志」です。総合学科と看護科では
それに基づいて特色あるカリキュラムを組んでいます。

本校のイメージキャラクターである「立志くん」は総合学科２期生の男子生徒の作品です。
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高知県立高知工業高等学校
高知県立高知工業高等学校

【学校の概要】
〇設置科：機械科、電気科、情報技術科、工業化学科、
〇設置科：土木科、建築科、総合デザイン科
〇生徒数：１年生 251 名 ２年生 256 名 ３年生 260 名
〇所在地：高知県高知市桟橋通２丁目１１番６号
〇電 話：℡ 088-831-9171 Fax 088-833-7666
〇E-mail：kochikogyo-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
●主体的に物事を考え自ら学ぼうとする生徒
●実習やものづくりに対する探究心や熱意のある生徒
●中学時代に部活動、ボランティア活動などに積極的に取り組んだ経験があり、入学後も継
続的に活動しようとする生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
本校は、竹内綱・明太郎父子により明治４５年（1912 年）
に「工業富国基」の理念のもと設立され、創立１０７周年を
迎えた県内で最も伝統のある工業高校です。
校訓は「磨け学 技 鍛えよ体 徳 誇れ郷土」です。
本校では、工業分野の基幹となる「機械科・電気科・情
報技術科・工業化学科・土木科・建築科・総合デザイン
科」を設置
し、充実した施設設備と専門的なカリキュラム（進学コー
ス含む）により生徒の興味・関心に応え、授業や資格・検
定試験、学校行事や部活動等を通じて、主体的な学び
を育んでいます。
そして、学んだ専門的知識を生かした就職や、さらに
高度な知識・技術を身に付けるための大学進学など、生
徒の多様な進路希望に対応しています。

漫画研究部 「まんが甲子園」 テーマ「永久機関」

【まんが王国・土佐推進協議会会長賞】受賞

（２）令和元年度卒業生の進路状況
《主な就職先》 就職内定率 19 年連続 100％

《主な進学先》 国公立大学 12 名

四国電力㈱
工業㈱(3)
ミ

㈱四電工(3)

東洋電化

高知工科大(11)

大旺新洋㈱(4)

㈱フタガ

大学

㈱技研製作所(3)

㈱豊田自動織機

本製鉄㈱

㈱ミロク製作所

㈱デンソー

川崎重工業㈱

日産自動車㈱

大王製紙㈱

花王㈱ ㈱カネカ ㈱きんでん

日

東京地下鉄㈱

中部電力㈱ ㈱太陽

高知県庁 高知市役所 高知県警察等 公務員(18)

他

高知県立大学

東洋大学

業大学

近畿大学

美作大学
広島工業大学

大学

西日本工業大学

専門学校

日本大学

神奈川

東京電機大学

拓殖大学

愛知工

金沢工業大学

大学

ン専門職大学

早稲田大学

岡山理科大学
高知学園大学

四国医療専門学校

大阪産業大学

徳島文理

四国学院大学

日本文理

高知リハビリテーショ

高知情報ビジネス＆フード

国際デザイン・ビューティカレッジ

他

（３）部活動の状況
《文化系》

《体育系》
野球部 卓球部 バスケットボール部 陸上競技部

計算技術部 情報技術部 電気技術部 技術研究部

ソフトボール部 サッカー部

土木技術部 自然科学部 建築よろず舎部 吹奏楽部

ラグビー部 登山部

少林寺拳法部 柔道部 剣道部

人権問題研究部

空手道部 相撲部

美術部

漫画研究部

音楽部

放送部

弓道部 テニス部 ソフトテニス部 ホッケー部

文芸部 演劇部 新聞部 写真部 華道部 茶道部

バレーボール部 自転車競技部

囲碁・将棋部

水泳部 ボート部
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学校紹介
（１）

目指す三つの柱

① 進路目標を高く持ってそれを達成できる人材の育成
② 全国に発信できる研究活動や全国に挑戦できる部活動の育成

（２）

特色ある７つの学科と２つの進学コース
機

械

科

夢を描く未来の機械技術者を育てる学科

電

気

科

電気の基礎から未来のテクノロジーまで学ぶ学科

情報技術科
コンピュータからメカトロニクスまで学ぶ学科

工業化学科
化学の原理・法則を基礎から応用まで学ぶ学科

土

木

科

暮らしの基盤をつくる土木技術を学ぶ学科

建

築

科

工業富国基

③ 資格取得を目指して、知識や技術、専門性の高い人材の育成

建築のスペシャリストを目指し、基礎から学ぶ学科

総合デザイン科
感性豊かで、創造的なデザイナーを目指す学科

●進学Ⅰ型（２年次選択）

・国公立大学への進学を目指した教育課程を設置

●進学Ⅱ型（３年次選択）

・４年制大学への進学を目指した教育課程を設置

●資格取得実績
ジュニアマイスター取得等、多数の資格取得実績があります。
※詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.kochinet.ed.jp/kochikogyo-h/
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高知県立高知追手前高等学校
高知県立高知追手前高等学校

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：７７２名

校訓は、文武両道、
質実剛健！

○所 在 地：高知市追手筋２丁目２－１０
○電

話：
（088）873-6141

○E – mail：otemae-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
○教科の学習の他に、体育系・文化系の部活動や学校行事、ボランティア活動にも積極的に参加し、自
分の能力を伸ばそうとする、常に向上心を持った生徒。
○基本的な生活習慣を身に付け、相手の立場に立って物事を考えることのできる生徒。

２

学校の紹介

（１）学校の特色

生徒、保護者、教職員、
みんなが「チーム追手前」！

○創立１４２年の歴史と伝統を有しています。多くの卒業生が、政治・経済をはじめとしてあらゆ
る分野で活躍しています。生徒は、校訓である「質実剛健・文武両道」の伝統を受け継ぎ、勉強と部活
動の両立を目指して努力しています。
○「志」が育つ学校です。自分だけではなく周囲の人々をも幸せにする「志」が一人一人に育つよう
に、主体的に考え行動できる力を養う３年間の育成プラン(レオプロジェクト)を実施しています。レ
オプロジェクトでは、さまざまな活動を通して将来を見据えた職業観や大学観・人生観を培っていま
す。
○大学等進学希望者がほぼ１００％の進学校です。１年次は文理共通で各教科の基礎力を養い、２
年次から文系と理系に分かれて、それぞれの進路希望に応じた科目の選択ができるようにしています。
そして、教職員と生徒の意思疎通のもと、きめ細かな進路指導を行い、成果をあげています。
○生徒の意欲と夢を最大限にサポートします。２学期制により、ゆとりと活力のある学校生活を送
れるように教育環境を整えています。また、生徒の意欲と教職員の高い指導力によって、質の高い授
業が展開されており、全国的に十分通用できる力を培っています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
【 進 学 】国公立大学合格者１５２名（うち現役１１９名）
（以下、現役のみ掲載）
国立大学（９０）
筑波・東京・東京外国語・信州・静岡・名古屋・三重
大阪・和歌山・島根・岡山・広島・鳴門教育・香川・愛媛・高知・九州・長崎・熊本
公立大学（２９）
横浜市立・都留文科・大阪市立・兵庫県立・新見公立・県立広島・下関市立・高知県立
高知工科・北九州市立・福岡県立
私立大学（２６９）
北里・専修・中央・東海・東京薬科・東京理科・日本・法政・明治・中京・名古屋外国語
京都産業・京都女子・立命館・同志社・同志社女子・龍谷・関西・関西学院・近畿・甲南
神戸学院・神戸女子・神戸女学院・岡山理科・川崎医療福祉・就実・美作・徳島文理・四国
四国学院・松山・高知学園・福岡・その他
短期大学（７） 専門・各種学校（２０） 大学校・公務員（１）
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国公立大学への現役合格率の推移

～近年では毎年、約半数の生徒が国公立大学に進学しています～

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

53％

51％

40％

58％

45％

46％

52％

52％

54％

47％

54％

55％

50％

（３）部活動の状況
（体育系）バドミントン・登山・野球・弓道・卓球・バスケットボール
バレーボール・サッカー・剣道・柔道・水泳・ハンドボール
陸上・ソフトボール・テニス・ソフトテニス・ラグビー
（文化系）放送・新聞・書道・華道・茶道・文芸・写真・音楽・美術・科学・演劇・英語
舞踊・吹奏楽・人権問題研究・マンガ・囲碁将棋・パソコン・軽音楽
※ 練習時間は、平日 １６：００（１７：００）～１８：３０
休日 ４時間程度
※ 平成２９～令和元年度（過去３年間）全国大会への出場クラブ等
登山･柔道･陸上･水泳･書道･文芸･新聞･囲碁将棋･英語･放送

（４）学校行事（令和２年度【例年の予定】）
４月

５月
前
６月

７月
期
８月
９月

前期始業式・入学式
課題テスト
オリエンテーション（１・２年）
県下高校体育大会
ＰＴＡ総会・授業参観
前期中間試験
ホームマッチ
実力テスト
夏休み
特別課外補習
課題テスト
文化祭・体育祭
前期末試験
ホームの日 ハワイ短期留学

１０月

１１月
後
１２月
１月
期
２月
３月

秋休み 中学生への学校説明会
後期始業式
オリエンテーション（１年）
創立記念日（１４２周年）
後期中間試験
実力テスト
校内英語ディベート大会
冬休み
課題テスト
研修旅行（１年）
大学入学共通テスト
学年末試験
卒業式
修了式

★卒業生からのメッセージ★
追手前高校は課題が多くて大変、多くの方がそう思っ
ていると思います。課題は確かに増えますが、それ以上の
魅力が追手前高校にはたくさんあります。
追手前高校は進学校ですが、毎年体育祭と文化祭が行
われるなど行事にも力を入れており、部活動にもしっか
り取り組める環境があります。決して勉強だけのつまら
ない学校ではなく、メリハリのある楽しい生活が待って
います。
また、追手前高校には同じような高い志を持った仲間
が集まってくるので、頑張っている仲間の姿に励まされ
ながら自分も努力できる学習環境が整っており、大学進
学を考えているのなら、自分の夢を叶えるのにピッタリ
の学校です。
(広島大学経済学部 合格)
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シンボル
キャラクター

©やなせたかし
「追手前○○（オオ）くん」と「ギンコちゃ
ん」
。作者は、本校卒業生のやなせたかしさ
んです。○○くんの眼鏡は「ＯＯＴＥＭＡ
Ｅ」の「ＯＯ」をイメージしています。頭の
上にある矢印は、本校のシンボルである時
計台。また、上を向いているその矢印は、向
上心を意味しています。学校の明るく元気
なキャラクターとして活躍中です。

13 13

１

高知県立高知追手前高等学校吾北分校
高知県立高知追手前高等学校吾北分校

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：28 名
○所 在 地：高知県吾川郡いの町
上八川甲 2075－1
○電
話：088-867-2811
○E – mail：gohoku-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像
○ 教科の学習や実習に真面目に取り組み、自己の能力を伸ばそうとする意欲のある生徒。
○ 学校行事・部活動・生徒会活動等に積極的に取り組み有意義な学校生活を送る意欲のある生徒。
○ 自己の進路について真剣に考え、将来、地域や社会に役立つ人間になろうとする生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
〇 小規模校の特性を生かして、個々の成長を手厚く支援し、学力を定着させ、全生徒の進路実現を図
ります。
〇 全員にタブレットを持たせ、それを活用して個々の進度に合わせた学習環境を整えています。
〇 遠隔授業では、分校の教室で機器を活用することで、高知追手前高校本校の先生が担当する授業や、
高知県教育センターからの配信による授業を、直接受けることができます。
〇 ２年生からの生活環境型では、普通教科に加えて衣食住を総合的に学習します。また、栽培実習等
を通じて勤労精神を養い、社会で活躍することができる人材を育成します。
〇 地域・家庭との連携を密にとり、学校行事・総合的な探究の時間（土佐和紙学習）等を通して心豊
かな人間性を育んでいます。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）
高知県立大学(2)

京都先端科学大学(1)

高知理容美容専門学校(1)

土佐情報経理専門学校(1)

高知ペットビジネス専門学校(1)

国際デザイン・ビューティカレッジ(1)

四国医療工学専門学校(1)

高知開成専門学校(1)

高知情報ビジネス＆フード専門学校(1)

（就職）
自衛官一般曹候補生(2)
有限会社伊藤林業(1)

株式会社日野木工(1)

内海造船株式会社(1)

（３）部活動の状況
（体育系）
（文化系）

ソフトボール部（男） バドミントン部（男女）
清流太鼓部
軽音楽部
英語部

清流太鼓部

軽音楽部
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バドミントン部

Since 1951

高知県立
高知追手前高等学校吾北分校
Kochi Prefectural
Kochi Otemae High Branch School

高校生活を川のせせらぎとともに過ごしませんか
吾北分校はきれいな水・空気・山・空に囲まれたところにあります
このすばらしい環境で、勉学に部活動に学校行事に励みましょう

土佐和紙手すき↑↓遠隔授業

●
●

学校運営方針
家庭・地域の人材育成という建学の精神を生かし、２１世紀の担い手を育てます。
教育重点目標
1. 人間尊重の精神の育成
2. 学力・体力の向上
3. 自主性・積極性の涵養
4. 自律ある生活の確立
5. 環境の美化

吾北分校の特徴
少人数クラスで手厚い指導
地域密着だから楽しい学校生活
地域に残る太鼓・和紙の伝統の継承
28
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高知県立高知丸の内高等学校

【学校の概要】

高知県立高知丸の内高等学校

○設 置 科：全日制単位制普通科・学年制音楽科
○生 徒 数：４８３
○所 在 地：高知市丸ノ内２丁目２番４０号
○電

話：088-873-4291

○E – mail：maruno-h@kochinet.ed.jp
１ 志願してほしい生徒像
１ 「夢の実現」に向けて、自主・自律を身につけ、目的と目標をもって、努力を継続することのできる生徒
２ 自ら考え、他者の意見も受け止めることができ、仲間と協働して取り組むことのできる生徒
３ 学習、生徒会活動や部活動、ボランティア活動等の活動、学校行事に、楽しんで積極的に取り組む生徒
４ 自分も相手も大切にし、善悪の判断ができる生徒

２ 学校の紹介自分のこと
（１）学校の特色
全日制単位制普通科の、幅広い教育活動を展開できる特色や、音楽科の専門性の強みを生かし、
「夢の実現」に向けて
国公立大学等への進学から就職まで、多様な希望進路の実現を図ります。
「総合的な探究の時間」を核に、論理的な思考力を育む取組や多種多様な選択科目の設定、それらによる少人数講座の
利点、大学等との連携授業など単位制の特色を生かした効果的な教育課程のもとで、教育活動を実践しています。
★「時を守り 場を清め 礼を正す」の凡事徹底により、心身ともに健康で、幅広い教養と豊かな人間性を育成します。
★生徒一人一人の「夢の実現」のために、個に応じた支援に努め、充実した学校生活を提供します。
★「学びは楽しい」をとおして、物事に対する理解を深め、自らの考えを他者に適切に伝えるとともに、自らの言動に反
映する力を育成します。
★「まる手帳」の活用で、自主・自律の精神を伸ばすとともに３年間の歩みを残し、進路実現につないでいきます。
１ 特色ある取組
【普通科（全日制単位制）
】
① 将来の目的を見据えて学習する科目を選択
② 「丸の内ナビ」による履修ガイダンス
③ 少人数制授業の実施
④ 高大・高専連携による学修成果の単位認定
まる手帳
【音楽科（全日制学年制）
】
① 声楽、器楽（ピアノ、管・弦・打楽器）の実技科目の設置と技術力の向上
② 音楽理論、ソルフェージュ等による基礎的能力の育成
③ 県内の専門家及び第一線で活躍する著名な演奏家によるレッスン
④ コンクールへの出場（団体及び個人）
第７２回全日本合唱コンクール四国支部大会高等学校部門Ａグループ 銀賞
第２９回日本クラッシク音楽コンクール本選会（全国大会）出場
下八川圭祐記念 第４３回高知音楽コンクール 高知音楽奨励賞受賞（２名）
２ 主な学校行事
・新入生オリエンテーション
・ホームマッチ
・体育祭
・文化祭
・ホームデー
・まる単グランプリ
・修学旅行
・音楽科定期演奏会
・ドリームズカムトゥルー懇話会 等
（２）令和元年度卒業生の進路状況
進学 大学８６＜国公立大学１９ 私立大学６７＞

短期大学２５＜うち公立２＞

専門学校３２

就職７＜うち公務員４＞

国公立大学

高知大学 高知県立大学

私立大学

日本女子体育大学 昭和音楽大学 了徳寺大学 愛知学院大学 金沢工業大学 京都先端科学大学

高知工科大学

大阪経済法科大学 大阪芸術大学 大阪商業大学 大阪産業大学 大阪学院大学 羽衣国際大学 関西福祉科学大学
関西外国語大学 桃山学院大学 摂南大学 阪南大学 神戸医療福祉大学 神戸学院大学 流通科学大学
奈良大学 就実大学 美作大学 くらしき作陽大学 川崎医療福祉大学 徳島文理大学 四国学院大学 松山大学
高知学園大学 高知リハビリテーション専門職大学 等
公立短期大学 大分県立芸術文化短期大学
私立短期大学 大阪国際大学短期大学部 関西外国語大学短期大学部 大阪芸術大学短期大学部 四国大学短期大学部
高知学園短期大学
専門学校

国立病院機構高知病院附属看護学校 高知県立農業大学校 高知職業能力開発短期大学校
高知情報ビジネス＆フード専門学校 龍馬看護ふくし専門学校 国際デザイン・ビューティカレッジ
高知福祉専門学校 土佐情報経理専門学校 等

就職（７）

国家公務員一般職 高知県職員 高幡消防組合
HMI 株式会社ザクラウンパレス新阪急高知 株式会社ＪＲ四国ホテルズ 高知県農業協同組合
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音楽科定期演奏会
秋には、年に一度の定期演奏会を
県民文化ホール（オレンジ）で行って
います。
また、校内コンサートや卒業演奏会
等も行っています。

論理コミュニケーション
慶応義塾大学ＳＦＣ研究所と各ホー
ム教室を遠隔でつなぎ、自分の思考
を設計図に書き出して文章化するこ
とにより、思考の手順や文章作成の
方法を学習します。

令和元年度・部活動の主な実績
【カヌー部】全国高校総体出場
【女子バスケットボール部】春季選手権大会第５位
【ソフトボール部】高知県運動部活動強化推進校Ａ、四国大会出場、全国選抜大会出場（３月大会中止）
【吹奏楽部】高知県吹奏楽コンクール金賞、アンサンブルコンテスト銀賞 【書道部】高校書道展 奨励賞、全国学
生書道展(公財)書道芸術院理事長賞 【美術部】高校美術展 奨励賞、全国大会出場
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高知県立高知小津高等学校
高知県立高知小津高等学校

【学校の概要】
○ 設 置 科：普通科、理数科
○ 生 徒 数：８０７名
○ 所 在 地：高知市城北町１－１４

高知小津高校の校章は、平和
のシンボルである「若鳩」が三羽、
頭を中心に集まった形をデザイン
したものです。

１

○ 電

話：088-822-5270

○ E－mail：ozu-h@kochinet.ed.jp

シンボルキャラクター

おーづ君

志願してほしい生徒像

:普通科:
◆

本校の伝統や教育方針である「自律、協同、誠実」をよく理解し、基本的な生活習慣が確立さ
れ、学業に日々意欲的・積極的に取り組むことができる生徒。

◆

中学校時代に、部活動や生徒会活動、ボランティア活動等の取組において、優秀な成果をあげ、
さらに入学後も意欲的に取り組むことができる生徒。

◆

自己実現に向けて持続的に努力し、将来、社会において活躍が期待できる生徒。

:理数科:
普通科の志願してほしい生徒像に、次の事項を加えます。
◆

数学、理科に強い興味と関心をもち、さまざまな課題に論理的・科学的に取り組んでいこうと
する探究心旺盛で、将来、この分野で活躍したいと考えている生徒。

２

学校の紹介

（１）学校の特色
＜教育基本方針＞
創立１４７年の歴史と伝統及び充実した施設設備を活用するとともに、第３期高知県教育振
興基本計画に基づき、県のリーダー的な高等学校として文武両道の質の高い教育を実現し、生
徒、保護者、地域、県民の本校教育に対する期待に応える。
＜目指す生徒像＞
夢の実現に向けて努力するとともに、常に前向きに取り組むことのできる生徒の育成を目指
します。
１ 歩む：目的を設定し、その目標の達成に向けて、計画を立て、実行する。
２ 磨く：学習や部活動を通して、基礎・基本を身につけるとともに、切磋琢磨する。
３ 羽ばたく：学びで獲得した財産を発展させ、未来に向かって確実に一歩を踏み出す。
＜教育重点目標＞
規律ある生活態度の確立と学習意欲の高揚を図ることを目指します。
１

望ましい生活習慣の確立と豊かな人間性の育成

２

基礎学力の定着と学習意欲の高揚

３

一人ひとりの進路志望達成を目指す指導の充実

４

健やかで活力を高める特別活動

（２）令和元年度卒業生の進路状況
令和元年度
平成３０年度
平成２９年度

大学
２０１
１８２
１６９

短期大学
７
１７
１４
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専門学校
３０
２７
２２

就職
７
８
６

＜進学＞ ※延べ人数
■ 国公立大学合格状況（１０２）
名古屋大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、島根大学、岡山大学（２）、徳島大学（３）、香川大
学（４）、愛媛大学（４）、高知大学（３６）、高崎経済大学、都留文科大学、滋賀県立大学、島
根県立大学（２）、岡山県立大学（３）、下関市立大学、山陽小野田市立山口東京理科大学（薬）、
愛媛県立医療技術大学、高知県立大学（１６）
、高知工科大学（２２）
■ 私立大学合格状況（１９１）
青山学院大学、國學院大學、上智大学、専修大学、東洋大学、日本大学、京都産業大学（５）
、
同志社大学、立命館大学、龍谷大学、大阪薬科大学、関西大学（４）
、関西外国語大学（２）
、近
畿大学（５）
、関西学院大学（２）、徳島文理大学（２４）、松山大学（２７） 他
＜就職＞ ※延べ人数
税務職員、高松法務局、高知県職員行政（３）、高知県職員学校事務、高知県警察、自営

（３）部活動の状況
＜文化系＞

生物、地学、英語、書道、美術、華道、茶道、音楽、吹奏楽、放送、フォークソング
写真、漫画研究、図書、ハンドメイド、科学、将棋囲碁、演劇、新聞、
文芸同好会、数学同好会

＜体育系＞

バスケットボール（男・女）、バレーボール（男・女）、卓球（男・女）
バドミントン（男・女）
、野球、ソフトボール、サッカー、陸上（男・女）
ソフトテニス（男・女）
、剣道（男・女）、弓道（男・女）、ハンドボール、ライフル
水泳同好会

◆ 令和元年度

高知県高等学校体育大会成績

（一部を抜粋）

部 名

県大会成績

県外大会

卓球部

男子シングルス ベスト 16

四国大会出場

陸上部

弓道部

男子 ８００ｍ 第１位

全国大会出場

男子 八種競技 第１位

全国大会出場

男子 棒高跳び 第１位

四国大会出場

女子 １００ｍ 第２位

四国大会出場

男子団体 第４位

四国大会出場

女子個人 第３位

四国大会出場

部 名

県大会成績
男子個人 ベスト４

ソフトテニス部
水泳同好会
ライフル部

男子団体

県外大会
全国大会出場

第２位

四国大会出場

女子個人 ベスト１６

四国大会出場

男子１００ｍ 背泳ぎ

四国大会出場

男子個人 第１位

四国大会出場

女子団体 第３位

四国大会出場

女子個人 第１位

四国大会出場

◇第 74 回国民体育大会 少年男子共通 800m 第３位
◆令和元年度全国高等学校総合文化祭（２０１９佐賀総文祭）出場
新聞部・将棋囲碁部・書道部・地学部

魅力！☆

☆ 高知小津高等学校の

（１）すばらしい教育環境
平成１１年完成の最新の校舎と充実した設備、全普通教室にエアコン完備。
最上階の広い食堂は、メニューも豊富。
（２）県内唯一の理数科設置校
◇スーパーサイエンスハイスクール(ＳＳＨ)第４期(H29～R3 年度)研究指定校(文部科学省指定)
大学・研究機関との連携による高校のレベルを超えた実験・実習や生徒課題研究（各自がテ
ーマを決めて研究。学会等での発表）を行っています。
◇科学英語の発展型学習としてＳＳＨ海外台湾研修（４泊５日）を実施。
（３）普通科ＳＳＨ課題研究で、大学・公共機関・企業等と連携した講座やフィールドワークを実施
（４）ＳＮＳ型 Feelnote を活用し e-ポートフォリオ（学びの履歴）への対応
（５）授業の充実
５０分×７限の授業で、学校で責任を持って学力をつけます。
朝は、ちょっと早めの８時２０分始まりで、放課後の部活動もたっぷりできます。
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【学校の概要】

高知県立高知国際高等学校
高知県立高知国際高等学校

○設 置 科：普通科、グローバル科
○生 徒 数：８４０人（３学年 定員）
○所 在 地：高知市鴨部２－５－70
○電

１

話：(088)844-1221

○E – mail：kokusai-jh@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像
普通科、グローバル科共通
○

様々なことに興味や関心をもち、そのことについてもっと深く知りたいと思っている生徒

○

思いやりをもって行動することと公共につくす気持ちが大切だと考えている生徒

○

芸術・文化・体育に関する活動、生徒会活動、ボランティア活動等いろいろなことに挑戦し
たいと思っている生徒

○

将来グローバルな視野をもって活躍したいと考えている生徒

〇

夢や希望をもちたいと思っている生徒

〇

地域社会で身の周りの人々の役に立ちたいと考えている生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色

舞台は、地球。
地球を生きる市民感覚のある生徒
～Think Globally, Act Locally～
多様な文化の理解と尊重の精神を通じて地域や国際社会の発展に貢献する、
心豊かでたくましく生き抜く人材の育成
【教育目標】
グローバル社会で求められる高い志、資質・能力を育む
【重点目標】
・探究型学習の推進
・キャリア教育の推進
・英語教育の充実
・豊かな人間性の形成
〔教育方針〕
①学び方を学ぶ
②地域の教育力・実践力と連携する
③ユニバーサルデザインの教育環境を整える
④英語の活用場面を広げる
⑤国際バカロレア（International Baccalaureate：ＩＢ）の教育プログラムを推進する
⑥基本的な生活習慣を身につける
＜高知国際高等学校に設置する学科＞
高知国際高等学校は、普通科とグローバル科を設置します。
それぞれの科の目標は、以下の通りです。
普通科・・・・外国の人々とコミュニケーションできる英語運用能力と、多様な進路選択を可能
にする探究力をはじめとする確かな学力を育成します。
グローバル科は、探究コースと DP コースに分かれます。
探究コース・・外国の人々と協働できる高い英語運用能力と探究力、バランスのとれた国際感覚
と行動力を育成します。
ＤＰコース・・探究コースの目標を世界基準のＩＢ教育を通して育成します。
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（２）卒業後の進路目標
【普通科】
学習指導要領に基づき、探究型の授業を行います。探究の手法を学び、生涯学習者として必要な
スキルを身に付けます。国内の大学の一般入試、総合型選抜(ＡＯ入試)、学校推薦型選抜(推薦入試)
に対応します。
【グローバル科】
・探究コース
学習指導要領の内容を、ＭＹＰで身に付ける探究の手法を用いて、生涯学習者として自分で学
習します。個人研究を論文にまとめる授業で、批判的思考力や学術的な論述能力を高めます。大
学の総合型選抜(ＡＯ入試)、学校推薦型選抜(推薦入試)に対して強い力を発揮します。
・ＤＰコース
ＭＹＰで身に付ける探究の手法を用いて、ＤＰで示された専門教科・領域を日本語と英語で探
究します。日本の高校卒業資格も取得し、ＤＰスコアを利用し国内外の大学進学を目指します。
＊ＭＹＰ：国際バカロレアの 11 歳から 16 歳のプログラム。
Ｄ Ｐ：国際バカロレアの 16 歳から 19 歳のプログラム。

（３）部活動の予定（変更することがあります）
（体育系）
サッカー部、陸上部、弓道部、バスケットボール部、野球部、バレーボール部、新体操部、
ハンドボール部、バドミントン部、剣道部、卓球部、ソフトボール部、ソフトテニス部、水泳部
（文化系）
吹奏楽部、美術部、書道部、演劇部、華道部、茶道部、漫画研究部、放送部、ESS 部、科学部

（４）その他
高知西高等学校

高知国際高等学校

融合
高知南高等学校
高知南高等学校、高知西高等学校の優れた取組などを受け継ぎ、
さらにＩＢ教育の手法を活用して、高知国際高等学校として
開校します。

令和３年度

新しく校舎の中央に建築された大階段

高知国際高等学校への進学イメージ

高知国際高等学校

市町村立等の
中学生（１６０名）

普通科（２００人）
高知南中学校
（６０名）
高知国際中学校
MYP（６０名）
※

グローバル科
（８０人）

探究コース（６０人）
DP コース（２０人）

国際バカロレア（ＩＢ）は、国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムです。
本校は、平成 30 年９月に MYP 候補校に、令和元年６月に DP 候補校に認定されています。
IB ワールドスクールとしての認定に向けた申請段階にあります。
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高知県立伊野商業高等学校

【学校の概要】

高知県立伊野商業高等学校

○設 置 科：キャリアビジネス科
○生 徒 数：３５０名
○所 在 地：高知県吾川郡いの町３３２－１
○電

話：０８８（８９２）０５４８

○E – mail：inosho-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
○
○
○

２

ビジネス教育に関心があり、体験学習や各種検定取得などに取り組む意欲がある生徒
地元や地域の活性化に取り組む意欲がある生徒
「自分の夢」の実現に向かって、主体的にチャレンジしようとする意欲がある生徒

学校の紹介

（１）学校の特色
〇

〇
〇

１年次は学校設定科目「キャリアガイダンス」の授業を通し、働くことの意義や職業観を学ぶ
ことで、自分の進路を主体的に選択、決定できるように自分の生き方を考えます。
２・３年次は社会に出た際、自立するために必要な将来像に応じたコースを選択し、専門的な
学習を通じて社会人基礎力（地域活性化に取り組む能力）を身に付けます。
インターンシップ・販売実習等の体験学習を利用したキャリア教育を行います。
様々な資格取得（簿記・情報処理・ビジネス文書・電卓・英語検定など）を通じて、常に学び
続ける態度と技能を身に付けます。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
【進学】
高知工科大学（２）
、高知学園大学（２）、徳島文理大学、大阪商業大学（５）
、神戸国際大学
皇學館大学、高知学園短期大学（３）香川短期大学
高知情報ビジネス＆フード専門学校（１６）、龍馬看護ふくし専門学校（２）
国際デザイン・ビューティカレッジ（３）、高知福祉専門学校、四国医療工学専門学校（３）
高知医療学院、高知理容美容専門学校（５）、土佐リハビリテーションカレッジ（５）
高知開成専門学校(２)、高知語学＆ビジネス専門学校（４）
、高知職業能力開発短期大学校
土佐情報経理専門学校、高知公務員学院、資格スクール大栄高知校
【就職】

自衛隊一般曹候補生、自衛官候補生、高知県農業協同組合、渋谷食品（株）
（株）サクラレンタリース、(株)新晃総合コンサルタント、株式会社高建総合コンサルタント
久保田食品（株）、株式会社日産カーレンタルソリューション、株式会社工栄
株式会社高知新聞総合印刷、綿久リネン株式会社、ダイオーミルサポート株式会社
シモハナ物流株式会社、株式会社全日警、株式会社リーガロイヤルホテル広島

（３）部活動の状況
次ページをご覧ください。
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など

２年次より （令和２年度現在）

１年次
普通教科の他に、簿記や
情報処理など商業の基
礎基本となる科目を学
習します。

興味関心･進路･目的に応じて、４つのコースから科目を選択します。

ＩＣＴコース
システム開発やデータベースに関する
専門知識と技術を習得することを目標と
する『スペシャリストプラン』と情報機器
の操作･活用を習得することを目標とする
『情報ビジネスプラン』があります。

ツーリズムコース
校内外での様々な体験学習に取組みま
す。そして、生徒一人一人の目標達成に向
けて進む勇気と自信を身に付けます。
そのために多くの学校設定科目を設け、
生徒の取組みをダイレクトに支援します。
特に「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」では語学について
の学習を、
「ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ」では観
光・旅行・ホテル・ブライダルなどに関す
る学習に取り組みます。

デザインコース
コンピュータグラフィックの知識や技
術を中心に学習する『ＣＧプラン』と映像
編集に関する知識と技術を習得すること
を目標とする『映像プラン』があります。

ビジネスコース
簿記･会計などの専門的な知識や技術を
中心に学習する『オフィスプラン』とビジネ
スマナーやサービス接遇を重点的に学習す
る『ビジネスマナープラン』があります。
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文 化 系

体 育 系

放 送 部
美 術 部
華 道 部
茶 道 部
軽音楽部
漫画研究部
クッキング部
映画研究部
商業技術部
三味線部
ダンス部

陸上競技部
野 球 部
バレーボール部
バスケットボール部
サッカー部
ソフトテニス部
バドミントン部
卓 球 部
ボクシング部
テニス部
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１

高知県立春野高等学校
高知県立春野高等学校

【学校の概要】
○設置科：総合学科
○生徒数：334名(Ｒ２.５.１現在)
○所在地：高知市春野町弘岡下3860
○電 話：088-894-2308
○E-mail：haruno-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像
○

総合学科高校としての本校の特色をよく理解し、学習や諸活動に対
して常に意識を高くもち、自らの力を主体的に伸ばそうとする生徒。
２ 学校の紹介
（１）学校の特色
【校是】
『なすことによって学ぶ』
【教育方針】
「時を守り 場を浄め 礼を正す」
総合学科の特性を活かした実践的な学習を通して、生徒一人ひとり
の個性と能力の伸長を図り、地域社会の発展に貢献できる人材を育成
する。
【教育目標】
進路希望の実現
(1)基礎学力の定着と学力の向上
(2)基本的生活習慣の確立
(3)進路保障
【学校特色】
○生徒の興味・関心、適性、進路希望に応じた科目が選択でき、自主
的・主体的に学ぶことができます。
○進路相談や進路ガイダンスを充実させ、生徒一人ひとりにきめ細や
かで適切な進路指導を行います。
○さまざまな体験活動を通して、生徒の豊かな心を育みます。
○地域、大学等の連携をすすめ、幅広い学習活動を展開します。
【沿革】
明治41年に弘岡実業女学校として春野の地に開校して以来、幾度か
の変遷を重ねながらも１万余名の卒業生を社会に送り出し、本年で113
年目を迎えています。平成18年度に高知園芸高校から春野高校へと校
名を変更し、農業教育を生かした総合学科に改編され15年目を迎えて
います。
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（２）令和元年度卒業生の進路状況
【進学】〔合 格 状 況 〕
・ 大 学 （ 23 名 ）
高知大学、高知県立大学、高知リハビリテーション専門職大学、高知学園大学、四国
大学、徳島文理大学、四国学院大学、大正大学、大阪商業大学、大阪国際大学、阪南
大学、奈良大学、神戸国際大学、倉敷芸術科学大学、美作大学、東亜大学

・ 短 大 （ 13 名 ）
高知学園短期大学、松山東雲短期大学、戸板女子短期大学、美作大学短期大学部、山
陽学園短期大学、大分短期大学

・ 専 修 ・ 各 種 学 校 等 （ 58名 ）
高知職業能力開発短期大学校、港湾職業能力開発短期大学校、高知県立農業大学校、
高知県立林業大学校、土佐リハビリテーションカレッジ、高知医療学院、近森病院附
属看護学校、四国医療工学専門学校、高知開成専門学校、高知情報ビジネス＆フード
専門学校、高知福祉専門学校、高知理容美容専門学校、国際デザイン・ビューティカ
レッジ、土佐情報経理専門学校、平成福祉専門学校、龍馬看護ふくし専門学校、ＲＫ
Ｃ調理製菓専門学校、高知公務員学院、高知県立高知高等技術学校、大栄
＜県外省略＞

【就職】（県 内 29 名 、 県 外 ７ 名 ）
〔県内〕 高 知県 農業協 同組 合、㈱ 慶尚 、㈱ア ルフ ァベッ トパ ステル 、㈱ サニー マ ー
ト、HMI㈱ザクラウンパレス新阪急高知、三和製紙㈱、久保田食品㈱、旭フレッシ ュ
㈱、㈱小谷穀粉、(有)華珍園、㈱かね岩海苔、㈱キシモト通信サービス、㈱上岡工務
店、㈱高知ヤマザキ、㈱高南メディカル、渋谷食品㈱、㈱ツルハ、㈱日産カーレンタ
ルソリューション、日本郵便㈱四国支社、丸栄運輸㈱、㈱ライフネット香川、ラ・ヴ
ィ・ボーテ・エスト、自営(農業)、南海福祉会グランボヌール、自衛隊
〔県外〕 ㈱シンワ・アクティブ、( 社福)サン・ビジョン、㈱ポットベリー、がんこフ
ードサービス㈱、自衛隊

（３）部活動の状況
【 体育系】ソフトテニス部、バレーボール部、ソフトボール部、
バスケットボール部、サッカー部、弓道部、ビームライフル部、
剣道部、バドミントン部、水泳同好会
【文化系】茶道部、写真部、放送部、華道部、美術部、文芸部、漫画研究部
演劇部、クッキング部、書道部、音楽部、科学部、歴史同好会

総合学科では自分の進路に合わせて主体に学ぶことができます。
（すべての系列から上級学校への進学が可能です）
生活クリエイト系列

園芸系列

衣食住、保育や福祉等への理解を深め、
幅広い進路を目指す。

農作物の生産や販売、地域との交流を
通して、地域産業の担い手を目指す。

２年次からの系列選択

人文系列

食農系列
農作物の生産、加工、販売を通して、
地域産業の担い手を目指す。

普通５教科を中心に学習を深め、幅広
い進路を目指す。
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高知県立高岡高等学校

【学校の概要】

高知県立高岡高等学校

○設 置 科：普通科
○生 徒 数：７８
○所 在 地：土佐市高岡町甲 2200
○電

話：088-852-1168

○E – mail：takaoka-h@kochinet.ed.jp
「サンスマくん」

１ 志願してほしい生徒像
○向上心に富み、将来の職業への関心が高く、人としての生き方を深く探究する姿勢を持った生徒
○仲間との友情、連帯を大切にし、自らの目標に向かって努力を惜しまない生徒
○部活動、生徒会活動、ボランティア活動等に意欲的に取り組める生徒
○芸術・文化活動等において創造力豊かな生徒
○規律ある学校生活を送ることができる生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色

なりたい自分からなれる自分へ

～小さな学校の大きな挑戦～

○教育方針

高大連携授業（バランス講座） キャリア教育（すずかけ講座）

土佐市唯一の普通科高校として、小規模校の特性を生かし、一人一人の生徒の個性・能力を伸ばし、生涯
にわたって自己実現できる基礎を培います。また、将来社会人として自立するとともに、社会や地域に貢献
できる人材を育成します。

○校訓・・・熱意・創意・誠意
○単位制高校
・高岡高校は単位制普通科高校です
緩やかな学びを積み重ねることでめざす卒業
学びなおしの時間を活用しての基礎学力の定着
高卒認定試験や資格取得、他校との併修による単位取得
○２学期制から３学期制への変更
・令和元年度までは、２学期制を導入していましたが、より確実な
学力の定着・向上を考え３学期制へ変更いたします。

○特色ある取り組み
わだち

・地域との連携を図りながらキャリア教育「 轍 」を推進し、生徒が進路を主体的に選択し決定できる資質
を培っています。３年間の体験学習を通じて、職業観・勤労観を育み、地域社会に貢献できる人材を育成
します。
１年次：自己理解

未来を模索する
ジョブリサーチ
（職場インタビュー）

２年次：自己発展

未来を描く
インターンシップ
（３日間の就業体験）
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３年次：自己啓発

未来への一歩
キャリアスキルアップ
（マナー検定）

○コースの特徴
・２年次より進路希望に応じてコース選択できます。
（Ⅰ型：一般型 Ⅱ型：進学型）
・２コースとも、生徒の能力・特性を生かすことができる選択科目をできるだけ多く設定しています。

Ⅰ 型
選択方法でさまざまな進路（就職・進学）に対
応できる。
家庭・芸術の領域のさまざまな科目があり、自
由に選択できる。

Ⅱ 型
国公立４年制大学への進学に対応できる。
理系の大学・公務員希望者に適している。
英語・数学・理科の時間数が多い。

（２）令和元年度卒業生の進路状況

（ ）内の数字は人数

（進学）
【大学・ 短大】
高知大学、高知工科大学、倉敷芸術科学大学、岡山理科大学、東都大学
【専門学校】
高知開成専門学校、平成福祉専門学校、国際デザイン・ビューティカレッジ
高知ペットビジネス専門学校、高知情報ビジネス&フード専門学校、高知福祉専門学校、
高知職業能力開発短期大学校、高知高等技術学校、河原デザイン・アート専門学校
大阪ビュアルアーツ専門学校、大阪デザイナー専門学校
（就職）
旭フードサービス株式会社（２）
、
（株）トリドールジャパン、
（株）ペッパーフードサービス
医療法人青雲会清和病院、
（株）コスモス薬局、社会福祉法人ふるさと自然村本部
菊谷株式会社（２）
、高知化工株式会社、アートコーポレーション株式会社
ワタキューセイモア株式会社四国支店、株式会社ニチイ学館、社会福祉法人山寿会

（３）部活動等の状況
（体育系）
野球、弓道、バスケットボール（男子）
、陸上競技、バトミントン同好会
（文化系）
美術、書道、放送、写真、軽音楽同好会、パソコン同好会
文芸同好会
（活動実績）
第 38 回全国高等学校弓道選抜大会男子団体戦 ベスト 16
第 17 回四国高等学校弓道新人大会男子団体 第３位
第 21 回紫灘旗全国高校弓道大会 出場
弓道冬季大会 男子団体優勝
秋季大会 男子団体３位など
第 43 回全国高等学校総合文化祭写真部門３年連続出場
第 42 回全国高等学校総合文化祭写真文門 最優秀賞 優秀賞２名
写真で土佐市を PR！フォトコンテスト最優秀賞 佳作
第 28 回のいち動物公園写真コンテスト 銅賞 審査員特別賞など
（地域貢献活動）
清掃ボランティア
ふれあい出前非行防止教室参加
朝の挨拶運動
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高知県立高知海洋高等学校
高知県立高知海洋高等学校

【学校の概要】
設置学科：海洋学科
生 徒 数：本科 106 名

専攻科 13 名

所 在 地：〒781-1163 高知県土佐市宇佐町福島１番地
ＴＥＬ （０８８）８５６－０２０２
Ｅ-mail

kaiyo-h@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像
○海、船、魚、食などに関して少しでも、興味・関心があり、目的意識を持って努力できる生徒。
○水産・海洋関連産業への就職、または水産・海洋系の大学等に進学したいと考えている生徒。
○他の人への思いやりを持ち、いろいろな実習等にみんなと協力して取り組める生徒。
○入学後、部活動や生徒会活動、ボランティア活動等に意欲的、積極的に取り組むことができる生徒。

〈船舶職員養成課程（５年一貫教育）
〉
○船舶職員になろうとする目的意識が明確で、学ぶ意欲が高く、協調性を持って行動できる生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○県内唯一の水産・海洋系専門高校として、スペシャリストの養成を目指しています。
○２年生では航海・機関・食品の各コースに分かれます。３年生ではユニットによる選択科目を設置して、進路
に応じた分かる授業を行っています。
○実習船土佐海援丸をはじめ、充実した施設等を活用し、海・船・食を多面的に捉えた実習を多く取り入れてい
ます。
○大型船舶運航に必要な海技免状（航海・機関）の国家資格取得を目指した、５年一貫の「船舶職員養成課程」
と高校卒業後に入学可能な専攻科（航海・機関）を設置しています。
○全国有数の最新設備を活かした食品の加工、調理が可能であり、地域と連携した食品開発に取り組んでいます。
○フィッシング・カヌー・マリンダイビング・食品科学、エンジンなど、水産・海洋系専門高校ならではの部活
動やマリンスポーツデーなどの独自の学校行事を恵まれた環境を活用して行っています。
○小型船舶操縦士、潜水士、海上特殊無線技士、食品技能検定、水産海洋技能検定などの専門的な資格取得が可
能です。
○遠方の生徒には寮もあります。
（２）令和元年度卒業生の進路状況（令和２年３月卒業生）
就職

進学

その他

56%

0%

20%

［就職］

41%

40%

60%

［進学］

〇船舶乗船 〇食品製造

〇本校専攻科

〇機械工学関係 等

〇短期大学

80%

3%

100%

［未定］
〇アルバイト・未就職者 等
〇専門学校 等

過去の四年制大学進学実績 … 東京海洋大・高知大・鹿児島大・長崎大・長崎総合科学大、福山大、東京農業大
水産大学校・高知工科大、東海大、近畿大、美作大、徳島文理大、四国学院大など
（３）部活動の状況
硬式野球部、バドミントン部、陸上競技部、カヌー部、柔道部、茶道部、フィッシング部
マリンダイビング部、海洋生物部、食品科学部、進学同好会、エンジン同好会
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高知海洋高等学校の紹介
１ 校訓
「天 空 海 闊」
（てんくうかいかつ）

海を表す「波」をモチーフ
に未来への飛躍を表現した
高知海洋高等学校の校章

理想は天空の如く高く気高く、
心は大海の如く広く豊かであれ

２ 教育方針
海洋高校ならではの恵まれた施設や環境を活用し、知識・技術習得の教育実践をとおして、豊かな人間性を育て、
生徒自らが社会に貢献したいと思うような人材の育成をめざします。
３ 学科構成
海洋学科の入学定員は 80 名です。そのうち 10 名の枠内で、５年一貫で海技免状の国家資格取得を目指す船舶
職員養成課程として募集します。また、進学や就職の目標に沿った科目選択ができます。

21 世紀は「海洋」の新しい時代だといわれています。これからは海を単に「航海の場」や「漁場」としてのみ
とらえるのではなく、海の豊かさ、素晴らしさを再認識し、人類のために海を有効に活用する時代だといえま
す。そのため、海に対する豊かな知識・技術と逞しいチャレンジ精神が求められています。
高知海洋高校は、海洋新時代に対応できる人材育成を目指し、平成９年４月に開校しました。そして、平成 10
年４月には【専攻科】を設置し、平成 21 年４月には、
【船舶職員養成課程】を設置するなど、水産・海洋教育の
充実を図っています。

４ 取得をめざす資格一覧
小型船舶操縦士（１級）
、食品技能検定（１～３類）
、HACCP 検定、潜水士、海上特殊無線技士（２級）
パソコン検定、ボイラー技士（２級）
、危険物取扱者、漢字検定、英語検定、小型フォークリフト、ガス溶接、
水産海洋技能検定、漁業検定、エンジン検定、海技士（４～３級） など
５ 通学方法
１年生ではバス、自転車、徒歩での通学になります。
（バスの所要時間は、ＪＲ高知駅より約 55 分、朝倉駅
より約 35 分です。
）また、遠隔地の生徒は２年生より原付バイク通学が可能（許可制）です。
６ 寄宿舎
男子寮（くろしお寮）は男子 48 名収容できます。定員は、本科生各学年 14 名、専攻科生６名です。
女子寮（なぎさ寮）は女子 15 名収容できます。
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高知県立須崎総合高等学校
高知県立須崎総合高等学校
【 校舎全景 】

【 学校の概要 】
○設置科：普通科、
機械系学科（機械専攻・造船専攻）
、
電気情報系学科（電気専攻・電子情報専攻）
、
システム工学系学科（機械制御専攻・住環境専攻）
○生徒数：１年 134 名、２年 165 名、３年 163 名
○所在地：〒785-0030 高知県須崎市多ノ郷甲 4167-3
○電 話：0889-42-1861
○E-mail：susakisogo-h@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像
≪普通科・工業科 共通≫
■ 将来、地域社会の発展に貢献しようと、多様な活動に積極的に取り組む生徒。
■ 部活動や生徒会活動等に対して、意欲的・積極的に取り組むことができる生徒。
＜普通科＞
■ 国公立大学を中心に４年制大学進学を希望し、学習活動に主体的に取り組む生徒。
■ 幅広い知識や教養を身に付け、短期大学や専門学校、公務員等を希望し、取り組む生徒。
＜工業に関する学科（工業科）＞
機械系学科
【機械専攻】
■ ものづくりに興味があり、機械に関する様々な知識・技術を身につけたい生徒。
＜ドラゴンカヌー体験＞
■ 将来、自動車や鉄鋼分野を中心とした企業で活躍したい生徒。
【造船専攻】
■ 船のことや船を造ることに興味・関心をもち、汗をかきながらものづくりに一生懸命に取り組むことができる生徒。
■ 造船に関する様々な技術を学び、世界の造船業で活躍してみたい生徒。
電気情報系学科
【電気専攻】
■ 生活に必要不可欠な電気について学び、社会に貢献できる技術者を目指したい生徒。
■ 学習した電気の知識や技術を活かし、ものづくりや資格検定に取り組むことができる生徒。
【電子情報専攻】
■ ハードウェアとソフトウェアを中心に情報・通信・制御の知識と技術を習得し、高度情報化社会に対応できる技術者を
目指したい生徒。
■ コンピュータ・電子技術等の先端技術に興味をもち、ものづくりに挑戦してみたい生徒。
システム工学系学科
【機械制御専攻】
■ ロボット制御に興味があり、産業用ロボットの構造やプログラミング学習に興味関心がある生徒。
■ 機械や電気・電子など幅広く専門知識を学習したい生徒。
【住環境専攻】
■ 建築（いえづくり）
・土木（まちづくり）に必要とされる、理数系の基礎学力と専門知識を学習したい生徒。
■ 私たちが日常生活している、住環境や社会基盤の整備・維持管理に責任をもって貢献したいと思う生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○ 高吾地域の進学、産業教育、部活動の拠点校として、教育環境を整え、魅力ある教育に取り組みます。
○ 防災教育で地域と連携し、地域おこし活動を継承し、地域を支える人材を育成します。
○ 普通科では、生徒の多様な進路希望を実現するために、幅広い選択科目を設けています。
○ 工業科では、各種資格試験の受験が可能で、合格率も非常に高くなっています。また、卒業後の進路については、高知県内外
の大手企業をはじめ、各方面においての就職が可能です。大学・短大・専門学校等への進学の選択もできます。

（２）令和元年度進路状況
普通科：４年制大学〔２８名〕、短期大学〔６名〕、専修各種学校〔２８名〕、就職〔県内１３名・県外 ９名〕
工業科：４年制大学〔 ０名〕、専修各種学校〔１１名〕、就職〔県内２１名・県外２５名〕
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≪普通科の主な進路≫
【４年制大学】
（国公立）高知大学、高知県立大学、高知工科大学（私立）高知リハビリテーション専門職大学、大阪学院大学、
岡山理科大学、四国大学、高松大学、松山大学、松山東雲女子大学、美作大学 等
【短期大学】 （私立）高知学園短期大学、松山東雲短期大学
【専修各種学校】ＲＫＣ調理製菓専門学校、高知開成専門学校、高知情報ビジネス＆フード専門学校、高知病院附属看護学校、
高知福祉専門学校、国際デザイン・ビューティカレッジ、四万十看護学院、土佐情報経理専門学校 等
【就職】県内：旭フレッシュ㈱、㈱乾仏具店、エム・セテック㈱、三昭紙業㈱、日本郵便㈱、ハヤシ商事㈱、松田鉱産㈱ 等
県外：㈱アドヴィックス、㈱キユーソーエルプラン、㈱サンデリカ、ＪＦＥ物流㈱、㈱デンロコーポレーション 等
≪工業科の主な進路≫
【専修各種学校】高知情報ビジネス＆フード専門学校、高知理容美容専門学校、龍馬看護ふくし専門学校、京都建築大学校、
ＨＡＬ大阪、高知職業能力開発短期大学校 等
【就職】県内： ㈱生田組、㈱ＳＫＫ、㈱技研製作所、㈱技研施工、四国電力㈱、白石工業㈱、新高知重工㈱、住友大阪セメント㈱、
日本製紙パピリア㈱、㈱ミロク製作所、㈲矢野工務店、四電エンジニアリング㈱、㈱四電工 等
県外：ＯＫＩクロステック㈱、尾道造船㈱、ＪＦＥスチール㈱、(一財)四国電気保安協会、㈱シマブンコーポレーション、
住友電気工業㈱、ダイオーロジスティクス㈱、大成化工㈱、常石造船㈱、東芝エレベータ㈱、豊田自動織機、
東レ・モノフィラメント㈱、内海造船㈱、日産自動車㈱、㈱ミック、四国地方整備局 等

（３）部活動の状況
（体 育 系） 陸上競技部、相撲部、卓球部、ハンドボール部、バスケットボール部、ソフトボール部、バレーボール部、
バドミントン部、サッカー部、テニス部、空手道部、カヌー部、野球部
（文 化 系） 音楽部、吹奏楽部、美術部、書道部、写真部、放送部、将棋部、茶道部、軽音楽部、文学部、人権問題研究部、
英語同好会、商業部、食物部、被服部、機械工作部、
造船部、電気工作部、ユニバーサルデザイン部
（活動実績） 全国大会：カヌー部（インターハイ・国体）
造船部（柳川ソーラーボート大会７年連続優勝）
四国大会出場：カヌー部、相撲部、空手道部
卓球部・バレーボール部等は県大会上位入賞。
書道部は種々の大会で受賞。商業部は様々なイベントで活躍。

（４）特色ある教育内容
◆普通科
共通 [１年生]
勉強と部活動の両立を目指し、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力の知・徳・体それぞれをバランス良く鍛えます。１年次は、全員
共通の科目を履修し、特に数学・英語では個に応じた授業を行い、基礎学力を定着させ、進路実現のための学力を伸ばします。

文理コース [２・３年生]

教養コース [２・３年生]

国公立大学を中心とした４年制大学や看護・医療系の学校への
進学を希望する生徒、公務員志望の生徒を対象に、大学入学共通
テストや一般入試（公務員試験）に対応できる学力を身につけま
す。補習や模擬試験等を充実させ、自ら学ぶ態度を養います。

幅広い知識・教養を習得し、主に短期大学・専門学校（商業
分野、生活関連分野等）への進学に対応できる学力を身につけ
ます。また、多くの体験的な活動等を通して地域社会の発展に
貢献できる能力や態度を養います。

◆工業科
普通教科
（基礎学力） 全体の約 55％

普通教科で中学校の学習をさらに発展させ、高校卒業レベルの基礎学力の定着を目指します。

専門教科（専門力）

新たに学習する分野で、入学した専攻の専門知識や技能・技術、資格取得を目指します。

全体の約 45％

※資格検定の取得：令和元年度は、１９種類の資格・検定に２３８名が合格しています。

（５）主な学校行事
４月
５月
６月
７月
８月
９月

入学式・始業式・新入生仲間づくり研修
ホームデー・県高等学校体育大会・中間考査
キャリア教育講演会
期末考査
インターンシップ
始業式

１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
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文化祭又は体育祭・中学生体験入学・中間考査
技術競技大会・マラソン大会
期末考査・保護者面談
始業式・学習成果発表会
２年生修学旅行
卒業式・学年末考査・修了式

22

１

高知県立佐川高等学校

22

【学校の概要】
○設置科：全日制普通科
○生徒数：１００人
○所在地：高知県高岡郡佐川町乙 1789-5
○電 話：(0889)22-1243
○E-mail：sakawa-h@kochinet.ed.jp

高知県立佐川高等学校

志願してほしい生徒像
１ 本校への進学を強く希望する生徒
２ 毎日の授業を大切にし、自ら進んで学習に取り組む熱意があり、家庭でも勉強をしっかりとできる生徒
３ 部活動やホームルーム活動・学校行事・生徒会活動などを意欲的に取り組むことができる生徒
４ 社会や学校のマナー・ルールがしっかりと身に付いており、他人に対する思いやりがある生徒
５ 大学・短期大学・専門学校への進学、また就職など将来へのしっかりとした目標をもち、それに向けて努力すること
のできる生徒

２ 学校の紹介
（１） 学校の特色
１ 「いのち輝け」という校是のもと、生徒一人一人が自分の良さや力を認識し、自らの生き方を自らの力で切り拓いて
いける人間を育てることを目指しています。
２ おだやかで落ち着いた雰囲気の学習環境の中で、マナーを大切にし、人間性豊かな生徒の育成を目指しています。
３ 地域の生徒が、地元の大学・短期大学・専門学校に進学することができるように、確かな学力の向上を図り、それぞ
れの生徒の進路希望をかなえる学校を目指しています。
４

「学習」の充実はもちろんのこと、部活動の充実や活性化に取り組み、心身ともに健全な人間の育成を目指していま
す。

５ ９０年を超える歴史と伝統を誇りとし、生徒一人一人に温かく、行き届いた指導を心がけ、地域になくてはならない
学校を目指しています。

（２）

令和元年度卒業者の主な進路状況

（進学）
【大

学】高知大学、高知県立大学、高知工科大学、高知学園大学、四国学院大学、環太平洋大学、日本文理大学

【短期大学】高知学園短期大学、美作大学短期大学部、聖カタリナ大学短期大学部
【専門学校】高知職業能力開発短期大学校、平成福祉専門学校、龍馬看護ふくし専門学校、清和准看護学院
高知情報ビジネス＆フード専門学校（３）、広島ビューティ＆ブライダル専門学校、河原医療大学校

（就職）
【県

内】株式会社トヨタレンタリース、株式会社高知銀行、株式会社土佐っ子、澁谷食品株式会社、四国部品株式会社
株式会社技研製作所、有限会社福原鉄工、日清医療食品株式会社

【県

（３）

外】ダイオーミルサポート株式会社、大王海運株式会社

部活動の状況

本校は、魅力ある学校づくりとして「学力の向上」のほか「部活動の活性化」に力を入れています。県内で上位進出を果
たし全国大会に出場した部活動もあります。多くの生徒が、それぞれの目標に向けて懸命に部活動に励んでいます。
（体育系）

ソフトボール、バレーボール、卓球、バスケットボール、テニス同好会

（文科系）

茶道、放送、音楽、パソコン、美術・漫画、写真、書道、地域マネジメント同好会

（活動実績）
【漫画部】

平成２６年度第２３回全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）出場

【ソフトボール部】 平成２７年度全国高等学校選抜大会高知県予選優勝、高知県高等学校秋季大会優勝
平成２８年度高知県高等学校体育大会ソフトボール競技の部優勝、
平成２８年度高知県高等学校春季・秋季大会優勝、全国高等学校選抜大会高知県予選優勝
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校

是

教育方針
生徒一人ひとりの夢の実現を目指し、個性と人権を尊重しつつ社会人として

「生きる力」を持った健全な人材の育成に努める。
教育内容
個性を伸ばす教育を行うため、２年生より２つのコースに分かれます。
１年生の英、数、国、理、地歴、公民等の学習を継続的に進めます。同時に、興味・
教養系 関心・進路に応じて、就職（商業、家庭等）、専門学校、短期大学の分野を選択し、
専門的な知識技能も修得できる『個性伸長型』のカリキュラムです。

文・理
系

１年生の英、数、国、理、地歴、公民等の学習をさらに深く掘り下げて行います。
同時に、受験に対応できるよう、文系、理系（看護、リハビリ等）の分野を選択で
きる『大学進学型』のカリキュラムです。

いのち輝け ～さくら咲くプロジェクト～
｢いのち輝け～さくら咲くプロジェクト～」は、総合的な探究（学習）の時間に、地域に根差し
たキャリア教育を行うもので、平成２７年度入学生から実施しています。
１年生は、校是「いのち輝け」のもと、高い志を持ち創造的で豊かな人間性と地域社会に貢献
できる逞しさを備えた人材へと成長するために、佐川高校生の主な出身町村である４カ町村の歴
史や文化、産業を学習します。また、実際に地域に出て学ぶことにより、将来地域を支える人材
となり活躍しようとする意識を醸成します。
２年生は、インターンシップに取り組み、地域で体験学習を実施します。
３年生は、出身町村の「持続可能な町・村づくり」に向けて、生徒自身による提言を行います。

【１年生地域学習】

【２年生インターンシップ】
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【３年生成果発表会】

2323

高知県立窪川高等学校
高知県立窪川高等学校

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
（地域リーダー養成コース、進学コース）
○生 徒 数：６４名（１・２年１学級、３年２学級）
○所 在 地：高知県高岡郡四万十町北琴平町 6-1
○電

話：0880-22-1215

○Ｆ Ａ Ｘ：0880-22-2552
○E – mail：kubokawa-h@kochinet.ed.jp

○Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kochinet.ed.jp/kubokawa-h/

１

志願してほしい生徒像
・規則正しい生活習慣が身についている人、また、規則正しい生活習慣の大切さが分かる人。
・学習をする習慣が身についている人、また、学習することの大切さが分かる人。
・義務教育（中学校）での教科の内容を理解している人、また、理解しようと頑張っている人。
・部活動など何かに打ち込めている人、また、打ち込める態度ができている人。
・自分の将来のことをご家族、先生、友だちなどと話ができる人。
・地域活動やボランティアなど自分のこと以外の活動をしたい人。

２

学校の紹介

（１）学校の特色
・１年次は共通、２年次よりⅠ型（地域リーダー養成コース）とⅡ型（進学コース）に分かれ、
進路希望に応じた学習（授業・補習等）を行います。
Ⅰ型･････２年次より商業系と農業系に分かれ、実習や地域課題研究等、実践的な学習を行う
とともに、各種検定・資格取得を目指します。
Ⅱ型･････理系と文系に分かれ、国公立大学や私立大学、短期大学や看護医療系の専門学校等
への進学に対応した学習を行います。
・明るく真面目で素直な生徒が多く、地域のニーズを把握し、生徒一人一人の希望進路実現できる
魅力ある学校を目指しています。
・学校行事や生徒会活動、部活動やボランティア活動を大事にしています。
・小中学校、家庭、地域等が連携・協働し、生徒の成長を支援していきます。
・高吾地域での進学合宿や関西研修（大学研修・企業訪問）等を実施します。
・高知県教育センターとの遠隔授業、ＩＣＴ学習支援教材「すらら」の活用、町営塾「じゆうく。」
との連携を行っています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
進学：大阪樟蔭女子大学学芸学部国際英語学科、美作大学生活科学部社会福祉学科、高知リハビ
リテーション専門職大学作業療法学専攻（２）
、高知県立幡多看護専門学校看護学科、平成
福祉専門学校介護福祉学科、龍馬看護ふくし専門学校看護学科、国際デザイン・ビューティ
カレッジマンガ科、高知情報ビジネス＆フード専門学校ショップブライダル学科、土佐情報
経理専門学校医療情報管理科、大阪こども専門学校保育科
就職：四万十町職員、公益財団法人四万十公社、とさでん交通株式会社、記念住宅株式会社、高
知ダイハツ販売（株）、Ｒ－ＳＴＥＰ株式会社、土佐ガス（株）、社会福祉法人明成会障害
者支援施設オイコニア、日本郵便株式会社四国支社（２）
、ダイオーエコワーク株式会社、
四国旅客鉄道株式会社、株式会社ちぬやホールディングス、都ユニリース株式会社、コウ
ノイケスカイサポート株式会社
進路別の割合：大学等進学者 15.4％、専修学校等進学者 26.9％、就職者 57.7％
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（３）部活動の状況
体育系：陸上競技、バレーボール、バスケットボール、野球、サッカー、ソフトテニス、
卓球、水泳同好会
文化系：文芸・演劇、音楽、クリエイティ部、食物・手芸、茶華道、地域探究同好会
＜活動実績（抜粋）＞
ソフトテニス部 個人戦で県体に出場
卓球部 団体戦・個人戦で県体に出場
音楽部
第１７回高知県高等学校軽音楽演奏会軽音楽祭 最優秀賞等各種大会入賞多数。米こめフェス
タ、砂浜海の音楽祭などの地域の催し等を通じて、学校と地域、音楽の魅力を発信。
クリエイティ部
美術部から名称変更し、さまざまな創作活動を行う。地域活動にも参加。
茶華道部
月１回茶道、月２回～３回華道を行っている。台地祭りでも花の展示を行う。
食物・手芸部
ドライバーサービスや Chercher2019 など、地域での活動にも参加。
地域探究同好会
地域探究活動をおこなう。地域行事や各種イベントにも積極的に参加。県外の高校とも交流。

３

主な学校行事など
１年生宿泊研修

１年生は４月に１泊２日で宿泊研修
を行い、３年間の心構えなどを学びま
す。

車両系建設機器技能講習

車両系建設機械の資格取得が可能です。

関西研修（企業訪問）

関西研修を行い、進路意識の向上を
図っています。

関西研修（大学訪問）

金太郎夜市

清掃ボランティア活動

関西研修では、大学訪問も行い、
大学生との交流も持ちました。

窪川町の祭りのひとつである金
太郎夜市に企画・運営まで参加しま
す。

地域の清掃ボランティア活動を実
施し、大変喜ばれています。

農業販売実習

総合学習等発表会

地域課題研究

球根ベゴニア、シクラメン、白菜などの販
売は、地域でとても好評です。

総合的な学習・探究の時間や地域課題
研究の授業で学習したことを、発表しま
す。

街頭インタビューなどを行い、地域
の課題解決に向けて取り組みます。
日頃の思うことなどざっくばらん
に話しができる機会もあります！
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【学校の概要】

高知県立檮原高等学校
高知県立檮原高等学校

○設 置 科：普通科
○生 徒 数：１２4 名
○所 在 地：高知県高岡郡梼原町梼原 1262
○電

話：0889-65-0181

○E – mail：yusuhara-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
○郷土の自然を愛し、地域に貢献しようとする生徒
○部活動や生徒会活動に積極的に取り組む生徒
○目的意識を持ち、自己実現に向かって努力する生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○四万十川上流域にある本校は、連携型中高一貫教育校として、
東津野・梼原の２中学校と連携し、６年間の計画的・継続的
な教育を行っています。
○キャリア教育を学校教育の中心に据え、地域や社会に貢献す
る人づくりを目指し、学力向上やコミュニケーション能力の
育成等の実践を行います。
○英語・数学においては、中高教員による少人数の習熟度別学習を取り入れています。また、
農業・家庭・商業に関する科目も設置しています。
○海外留学制度や海外研修もあり、神楽やアーチェリーなど特色ある部活動も行っています。
○高い進路決定率を誇り、生徒の夢・希望を支える教育を実践しています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）
国公立大学…5 名
高知大学 3
高知工科大学 2
短期大学…5 名
高知学園短期大学 4
徳島文理短期大学

私立大学…10 名
愛知産業大学
高知学園大学 2
徳島文理大学 2
四国学院大学
星城大学
川崎医療福祉大学
神戸医療福祉大学
南九州大学

専門学校等…9 名
高知高等技術学校
高知県立林業大学校
高知職業能力開発短期大学校
龍馬看護ふくし専門学校
国際ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾋﾞｭｰﾃｨｶﾚｯｼﾞ
平成福祉専門学校
四万十看護学院
大阪こども専門学校
広島リゾート＆スポーツ専門学校

（就職）
県内就職…9 名

県外就職…2 名

旭食品(株)・(株)技研製作所・(株)中成・(株)けん
かま・(株)明神丸・(有)ｼﾞｮｲﾝﾄｼｮｯﾌﾟｷﾀｵｶ・自衛隊
（自衛官候補生）・高知県警察 2

日本食研ホールディングス(株)
(株)キャプティ

（３）部活動の状況
（体育系）

アーチェリー部
バスケットボール部
硬式野球部
剣道部
陸上部
硬式テニス部
（文化系） 美術部
音楽部
梼原ディスカバークラブ（神楽）
（活動実績）硬式野球部：第 99 回全国高等学校野球選手権高知大会 準優勝（平成 29 年度）
アーチェリー部：令和元年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）出場
梼原ディスカバークラブ：2020 こうち総文プレ大会出演
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■教育課程
1 学年

2 学年・3 学年

進

文理コース

共通
科目

路

大学、短大
専門学校等
就職、公務員

家庭ビジネスコース
農業コース

日々の授業を第一に考え、学力の向上に努めています。また、進学・就職に向けて、放課後
の補習・土曜補習・添削指導・長期休業中の補習・模擬試験等を行っています。
■学校行事

春のホームデー

園児田植え体験

体育祭・文化祭

龍馬脱藩の道錬歩会

新入生宿泊研修

長期海外研修

球技大会

修学旅行

（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）

■特色ある教育活動
■連携型中高一貫教育

■家庭クラブ・農業クラブ
家庭クラブ・農
業クラブとも意
欲的な活動が行
われています。

津野山地域では、地域の中学
校、梼原高校３校が、中高一貫
校として生徒の交流や、学力の
向上、伝統文化の伝承等に取り
組んでいます。

■自己実現を目指して
キャリア教育の推進を柱にした教育活動を行っています。進路講演会、
面接マナー講座、進路ガイダンス、総合的な学習・探究の時間発表会、
ボランティア活動等に取り組んでいます。
また、ＹEＬL プロジェクト（総合的な学習・探究の時間）では、
津野山地域の社会資源を活用し、将来の自分の進路や仕事について考え
進路実現を図る取組を行っています。
■孝山寮、越知面シェアハウス (寄宿舎)
梼原高校では、県内全域より入学生を受け入れられる寄宿舎
として孝山寮、越知面寮（シェアハウス）の２寮があります。
現在、４7名の生徒が寮生活を送っています。令和3年4月には
新しい寮（2人部屋）に移転する予定です。また、寮では夜間
補習を実施して学力向上に励んでいます。
遠方の方で、梼原高校に入学される場合は入寮をご検討くだ
さい。
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【学校の概要】

高知県立四万十高等学校
高知県立四万十高等学校

○設 置 科：普通科（普通コース・自然環境コース）
○生 徒 数：６３名
○所 在 地：高知県高岡郡四万十町大正 590-1
○電

話：0880-27-0034

○E – mail：shimanto-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
○夢や目的意識を持ち、日々の授業や部活動等に積極的に取り組むことができる生徒。
○チャレンジ精神を持ち、自ら課題解決に挑戦する熱意ある生徒。
○自分自身はもちろんのこと、身のまわりの全ての人を大切にしようとする生徒。
【以上の３点に加え、自然環境コースを志願する生徒に望むこと】
○自然環境に興味を持ち、観察や野外活動等に意欲のある生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○四万十の豊かな自然と心温かい地域が学びのフィールドです。
○大正・十和地域の３中学校との連携型中高一貫教育を推進しています。中学校での学びを生
かし、6 年間の教育活動で生徒一人一人の個性や能力を伸ばしていきます。
○四万十川流域の自然・文化の体験学習や本校独自の科目を設定し、環境教育を推進していま
す。環境に対する人間の責任と役割を理解し行動できる人を育てます。
○少人数指導やＩＣＴを活用した分かる授業や補習を充実させ、学力の向上を図ります。
○キャリア教育を充実させ、生徒の多様なニーズに応じた指導等を通して夢の実現を支援しま
す。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）四国大学
高知学園短期大学
高知県立林業大学校、京都建築専門学校、高知ビジネス＆フード専門学校
高知理容美容専門学校、高知公務員学院、RKC 調理製菓専門学校
（就職）株式会社あぐり窪川、株式会社ワークステーション MEG
※

四万十高校では生徒のニーズに合わせ、個人指導を中心に幅広い分野にわたって進路指導を行
い、進路保障を確実なものとしています。

（３）部活動の状況
（体育系） ソフトボール部（男子）
バレーボール部（女子）
バスケットボール部（男子）
（文化系） 自然環境部
緑葉部
放送部
美術部
家庭科部
情報処理部
音楽部
ドローン同好会
バレーボール部
自然環境部
（活動実績）ソフトボール部
高知 PW によるソフトボール教室（年 5 回）
令和元年度高知県高等学校夏季大会 第 2 位
音楽部
第 3５回ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾃｭｰﾃﾞﾝﾄ ｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 奨励賞
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水質調査

ソフトボール部

数学・英語等普通科目を
中心にしたコースです
が、商業科等も選択がで
きます。大学や国家資格
取得を目指す進学・公務
員や地域の中核企業へ
の就職等、幅広い進路実
現に対応しています。

農業実習

森学習
（市の又風景林）

川学習
（水質調査）

教科「自然環境」を設置
し、森・川・海のつなが
りや人と自然との共生
について「探究」と「研
究結果発信」を中心とし
た学習を行っています。
林業、農業関係への進路
に対応しています。

販売実習

林業実習

海学習
（高知県西部）

黒尊研修

結の森

（黒尊渓谷）

（四万十町大正）

様々な自然環境教育を通して、実り多い学びを展開しています。

●大自然を丸ごと体で感じながらの体験学習
●専門家による野外実習･講義が充実！
●結の森の活動（ＫＯＫＵＹＯ・四万十町森林組合共催）

●地域を知る学習
●地域活性化の企画作り
●就職ガイダンス
●インターンシップ
●きめ細かい個人指導
各種補習
面接・小論文指導

●意欲的な活動
●生徒自らのアイデア
●ボランティアへの参加
●周りに配慮した行動
●自然環境への配慮
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高知県立大方高等学校
高知県立大方高等学校

校訓 自主・努力・創造

〔学校の概要〕
○設置科：普通科
○生徒数：８０
○所在地：幡多郡黒潮町入野 5507
○電 話：0880-43-1079
○E-mail：ogata-h@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像
○
○
○
○
○
○

本校で学習したいという意志を強く持ち、将来の目標や夢に向かってチャレンジする生徒
文化・スポーツ面に優れ、本校でその力をさらに伸ばしたい生徒
ボランティアなどの体験型活動に積極的に取り組むことをとおして進路獲得につなげたい生徒
自分の興味・関心のある分野をさらに深め、大学等への進学を目指したい生徒
簿記・ワープロ・情報処理などの高度な資格を取得したい生徒
地域防災の充実や地域社会の発展に貢献し、支えていくための実践を展開したい生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○ 学ぶ意欲を持った生徒たちへ門戸を開く学校として、他者を思いやり尊重する心や共感する心を育み、協力し
合いながら人間関係を築いていこうとする態度やコミュニケーション力を育成します。
○ 全日制単位制普通科高校として、多様な教育課程の編成や学校外での学修（ボランティア活動、資格取得等）
の単位認定など、生徒の多様なニーズに応える「学び」のシステムを生かして、生徒一人一人の個性や能力を
伸ばしていきます。
○ 入学時からの計画的なガイダンスを実施するとともに、学校生活や心に関するカウンセリングをきめ細かく行
います。
○ 地域や大学と連携した探究活動（ソピアの旗プロジェクト）の推進や、地域貢献をテーマに学び、行動にうつ
す地域と連携した防災活動等を通して、社会で活躍できる人材の育成に努めます。
○ 校内にある黒潮町公設塾の活用と連携を行い、進学希望生徒の進路実現をサポートします。

（２）令和元年度卒業生の主な進路状況
四年制大学

高知県立大学 美作大学 神戸医療福祉大学 姫路獨協大学 日本文理大学

短期大学

高知学園短期大学

専門学校

なにわ歯科衛生専門学校 大阪医療秘書福祉専門学校 アミューズメントメディア総合学院
岡山ビューティーモード専門学校 東京ビジュアルアーツ専門学校 高知情報ビジネス＆フ
ード専門学校 平成福祉専門学校 高知福祉専門学校 近森病院附属看護学校

就

とさでん交通 日産サティオ高知 T's Mart ＣＫＤシコク精工株式会社
自衛官候補生 千房 舞昆のこうはら トヨタ車体 山文商事

職

（３）部活動
女子サッカー部始動！
セレッソ大阪スポーツクラブより派遣の指導者による指導、幡多地域の女子 Jr ユースチームと連携。
通学できない地域から、女子サッカー部へ入部のため本校への入学を希望する生徒のため下宿を確保。

53

（４）教育課程 本校では、多くの科目から自分の興味・関心・進路希望に合ったものを選択し、自分の時間割を作ります。
夢を実現する３つのコース
目標別選択科目の例
文理コース（大学進学をめざすコース）
○ 大学など上級学校進学へチャレンジするには！
・国語演習 ・古典 ・地歴演習 ・数学演習 ・数学Ⅲ ・理科演習
・物理 ・生物 ・化学 ・コミュニケーション英語Ⅲ ・英語演習
etc

商業・情報コース（検定を取得して進学や就職につなげるコース）
○ 各種上級資格の取得にチャレンジするには！
・簿記 ・財務会計 ・原価計算 ・情報処理 ・プログラミング
・管理会計 ・英語演習 ・数学演習
etc

地域創造コース（地域で活躍できる人材を育成するコース）
○ 個性を伸ばし進路実現へチャレンジするには！
・地域学Ⅰ ・地域学Ⅱ ・教養数学 ・マーケティング ・生活と福祉
・フードデザイン ・生活教養 ・広告と販売促進
etc

◎この他、ライフセービングや潮風のキルトなどユニークな学校設定科目があります！
令和３年度１年次生開講予定科目
教
科

国

語

科
目
名

国語総合④
（習熟度別講座）

教
科

保健体育

科
目
名

体育②
保健①

教
科
科
目
名

情

報

社会と情報②

○付数字は単位数を表します。
地歴公民

数

数学Ⅰ④
（習熟度別講座）
数学Ａ②

現代社会②

芸

術

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ④
コミュニケーション英語基礎②
英語トレーニング②

音楽Ⅰ②
美術Ⅰ②
商

学

業

理

科

生物基礎②

家

庭

家庭基礎②

ソ ピ ア(学校設定教科)

簿記④
ビジネス基礎②

ソピアⅠ①
地域学入門②

(５）総合的な探究の時間＆防災活動の推進
２年次には総合的な探究の時間に、地域の人たちの協力のもと、地域の課題を解決する「自律創造
型地域課題解決学習」に取り組んでいます。
また、防災委員や地域創造コースの生徒たちを中心に「防災教育の大方高校」として、地域と連携
した取組を積極的に展開しています。

かつばあ

（カツオたたきバーガーは、本校の総合的な学習の時間のアイデアから生まれました。
）
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【学校の概要】

高知県立幡多農業高等学校
高知県立幡多農業高等学校

○設 置 科：園芸システム科
アグリサイエンス科
グリーン環境科
生活コーディネート科

校

○生 徒 数：３１４名

訓

○所 在 地：四万十市古津賀３７１１

至誠・勤労・礼節・親和

１

話：０８８０－３４－２１６６

○E– mail：hatanogyo－h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像

○
○
○
○
○

２

○電

将来の夢や目標を持ち、充実した高校生活を送りたいという意欲のある生徒
農業の各分野（自然や動植物）に対する興味・関心がある生徒
各教科の学習や、各学科での実習に積極的に取り組める生徒
周りの人に対して思いやりの気持ちを持てる生徒
部活動、生徒会活動、ボランティア活動等に意欲的に取り組める生徒
・ 園芸システム科
⇒ 特に植物の栽培や管理等に興味関心がある
・ アグリサイエンス科
⇒ 特に動物の飼育や作物の栽培、管理等に興味関心がある
・ グリーン環境科
⇒ 特に森林や地域の環境等に興味関心がある
・ 生活コーディネート科 ⇒ 特に衣・食・住、福祉等に興味関心がある

学校の紹介

（１）学校の特色
○ 生徒の夢や希望を実現できる学校
農業の持つ教育力で、心豊かな人間性を育てるとともに、自主性、自立性、生きる力等を育成し
て、生徒一人一人の将来の夢や目標が達成できる教育を実践している。
○ 豊かな自然に囲まれた学校
○ 様々な体験のできる学校
○ 多くの活躍の場のある学校
アグリパークはたのう推進事業・アグリっ子活動支援事業などを柱とした様々な行事や学習を展
開するとともに、地域に開かれた学校づくりを進めている。
また、生徒の資格取得や部活動を支援し、落ち着いた雰囲気で学習できる環境が整っている。

１ 特色ある教育内容
「農業を学ぶ」「農業で学ぶ」をモットーに、「学ぶ力」「豊かな心」「行動力」のバランスの
取れた人間教育（人づくり）を実践しています。
(1)
①
②
③
④
⑤

将来の夢や希望進路の実現に向けて（アグリっ子支援活動）
２年生より興味・関心、能力・適性、希望進路に対応した３コースを設置
習熟度別学習の実施(数学・国語・英語)
進路ガイダンス、早朝補習、放課後補習、添削指導の実施(大学進学・公務員対策)
各種資格の取得支援(講習会等の実施)
様々なインターンシップの実施
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(2) 豊かな心の育成のために
① 農業教育を通して健全な心を育み、特に「豊かな感性」「豊かな心」を育む
② 部活動、農業クラブ活動をとおした「生きる力」を育む
(3) 開かれた学校づくりと多くの活躍の場の提供(アグリパークはたのう活動)
① 「はたのう市場」の開催(年間３回)
② 多彩な学校行事
③ 体験学習の受入れ(小・中学生)や地域支援活動の実施と各種ボランティア
２

主な学校行事
遠足、体育祭、文化祭（はたのう祭）、マラソン大会、インターンシップ（北海道実習・オラン
ダ研修等)、農業クラブ諸行事、課題研究発表会、田植え

（２）令和元年度進路状況
【進学】
（大学）高知大学、高知リハビリテーション専門職大学（２）
、東京農業大学、駒澤大学、国士舘大学、大
阪国際大学、羽衣国際大学、関西福祉大学、神戸親和女子大学、岡山理科大学、就実大学、福山大学、
徳島文理大学、四国学院大学、南九州大学（２）
（短大等）高知学園短期大学（５）、美作大学短期大学部（４）、川崎医療短期大学、香川短期大学
（大学校）高知県立林業大学校（２）
（専門学校）高知県立幡多看護専門学校（２）、四万十看護学院（５）
、近森病院附属看護学校（２）
、龍馬
看護ふくし専門学校、土佐リハビリテーションカレッジ（３）、平成福祉専門学校（２）、高知福祉専
門学校、四国医療工学専門学校（４）、RKC 調理製菓専門学校、高知情報ビジネス＆フード専門学校
（２）
、土佐情報経理専門学校、高知理容美容専門学校（２）
、国際デザイン・ビューティカレッジ（２）、
高知公務員学院、四国医療専門学校、大阪医療福祉専門学校、京都医療福祉専門学校、京都調理師専
門学校、AWS 動物学院、放送芸術学院専門学校 など
【就職】
（公務員）陸上自衛隊 （県内企業）株式会社四万十ロイヤル（２）、
（株）サニーマート、有限会社おお
ぐし農園、東精肉店、高知県農業協同組合（２）
、株式会社コスモス薬品、
（株）サカイ引越センター
高知支社、中村市森林組合、幡西道路建設（株）
、株式会社ニチイ学館（２）
、日本郵便株式会社四国
支社、タイム技研高知株式会社、（株）城西館 （県外企業）株式会社あわしま堂、株式会社クラウ
ン、俺の株式会社、ロングライフホールディング株式会社、阪南理美容株式会社、株式会社リブート
福岡支社、株式会社ホテル椿館 など

（３）部活動の状況
本校では、教育活動の大きな柱の一つに部活動を位置付け、体育系１３部、文化系６部が活発に活動し
ています。ソフトテニス部や陸上部、ボート部、県下唯一の馬術部など、連年にわたり四国大会・全国大
会に出場しています。
（体育系）陸上部、柔道部、バスケットボール部、弓道部、ソフトテニス部、バドミントン部
卓球部、バレーボール部、ソフトボール部、ボート部、馬術部、野球部、サッカー部
（文化系）写真部、放送部、美術部、茶華道部、音楽部、自然科学部
（活動実績）
（昨年度）
［陸上部］県体男子 100ｍ６位、男子 400ｍ５位、男子 5000m２位、400mH３位、
走高跳２位、４位、走幅跳４位、三段跳３位、砲丸投２位、円盤投２位、やり投げ６位、八種競技３位、
4×100ｍリレー４位、4×400ｍリレー６位、県体女子 400ｍ６位 1500m４位、3000m３位、円盤投４
位 四国大会男子 5000m６位（四国大会出場 14 名、インターハイ出場１名、国体出場１名、都道府県
駅伝出場２名）［ソフトテニス部］女子個人戦 準優勝、（四国大会出場４名 インターハイ出場２名）
［ボート部］県体男子舵手付きクォドルプル２位
女子ダブルスカル ２位（四国大会５名出場）
［馬
術部］中四国団体３位（全国大会出場５名）国体出場１名
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１

【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：４８８名
○所在地：〒787-0003 高知県四万十市中村丸の内 24
○電 話：０８８０－３４－２１４１
○E-mail：kennakamura-jh@kochinet.ed.jp

高知県立中村高等学校
高知県立中村高等学校

志願してほしい生徒像
○学業だけでなく、部活動や生徒会活動等にも熱心に取り組み、入学後もこうした活動を継続で
きる生徒。
○素直でやさしく、思いやりを持った行動ができ、中学生としての基本的な生活習慣が身に付い
ている生徒。
○大学進学への強い意志を持ち、自主的かつ意欲的に学習への取り組みができる生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○１００有余年の歴史と伝統を有し、落ち着いた教育環境の学校です。
○教科の学習、進学を中心とした補習や模擬試験、進路ガイダンス等が充実しています。
○併設型中高一貫教育を生かした中・高合同の学校行事や、学校生活や学習にピア・チューター
制度を取り入れるなど、積極的に異年齢集団の交流を深めています。
○夢を見つけ、実現するための「キャリア学習」や「朝プレ」などを通して、真の学力、生きる
力の育成を目指しています。
○「地域探究」、「なかむら未来学発信場」（キャリア学習の発表会）などを通して、自分や地域
の未来について考え、語ることのできる生徒の育成を目指しています。
〇「生徒自主防災組織ＮＤＳＤ」による防災活動、「なかこう安全隊」による地域安全活動、ボ
ランティア活動、挨拶運動等に積極的に取り組んでいます。

（２）令和元年度卒業生の合格・内定実績
○国公立大学：茨城

富山

横浜市立

静岡

岡山 広島 徳島 愛媛 高知

大阪府立

高知県立 高知工科 九州歯科

○私 立 大 学：青山学院

立教

中央 法政 日本 専修 関西 関西学院 同志社 立命館

京都産業

近畿

甲南 岡山理科 徳島文理 松山 九州産業 他

○短 期 大 学：大妻女子

美作

高知学園

○専 門 学 校：高知病院附属看護
○就

職：高知県職員

幡多看護 大阪外語 他

四万十市役所 プロジェクトホンダ 他

（３）部活動の状況
○体

育

系：バドミントン

○文

化

系：音楽 美術

剣道 卓球 柔道 硬式野球 ソフトテニス

バスケットボール

サッカー 弓道 水泳 バレーボール 陸上

書道

華道 茶道 英語 漫画研究 写真 放映 科学
将棋 詩吟愛好会

手芸

調理

演劇

○全国大会出場：柔道

弓道

ソフトテニス 陸上

○四国大会出場：柔道

弓道

ソフトテニス 陸上 演劇
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教育課程表、コース
1
１年

2

3

4

5

6

令和３年度入学生教育課程表（予定）
7

8

現代
社会

国語総合

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

数学Ⅰ

数学Ａ

生物
基礎

体育

音楽Ⅰ
保
美術Ⅰ
健
書道Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅰ

英語
表現
Ⅰ

家庭
基礎

社会と
情報

総
合
学
習

LH

１年生は全員共通教科科目を履修し、２年生から人文型・自然型のコースに分かれます。
＜卒業後の主な進路＞（人文型：文科系大学・短大・専修・各種学校等への進学）
（自然型：理数系大学・短大・専修・各種学校等への進学）

進路関係
卒業年度

過去３年間の合格者数

中村高校生徒自主防災組織
マスコット「カワボー」

※過年度含む

国公立大学

私立大学

短期大学

専修･各種学校

就職(公務員)

令和元年度

５３

１９９

５

２８

７（４）

平成 30 年度

５１

１６６

８

２５

１２（１０）

平成 29 年度

３４

１６８

８

３４

１３（２）

主な学校行事
１学期

４月
５月
７月

始業式 入学式 新入生オリエンテーション
遠足 生徒総会 県体
６月 中間考査
期末考査 ホームマッチ 終業式 夏期補習

２学期

８月
９月
11 月
12 月

夏期補習 始業式 課題テスト
なかこう祭 体育祭
10 月 中間考査
生徒総会 マラソン大会 著名人講演
期末考査 終業式 冬期補習

３学期

１月
２月
３月

冬期補習 始業式 課題テスト 研修旅行
生徒総会 「なかむら未来学」発信場
卒業式 学年末考査 修了式
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１

高知県立中村高等学校西土佐分校
高知県立中村高等学校
西土佐分校

【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：２７名
○所在地：高知県四万十市西土佐津野川 223
○電 話：０８８０－５２－１１８６
○E-mail：nishitosa-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像

○ 本校で学習したいという意志が強く、自らの夢に向かって行動できる生徒
○ 目的意識をしっかり持ち、学習面だけでなく部活動やボランティア活動など、さまざま
な事柄に主体的に取り組むことのできる生徒
○ 各種検定などに積極的に挑戦し、自己の可能性に挑戦できる生徒

２

学校の紹介

（１）学校の特色
〇
〇
〇
〇
〇

豊かな人間関係を築き、生徒間だけでなく生徒と教員との距離も近く、みんなが仲良く過
ごせる学校です。
数学で習熟度別学習を展開しているほか、進路に合わせた個別指導や補習などを行い、生
徒一人一人に応じたきめ細かな指導を行っています。
不登校生徒を積極的に受け入れ、生徒の社会自立を目指しています。
各種検定（英検・漢検・数検・ニュース検定など）の資格取得に力を入れ、あらゆる進路
に対応できる基礎づくりをしています。
地域とのふれあいを大切にし、
「地域とともにある学校」づくりをしています。
・ボランティア活動や四万十川の保全活動を積極的に行っています。
・部活動の活性化に地域全体が協力して取り組んでいます。
・地域の方々と連携して、分校農園「大地の恵み」で農作物を栽培しています。
・地域協働学習を通して、地域貢献を促し社会性や自主性を育成しています。

（２）令和元年度進路状況
（進学）
人間環境大学
高知学園短期大学
高知県立農業大学校
四国医療工学専門学校
河原医療大学校

幡多看護専門学校

（就職）
四国福山通運株式会社

（３）部活動の状況
（体育系）カヌー部
（文化系）クッキング部

卓球同好会
園芸部
（地域ボランティア隊ラポール）

（活動実績）
カヌー部 感動は無限大 南部九州総体２０１９
いきいき茨城ゆめ国体２０１９
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出場３名
出場１名

ともに学び合い、ともに成長できる「西土佐分校」

個人を大事にし、行きや
すい雰囲気がある。
みんな仲が良く、賑やかで楽
しい！

行きたくなる学校。

カヌー部は四万十川で練
習できる。

先生との距離が近く、
気軽に質問できる。

文化部と体育部の掛け
持ち可能

授業でわからない
ところは個人補習
してくれる。

人数は少ないですが、み
んな頑張っています。

生徒会を中心に、生徒
自身で企画して、自分
たちのしたいことがで
きる。

学園祭では、バンドやダンスな
ど自分たちの好きなことを発表
できる場がある。

学園祭は地域の人も参加
して盛り上げてくれる。

一緒に笑顔で過ごしませんか
自然豊かな環境と支えあえる仲間とともに
※学校紹介の詳細は、西土佐分校ホームページをご覧ください。
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高知県立宿毛工業高等学校

30

【学校の概要】
○設 置 科：機械科(機械/自動車)・建設科(土木/建築)
電気科・情報技術科
○生 徒 数： 319 名（男子 264 名・女子 55 名）
○所 在 地：高知県宿毛市平田町戸内 2272-2
○電 話： 0880-66-0346
： sukumokogyo-h@kochinet.ed.jp
○

高知県立宿毛工業高等学校

１ 志願してほしい生徒像

○実習では安全確保のため、基本的生活習慣がしっかりと身に付いている生徒。
○基礎学力があり、集団生活に適した、協調性のある生徒。
○
○各科・専攻の求める生徒像は、それぞれの分野に強い興味・関心をもち、その技術・技能を生か
した就職・進学を考えている生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○県西部唯一の工業高校であり、専門知識や技術の習得はもちろん、「ものづくり」を通して、地
域と連携した教育活動を展開し「就職して、しっかり働ける人づくり」、「進学して、しっかり
学べる人づくり」を目指しています。
○２年次から全科で就職・進学・公務員の希望によって３つの科目選択制を導入し、多様な進路希
望に対応しています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）：４３名

（就職）：６０名

（公務員）：１３名

（３）部活動の状況
体育系：剣道部、卓球部、野球部、陸上競技部、駅伝部、
部、ソフトボール部
サッカー部、ソフトテニス部、バレーボール部、空手道部、弓道部、柔道部
文化系：機械工作部、機関部、土木測量部、建築研究部、電気研究部、電子情報技術部
写真部、放送部、地域探求部、茶道部、美術部、エコ同好会

活動実績：

または学校通信「DREAM」をご覧ください。
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機械科

機械科

機械専攻

自動車専攻

機械に関する基本的な技術を実習・実験によって体験し、技術への興
味・関心を高めるとともに、ものづくりを通して創造性あふれる感性と、自ら
実践する能力を育て、社会の変化に柔軟に対応することのできる機械技術
者を育成する。

自動車に関する基本構造や理論、更に最新のエレクトロニクスの技術ま
で豊富な教材と故障診断機を取り入れた授業を行い、実社会のニーズに
対応できるようインターンシップを実施するなど優秀な自動車整備技術者
を育成する。

建設科

建設科

土木専攻

建築専攻

豊かな社会環境をつくるために必要な道路・鉄道・ダム・橋梁・港湾など

人に優しく、社会や自然環境に調和した快適かつ安全な建築物づくりを

の社会基盤施設の計画・設計・施工管理について、幅広い知識や技術を習
得させ、土木工事の業務に従事する土木技術者を育成する。

総合的に学習する。「建築ＣＡＤ」「木材加工」「模型制作」の技術を学び、「資
格試験」や「建築

電気科

」に挑戦し、建築技術者を育成する。

情報技術科

これからのエネルギー問題をにらみ、電気機器の原理・構造・取り扱い、
電力施設・設備の管理・保守・工事等の電力技術について学習する。さらに
パワーエレクトロニクスの利用技術・コンピュータ制御・電力応用技術等を
学習し、新技術に対応できる電気技術者を育成する。

最先端の VR 機器、ドローンなどのハードウェアから充実した設備、プログ
ラミング・ネッ トワーク・ハードウェア・動画・ゲーム・Web・CG・デザイン・
3DCAD など多種多様なソフトウェア。作ってみたい、やってみたいことを実
現する環境がここにはあります。
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3131

【学校の概要】

高知県立宿毛高等学校
高知県立宿毛高等学校

○設 置 科：総合学科
○生 徒 数：男７９名

女１４０名

○所 在 地：〒788-0008
○電

１

計２１９名

高知県宿毛市与市明 5-82

話：0880-63-2164

○E‐mail：sukumo-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像

○自分から積極的に学習や部活動などに取り組んでいく「やる気」のある生徒。
○自分の将来について真剣に考え、将来の目標に向かって自ら努力する生徒。
○中学時代に部活動、生徒会活動、ボランティア活動等に積極的に取り組んだ経験があり、入学後も続
けて活動しようとする生徒。
○興味・関心のあることを追求し、深く学習しようとする意欲のある生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○宿毛高校は総合学科です。「それぞれの生徒の希望に沿った進路目標の実現」を目指して学校全体で
取り組んでいます。
○本校の総合学科には１００以上の選択科目があり、進路実現に向けて自分の個性や将来の目標に沿っ
た科目選択ができます。
○部活動にも力を入れており、県大会をはじめ、四国大会、全国大会での活躍を目指します。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
○４年制大学
高知工科大学、高知県立大学(2)、高知大学、高知学園大学、高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職大学、徳島文理大学(3)
四国学院大学(2)、大阪学院大学(2)、大阪産業大学、大阪保健医療大学、美作大学、岡山商科大学(2)
岡山理科大学、明星大学
○短期大学、専修・各種学校
高知学園短期大学、大阪国際大学短期大学部、創価女子短期大学、土佐リハビリテーションカレッジ(2)
高知県立幡多看護専門学校(2)、高知職業能力開発短期大学校、龍馬看護ふくし専門学校、四万十看護学院(3)
土佐情報経理専門学校、近森病院附属看護学校、高知情報ビジネス＆フード専門学校、高知公務員学院
高知ペットビジネス専門学校、神戸元町こども専門学校、神戸元町医療秘書専門学校、河原ビューティーモード
専門学校、岡山理科大学専門学校、大阪こども専門学校、大阪教育福祉専門学校 他
就職
日本郵便株式会社四国支社、宿毛商工会議所、四国メーコー株式会社、タイム技研高知株式会社、おおぐし農園
株式会社高知道水、小松製作所、間口バリュートランス(株)、ベネフィット・ワン、サンタ株式会社 他

（３）部活動の状況
（体育系）
野球

サッカー

バドミントン

陸上

水泳

ソフトテニス

バレーボール

弓道

柔道

茶道

書道

華道

相撲

卓球

バスケットボール

レスリング

（文化系）
ブラスバンド
放送

コンピュータ
(休部)

美術

ESS

演劇

文芸

地域貢献
空手

ソフトボール

剣道
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科学

新聞

写真

食生活

（活動実績）
昨年は、全国大会に相撲部、陸上部、ビーチバレー男子が、四国大会に相撲部・陸上部・レスリング
部が出場しました。他のクラブにおいても、選手・指導者が熱心に取り組んでいます。
文化系クラブにおいてはブラスバンド部が、定期演奏会や地域のイベントに積極的に参加していま
す。さらに本校独自のボランティア組織の地域貢献部は、定期的に清掃活動や介護施設訪問などを通じ
て、「地域に信頼される学校づくり」に貢献しています。

３ その他
（１） 本校の取り組み
○生徒をよく理解し、それぞれの個性を伸ばし、進路保障に力を入れています。
○多くの選択科目があり、少人数授業を実践しています。
○学習意欲の高い生徒を対象にステップアップコースを開設し、国公立大学への合格者増を目指してい
ます。
○総合学科特有の「産業社会と人間」という科目では、社会人として活躍している人の講演や各種レポ
ートの作成、プレゼンテーション能力を高める演習などに取り組んでいます。これらの演習で身に付
けた力は、実社会に役立つだけでなく、就職・進学の面接や大学入試の小論文対策に活かすことがで
きます。

（２）

主な学校行事

【総合学科発表会】

「産業社会と人間」や「課題研究」など、それぞれ

の学年が取り組んだ学習の研究発表会です。保護者、近隣中学生・先
生、地域の方々に見てもらいます。
【夏期集中学習】

進学希望者対象に対して夏期休暇中に集中的に学習を
【総合学科発表会】

行い受験に向けての学力を養います。（全学年の希望者）
【キャンパス訪問】

「産業社会と人間」の授業で県内の大学や専門学校を訪問します。
【職場体験学習】 ２年生の総合学習の時間「自照」で職場体験
学習を行います。

＊令和２年度は中止

【愛校作業】 生徒・保護者、教職員、地域の方々と協力して校
内や学校周辺の清掃、花植えなどを行います。
【ホームマッチ】 ホーム対抗でバレーボールやゲームなどを行
【キャンパス訪問】

います。
【遠足】 新入生歓迎遠足です。＊令和２年度は中止

【体育祭・文化祭】

体育祭は毎年、文化祭は隔年で実施しています。＊令和２年度は、体育祭は実施せず

【人権教育講演会】

毎年それぞれの分野で活躍されている外部

講師を招いて人の生き方の学習をします。
【進路講演会】

大学受験等への対策、家庭学習への環境づくり

等を学習します。
【宿泊研修】

入学時に高校生として必要な基本的な生活につい

て宿泊を通じて研修します。
【研修旅行】

＊令和２年度は中止

スキー研修を通して自然に適応する体力や的確な

【研修旅行】

判断力を養います。テーマパークや商業施設も訪れ視野を広げます。
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高知県立清水高等学校
32 32 高知県立清水高等学校

【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：１０８名
○所在地：〒787-0336
高知県土佐清水市加久見 893-1
○電 話：０８８０－８２－１２３６
○E-mail：shimizu-h@kochinet.ed.jp
○HP：http://www.kochinet.ed.jp/shimizu-h/

１

志願してほしい生徒像
○ 中学で学習した教科をさらに広く・深く学ぶ意欲や熱意を持っている生徒。
○ 中学時代に部活動、ボランティア活動等に取り組んだ経験があり、入学後も続けて活動
しようとする生徒。
○ 地域や友達を大切にするとともに、異文化を理解し積極的に受け入れる心豊かな生徒。

２

学校の紹介

（１）学校の特色
○１年次には習熟度別少人数制、２・３年次にはコース制（類型）を採用し、生徒一人一人
のニーズに応じたきめ細かい指導によって進路保障を図ります。
＜類型の特徴＞
Ⅰ型： 就職や専門学校、文系大学・短大進学希望生徒を対象とし、芸術科目・家庭科
目の履修や商業科目・情報科目による資格取得等が可能になります。
Ⅱ型： 大学入学共通テストや国公立大学・理数系大学、それに準ずる専門学校進学後
の学習科目対応として、国・地公・数・理・英に関する科目を多く履修できま
す。
○土佐清水市唯一の高等学校として、地域に根ざし、ボランティア活動や環境美化活動等に
積極的に取り組み、社会に貢献する人材を育てます。
○米国フェアヘイブン高校と姉妹校の関係にあり、姉妹都市フェアへイブンへのホームステ
イや同校との交流を通じて国際理解教育を推進し、幅広い視野を有した人材の育成に努め
ます。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
大学（７名） 短大（６名）
その他（０名） 計４６名
【平成３０年度の進路状況】
大学（１３名） 短大（３名）
その他（０名） 計４６名

専門学校等（１９名）

専門学校等（１６名）

就職（１４名）
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就職（１４名）

○ 主な進学先：大学・短大
高知大学、高知県立大学、高知工科大学、立正大学、京都産業大学、京都橘大学、京都外国語
大学、関西外国語大学、神戸学院大学、関西学院大学、美作大学、川崎医療福祉大学、広島国
際大学、広島文教大学、松山大学、四国学院大学、徳島文理大学、高知学園大学、高知リハビ
リテーション専門職大学、国立波方海上技術短期大学校、高知学園短期大学、新渡戸文化短期
大学、大阪芸術短期大学、神戸女子短期大学など
○ 主な進学先：専門学校
幡多看護専門学校、土佐リハビリテーションカレッジ、近森病院附属看護学校、高知情報ビジ
ネス＆フード専門学校、国際デザイン･ビューティカレッジ、龍馬看護ふくし専門学校、ＲＫ
Ｃ調理製菓専門学校、高知開成専門学校、高知理容美容専門学校、平成福祉専門学校、高知福
祉専門学校、四国医療工学専門学校、高知高等技術学校、大阪リゾート＆スポーツ専門学校、
大阪美術専門学校、大阪健康保育専門学校、大阪ブライダル専門学校、大阪アニメーションス
クール専門学校、神戸総合医療専門学校など
○ 主な就職先
陸上自衛隊、四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫、ＪＡ高知中央会、（株）技研施工、（株）、
日本郵便（株）、がんこフードサービス（株）、（株）シマブンコーポレーション、四国名鉄運
輸（株）、（株）広真、柴田石油（株）、阪口製作所、ダイオーロジスティクス（株）、（株）ハ
タダ、（株）四国シキシマパン、（株）四国道後館、（株）濱﨑組、西日本コベルコ建機（株）、
（株）ＺＥＮＯＮ、其竹設計室、（医）錦秀会、
（株）あわしま堂、伯東商事（株）など

（３）部活動の状況
【体育部】
【文化部】

弓道、陸上、サッカー、なぎなた、野球、卓球、バスケットボール、
バドミントン、バレーボール、
音楽、科学、家庭被服、茶道、写真、商業、書道、美術
ボランティア
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33 33

１

高知商業高等学校
高知商業高等学校

志願してほしい生徒像

【学校の概要】
○設 置 科：総合マネジメント科・社会マネジメント科
情報マネジメント科・スポーツマネジメント科
○生 徒 数：831 名
○所 在 地：高知市大谷６番地
○電
話：088-844-0267
○E – m a i l：kochisho-h@city.kochi.lg.jp

○基礎学力があり、中学校での生活状況が良好で、あいさつ・言葉づかい・身だしなみが身に付い
ている生徒
○本校各科の専門的な学習に意欲的に取り組み、上級学校への進学あるいは就職等、進路達成に強
い意欲を持った生徒
○３年間、学習と部活動・生徒会活動の両立を目指し努力できる生徒
○体育的・文化的活動に優れた能力や実績を持ち、本校の部活動において全国レベルを目指す意欲
がある生徒
○中学校で生徒会活動やボランティア活動に熱心に取り組み、入学後も高知県や世界に貢献する活
動（日曜市支援活動、小学校運動会支援活動、ラオス学校建設活動等）に積極的に参加する生徒
【総合マネジメント科】
国公立大学・有名私立大学への進学を目指す生徒（特進コース）
商業(簿記・経済・情報)に関する高度な資格取得を目指す生徒（ライセンスコース）
【社会マネジメント科】
英語の学習に興味・関心を持ち、英語や商業に関する高度な資格取得を目指すとともに、地元
企業や高知大学などと連携しながら世界や地域に目を向けた活動をやってみたい生徒
【情報マネジメント科】
コンピュータの学習に興味・関心を持ち、情報処理をはじめ簿記など商業に関する高度な資格
取得とレベルの高いパソコン技術の習得を目指す生徒
【スポーツマネジメント科】
体育活動において優れた技能と能力を持ち、本校のスポーツリーダーとして活躍できる生徒

未来につながる特色と実績がある！ 市商フューチャービジョン ！
市商フューチャービジョン

２ 学校の紹介
（１）学校の特色

1898 年（明治 31 年）に創立された県下唯一の市立高校である本校は、先輩・後輩のつながりが強く、
商業教育を通して自主自律（人づくり）の校風がつくられています。
近年進学希望者が 80％を超え、学力の向上を一層図り、進学にも就職にも強く高知県に貢献する学
校を目指しています。それを達成するために、平成 25 年度から新しい学科・コースを設置し、全ての
学科・授業において、ＡＩ時代に対応できる「市商マネジメント力」を育成しています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
進学【国公立大学(29)】県内： 高知大学(11) 高知工科大学(10) 高知県立大学(2)
県外： 滋賀大学 香川大学 都留文科大学 兵庫県立大学(2) 下関市立大学
【私 立 大 学(105)】明治大学 日本大学 東洋大学 駒沢大学 専修大学 国士舘大学(2) 流通経済大学 中央学院大学
同志社大学 京都産業大学(5) 天理大学(2) 近畿大学(2) 大阪経済大学(3) 大阪商業大学(2)
阪南大学(2) 大阪産業大学(5) 名古屋商科大学(2) 広島修道大学(2) 広島経済大学 岡山商科大学(3)
立命館アジア太平洋大学 松山大学(5) 高知リハビリテーション専門職大学(10) 高知学園大学(5)等
【短 期 大 学(33)】岐阜市立女子短期大学 高知学園短期大学(20) 大阪音楽大学短期学部 上智大学短期大学(2) 等
【専門学校等(67)】高知病院附属看護学校(4) 土佐リハビリテーションカレッジ(4) 龍馬看護ふくし専門学校(7) 等
就職【公 務 員(8) 】香南市職員 本山町職員 いの町職員 高知県警察官 B 航空・陸上自衛隊(4)等
【企
業(29)】高知銀行(2) 日本郵便 高知県農業協同組合(3) 技研製作所(2) 北村商事 城西館 とさでん交通
西日本高速道路 株式会社カネカ 新日鐵住金和歌山製鐵所(2) 等

（３）令和元年度部活動等の状況
【体 育 系】バレーボール部 バスケットボール部 バドミントン部 卓球部 剣道部 弓道部 水泳部 陸上部 サッカー部
ソフトボール部 ソフトテニス部 テニス部 野球部 女子サッカー部
【文 化 系】放送部 英会話部 映画部 演劇部 音楽部 家庭科部 華道部 コミックアート部 茶道部 文芸部 書道部 新聞部
美術部 ペンフレンドクラブ 珠算・電卓部 情報処理部 ワープロ部 簿記部 写真部 ダンス部 囲碁将棋同好会
軽音楽同好会 生徒会執行部
【活動実績】全国大会出場: 女子ソフトボール部 女子剣道部 男女バドミントン部 男女水泳部 弓道部 男子サッカー部
女子バレーボール部（ビーチバレー） コミックアート部 珠算･電卓部 簿記部 情報処理部
ワープロ部 グローカル委員会 英会話部
【表
彰】令和元年度外務大臣表彰 第 28 回全国高等学校漫画選手権大会(まんが甲子園)まんが王国・土佐推進協議会長賞
にっぽんの宝物 JAPAN グランプリ 2019-2020Visit Japan グランプリ（グローカルバーム）
平成 30 年度明るい選挙啓発ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ 公益財団法人明るい選挙推進協会会長賞・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞
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未来を切り拓く７つの力が身につく！ 市商マネジメント力 ！
市商マネジメントスキ

◆ Society5.0 社会に求められる力を手に入れよう！
ICT 活⽤⼒

英語活⽤⼒

失敗から
学ぶ⼒

察する⼒

･発表力

･タブレット活用力

･日常的に英語を

･想像する力

･言われなくても

･説明力

･場所や時間を超

コミュニケ
ーション⼒

課題発⾒
課題解決⼒

･社会と協働する力

･自主的に学ぶ力

･チームで働く力

･調べる力

･グループワーク力

･ノートを作る力

･文章力（論述・

・討論する力

･講義理解力

プレゼンテ
ーション⼒

･論理的思考力
と分析力

活用する力

･挑戦する力

できる力

･英語で表現する力

えて学ぶ力

･企画できる力

論理的表現力）

･説明できる力

･レポート作成力

･行動できる力

･記録・要約力

多様な学科・コースで選ぶ学びの形！ 市商ラーニングスタイル ！
市商ラーニングスタイル

◆ 全ての学科・コースから進学・就職することができます。
総合マネジメント科(4 クラス)
1 年次から 2 コース

社会マネジメント科(2 クラス)
2 年次から 2 コース

国公立大・有名私大

簿記・経済検定

英語・国際協力

英語・地域活動

特進コース

ライセンスコース

国際コース

地域実践コース

情報マネジメント科(1 クラス)

ＩＣＴマネ
ジメント力

資格
検定

スポーツマネジメント科(1 クラス)

パソコン
応用技術

技術向上

スポーツ理論

地域交流

体験学習

公務員対策
マネジメント力

授業だけじゃない！ 学ぶスタイルはたくさんある。それが市商 ！
市商ラーニングスタイル

◆ たくさんの高度な資格を取得することができます。1 級合格 3 種目以上を目指します。
◎ 「資格」取得があなたの未来を大きく前進させます。大学進学・就職に大変有利になります。

◆ 活発な部活動や生徒会活動・地域支援活動等であなたの可能性を伸ばすことができます。
☆ 伝統の運動部 多彩な文化部・同好会 世界に羽ばたく生徒会 高知を支える地域貢献活動

県体壮行式

音楽部定期演奏会

漫画甲子園全国優勝

国際協力活動

小学校運動会支援活動

◆ 体育祭や文化祭などの学校行事で活躍することができます。
◎ 自分たちで創る市商の伝統ある感動的な学校行事で、チームで働く力やコミュニケーション力を身に付けます。
☆ 主な行事 生徒総会 リーダー研修 クラスマッチ ラオス研修 市商祭（前日祭・体育祭の部・文化祭の部)）
はりまやストリートフェスティバル 修学旅行 株主総会 卒業生を送る会 等

満員御礼の文化祭

ﾊｰﾓﾆｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

伝統の体育祭
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はりまやｽﾄﾘｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

商品開発・販売実習

1 １

高知県立中芸高等学校 昼間部
昼間部
高知県立中芸高等学校

【学校の概要】
○設 置 科： 普通科
○生 徒 数： ４９名
○所 在 地： 安芸郡田野町 1203－4
○電

話： 0887－38－2914

○E - mail： chugei-h@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像
○ 地域の小規模校でゆったりと自分自身を見つめ、自分を成長させたいと思っている生徒
○ 将来、地域のリーダーとして積極的に活動し、地域で自分を伸ばそうという意欲を持って
いる生徒
○ 今までの自分の生き方を見つめなおし、自分自身を伸ばしていきたいと思っている生徒
○ ボランティア活動や体験活動などを積極的にやってみたい生徒
○ ルールやマナーを守り、自分のことだけでなく友達や学校生活も大切にし、何事にもやる
気をもって取り組もうとする意欲を持っている生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
【学習】
○ 単位制普通科高校として、普通教科・科目を中心とした多様な選択科目を設定し、生徒一
人一人の興味・関心、進路希望に応えます。
○ 少人数講座により、自分にあったきめ細かい指導を受けることができます。
【生徒支援】
○ １、２年次では、学年の枠を越えた集団からなる、ピア・サポートホームにより、生徒相互
が学びあったり、助けあったりできる雰囲気のホームルームを創ります。
○ 学校教育アドバイザーとして、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーを
配置し、悩みや相談に対処できるよう、カウンセリング体制を充実させています。
○ 自立支援に向け、ＳＳＴやＳＵＴなどの学校設定科目を設置しています。
【地域等との連携】
○ 学校と地域の活性化を目指し、地域の人材や資源を活用しながら、地域に根ざし、地域と
ともに伸びる学校をつくります。
○ 県立山田特別支援学校田野分校との交流をはかり、生徒同士が互いに認め合い、共生でき
る学校づくりを進めます。
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（２）令和元年度卒業生の進路状況
①

進学

徳島文理大学(１)、梅花女子大学(１)、美作大学短期大学部(１)、高知高等技術学校(２)、
中村高等技術学校(１)、高知情報ビジネス＆フード専門学校(２)、四国医療工学専門学校(１)
②

就職

千房 株式会社(１)、有限会社 魚梁瀬産業(１)

（３）部活動の状況
① 体育系

卓球、 バドミントン、 陸上、バレーボール（女）

② 文化系

イラストアート、 放送、 吹奏楽、 パソコン、家庭科検定同好会

③ 活動実績
定通制高知県体育大会
卓球部：女子個人準優勝、男子個人ベスト４
バドミントン部：男子個人ベスト４
陸上部：男子団体優勝、女子団体優勝、男子個人優勝、女子個人優勝
定通制全国体育大会
卓球部：男子個人出場
陸上部：女子個人出場

（４）学校行事
５月・・・企業訪問
８月・・・愛校作業
１１月・・・東部支部体育大会

６月・・・定通県体
１０月・・・体験入学、文化祭
１２月・・・中芸学発表会、

１月・・・修学旅行

ホームデー・ホームマッチ

その他、清掃や交通安全などのボランティア活動も年間を通して行われています。

□ 太平洋を望む丘の上にある、
穏やかな伝統ある学校です。□
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2２

１

高知県立中芸高等学校 夜間部
高知県立中芸高等学校
夜間部

【学校の概要】

○設 置 科：普通科
○生 徒 数：１９名
○所 在 地：安芸郡田野町 1203-4
○電
話：(0887)38-2914
〇E-mail ：chugei-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像
○ 今までの自分の生き方を変えて、新しい自分の生き方を発見したいと思っている
生徒
○ 自分のペースで学習して、自分を成長させたいという意志と意欲のある生徒
○ 仕事と学習を両立しながら、高校を卒業したいと考えている生徒
○ 自分のことだけでなく友だちや学校生活も大切にし、何事にもやる気を持って取
り組む生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○ 単位制高校として、学ぶ意欲を持った多くの生徒に、積極的に学習できる環境を
提供します。
○ 普通教科を中心としたカリキュラムを編成し、基礎・基本を重視した授業を展開
します。
○ 学校設定科目（トレーニング）や高知北高校通信制の併修、資格取得や就業実務
代替、高卒認定試験といった校外の学修を単位認定することで、３年で卒業でき
るシステムを設置しています。
○ 少人数での家族的な雰囲気の中で、一人一人を大切にし、様々なニーズに対応で
きるような学習環境を整えます。

（２）卒業生の進路状況
過去３年間の卒業生の進路状況（平成２９年度・３０年度・令和元年度）
（進学）４名 専門学校３名：土佐情報経理専門学校、国際デザイン・ビューティ
カレッジ
短期大学 1 名：堺女子短期大学
（就職）４名 日本郵便株式会社、オーシャン石油（株）
、奈半利町役場、四国部品
株式会社介護事業部なごみ中芸
（３）部活動の状況
（活動実績）
高知県定時制通信制高等学校体育大会
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、バドミントンに出場

３ 学校の概要
（１）教員数 １１名（教頭１，教諭４，講師６）
生徒数 １９名／４クラス
１年次生
２年次生
３年次生
４年次生

５名
５名
５名
４名

（令和元年５月１日現在）

（ものづくり体験：サンゴ加工）

（２）教育重点目標
１）学力向上につながる授業規律の確立
２）地域に根ざした学校として「リカレント教育」の推進
３）希望が実現される進路指導や就労への指導の推進
（３）本校の特徴
１）単位制高校
必要な科目の単位を修得すれば卒業できる高校です。選択科目は学年の枠
を越えて受講できます。
２）定通併修制度
高知県立高知北高等学校通信制の課程を併修することにより、３年間で卒
業できる制度です。レポート提出を中心にしながら、スクーリング（面接指
導）に出席して直接指導を受け、自学自習をする形式で単位取得を目指しま
す。
３）聴講生制度
リカレント教育（生涯教育）の一環として、聴講生制度を実施していま
す。地域の社会人と一緒に授業を受けることでお互いに刺激し合い、学習意
欲が高まります。
４）授業時間
午後５時５５分～９時１０分（併修制のスクーリングは午後４時５５分～）
１時限 ４０分授業、１日 ４時限
（４）主な年間行事
４月

６月
７月
９月
１０月

入学式
新入生歓迎スポーツ大会
ものづくり体験①
定時制通信制県体、社会見学
ものづくり体験②
校内生活体験発表会
高知県生活体験発表会

１１月

文化祭

５月

１２月

防災・避難訓練
課題探究発表会（総合学習）
２月
卒業生を送る会
３月 卒業式
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3３

高知県立高知北高等学校 昼間部
昼間部
高知県立高知北高等学校

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：２２１名
○所 在 地：高知市東石立町１６０番地
○電

話：０８８－８３２－２１８２

○E – mail：kita-h@kochinet.ed.jp

１ 志願してほしい生徒像
○ 他人を思いやる心をもち、自分を大切にできる生徒
○ 自己責任、自己管理を基本として、学ぶ意欲のある生徒
○ 学校生活を送るうえで、マナーが身についている生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
「日本一あったかな学校づくり」を目指しています。
○ 単位制高校として、多種多様な選択科目を設定することにより、生徒一人一人の個性の伸長や進路希
望の達成を目指しています。
○ 心のケアが充実しており、多様なニーズを持った生徒が、目標に向かって柔軟に学び、チャレンジで
きる学校です。
○ 基礎・基本を重視し、少人数でわかる授業を実践します。
○ 本校昼間部・夜間部・通信制の生徒が受講できる「共通講座」や、一般の社会人と共に学び合う「特
別講座」を開設し、進路希望の実現や幅広い教養と豊かな人間性を育みます。
○ ハートフル ドア（生徒支援体制）として、教育相談担当者を中心に、心の教育アドバイザーやスク
ールアドバイザーの方などと連携をとりながら、生徒に寄り添った個別支援を実施しています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）大学：高知大学(2)、高知県立大学、高知工科大学、京都精華大学、吉備国際大学、徳島文理大学、
別府大学
専門学校：国際ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾋﾞｭｰﾃｨｶﾚｯｼﾞ(5)、高知情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ＆ﾌｰﾄﾞ(4)、龍馬看護ふくし、平成福祉、
高知福祉(6)、高知開成、土佐情報経理(2)、高知医療学院(2)、高知高等技術学校(4),高知
県立農業大学校、大阪ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校、東京ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校
（就職）高知加工株式会社、ワタキューセイモア㈱、㈱シーメック、㈱慶尚、よさこい食祭、㈱サカイ引
越センター、四国医療サービス、高知県農業協同組合、自衛隊

（３）部活動の状況
（体育系） バレーボール、バスケットボール、バドミントン、サッカー、陸上、剣道、卓球
（文化系） 音楽、華道、英語、茶道、美術、マンガ、軽音楽、パソコン、絵本愛好会、書道、
炊家、将棋、アドベンチャー研究会、演劇研究会、ダンス、写真部
（活動実績）令和元年度
平成３０年度
平成２９年度
平成２８年度

全国大会出場：将棋、バドミントン、剣道、卓球
全国大会出場：将棋 バドミントン 剣道
全国大会出場：将棋 バドミントン
全国大会出場：将棋 バドミントン
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単位制高校で
伸ばしてみませんか？
あなたの個性と能力！
昼間部の特色
○制服なしの自由な校風の学校（自己責任・自己管理）
○基礎講座（国・数・英）の設置による基礎力の定着
○多様な選択科目による個性の伸長
○自分で時間割を登録（自己責任・自己管理が必要）
○不登校生に優しい２０人学級
○生徒支援体制の充実
（心の教育アドバイザー 医療関係アドバイザー ピアカウンセラーなどによる教育相談）
○開かれた学校づくりの内容の充実（分かる授業に向けての生徒・教員・保護者の会）
○生徒の主体的な学習態度を育成する総合探究の実践（社会性を育てる）
○「北高校昼間部に入学してよかった」と思える学校づくり
○前後期制（３年間で卒業することが基本）
○道徳教育の推進
〇通級による指導

主な学校行事
・入学式 ・遠足 ・県体育大会 ・ホームマッチ ・修学旅行（２年次） ・高知支部体育大会
・文化祭や体育祭（隔年で実施） ・開かれた学校づくり ・卒業ライブ ・卒業式

授業科目について
・本校の昼間部の授業は、月・水・木・金曜日が午前中４時間授業、火曜日が６時間授業です。
・月の５，６，７限、火の７限、木・金の５，６限は、希望者のみが選択する授業です。
・決められた必履修科目（全員が学習する科目）と、自分の能力や持ち味に応じた選択科目から自分で時間割を
つくります。

昼間部の生徒が受講できる特色ある科目の紹介
【共通講座科目名】
（３課程の生徒が受講できます。
〔月・火・木・金の５，６，７限で希望者のみ選択〕
）
器楽の楽しみ
絵画
暮らしとマナー
数学課題探究
現代書道
陶芸
社会科演習
受験の国語
やさしい数学
やさしい英語

発展英語

英語でトーク

【特別講座科目名】
（一般の方といっしょに学びます。
〔月・木・金の５，６限で希望者のみ選択〕
）
土佐の歴史と文化

茶道入門

中国語入門

ハングル入門

手話

話し方講座

【連携事業科目名】
（高知大学で学びます。
〔金の５，６限で希望者のみ選択〕
）
高大連携授業：学びを創る

大学生活と心理学

【基礎科目】
（国語総合・数学Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅰを修得するのに役立つ科目です。
〔月・木・金の５，６限で希望者のみ選択〕
） 基礎国語
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基礎数学

基礎英語

４

4
１

高知県立高知北高等学校

夜間部

高知県立高知北高等学校 夜間部

志願してほしい生徒像
【普通科】

○他人を思いやる心をもち、自分を大切にできる生徒
○自己責任、自己管理を基本として、学ぶ意欲のある生徒
○学習と労働を両立させ、自己実現を目指す生徒

２

学校の紹介

（１）学校の特色
○ 単位制高校として、多種多様な選択科目を設定することにより、生徒一人一人の
個性の伸長や進路希望の達成を目指しています。
○ 心のケアを充実し、多様なニーズをもった生徒が、目標に向かって柔軟に学び、
チャレンジできる学校です。
○ 基礎・基本の学習を重視し、少人数で分かりやすい授業を提供します。
○ 働きながら学ぶ生徒への学習支援を行います。
○ 課程の枠を越えた「共通講座」や、一般の社会人と共に学び合う「特別講座」を
開設し、進路希望の実現や幅広い教養と豊かな人間性を育成します。
○ ハートフル ドア（生徒支援体制）として、教育相談担当者を中心に、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどと連携をとりながら、生徒一人一
人に寄り添った個別支援体制が充実しています。
（２）令和元年度卒業生の進路状況
（進学）

高知学園短期大学、高知県立農業大学校、土佐情報経理専門学校
高知情報ビジネス＆フード専門学校

（就職）

陸上自衛隊、高知化工（株）、（株）土佐電子、（社福）秦ダイヤライフ福祉
久保田食品（株）、四国運輸（株）、真道工業

（３）部活動の状況
＜活動実績＞

高知県定通体育大会
剣道： 優勝（男子個人） サッカー部：第 2 位
バドミントン：第 4 位（女子個人）
（体育系）バドミントン部、バスケットボール部、剣道部、陸上競技部
サッカー部（男子）、卓球部
（文化系）パソコン部、音楽部、美術部、写真部、書道部、映画研究部
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【 学校の概要 】
○設置学科：普通科
○生徒数：５２名
○所在地：〒780-8039 高知県高知市東石立町 160 番地
○TEL：088-832-2182
○FAX：088-833-7484
○E-Mail：kita-h@kochinet.ed.jp

夜間部入学を目指す皆さんへ。夜間部で学ぶことは思った以上に大変なことです。
☆しかし、先輩たちは仲間と触れ合うことで成長し、学業と仕事の両立で「あの時はつら
教育方針
日本国憲法ならび教育基本法の精神に則り、生徒の人格と個性
かったけれど今から思えば夜間部でよかった」といって卒業していきます。自分らしく
を尊重し、健康で知性・情操をそなえ、地域社会に貢献する人物
輝ける未来を手に入れるため夜間部でがんばってみませんか。
を育成する。

学校経営方針・目標

☆

あったかな学校づくりに努め、生徒が学校に登校することが
楽しいと思い、目標に向かって柔軟に学び、夢にチャレンジで
きる教育環境づくりに努める。

☆

特色ある取組

生徒の自主活動の取組を大切にした学校づくりを推進する。
生徒会を中心とした次の取組を大切にしています。
○新入生歓迎ホームマッチ、文化祭、卒業生を送る会
○夜間部を語る会（高知追手前高校定時制時代からの伝統ある
行事で、生徒が主体的に企画・運営して行い、卒業生と意見の
交換を行う会）
○姉妹校交流…岡山県立烏城高等学校との合同リーダー研修等
（令和元年度は岡山県で開催）

☆

教育課程上の特色

（普通科）
①本校通信制との併修（定通併修）による単位の修得ができます。
②前・旧在籍高校で修得した単位を生かせます。（転・編入生の場合）
③高等学校卒業程度認定試験、共通講座（昼間部・通信制と共修）、
特別講座（一般の方と３課程生徒の共修）等における合格科目の単位を認定します。
④①～③により増単位して「３年間」での卒業が可能です。
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１

高知県立室戸高等学校定時制
定時制
高知県立室戸高等学校

【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：13 名
○所在地：室戸市室津 221 番地
○電 話：0887-22-1155
○E-mail：muroto-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像
○今まで何ができなかったか、またこれから何をすべきかを考えることが大切です
本校の目指す生徒像は「自分に自信が持てる生徒」です。
「学ぶ意識(基礎学力の定着)」・「社会性」・「豊かな心」の育成を目指した教育活動
を実践しています。夢を持ち、目標達成に向けて教職員とともに「努力することが
できる生徒」を望んでいます。

２

学校の紹介

(1) 学校の特色
・働きながら学ぶことを前提とした、夜間定時制の学校です。
・勤労と学習の両立、自己実現に向け主体的に行動できる生徒の育成を目指し、教員
と生徒双方が学校生活の充実に努めています。
・聴講制度により地域の方々をはじめ、多くの社会人の方々が授業に参加しています。
こうした人達とのふれあいを通して、コミュニケーション能力の向上および社会性
の育成に繋げています。

(2) 令和元年度卒業生の進路状況
（進学）
（就職）

０名
４名

㈱ENEOS ウィング関西支店、ダイドー・タケナカビバレッジ㈱、
㈱フェイス、㈱ニューロータリー

(3) 部活動の状況
【部 活 動】

バドミントン部、卓球部、陸上部、バスケットボール部

【活動実績】 令和元年度
全国高等学校定時制通信制体育大会(バスケットボールの部)出場（東京都）
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高知県立室戸高等学校 定時制

校是

真・善・美

教育基本方針

教育重点目標
①学習に励む習慣を身に付け学力の向上に努める

知・徳・体のすべてに調和のとれた人格の
完成を目指し、真理を愛し、勤労と責任を重
んじ、文化的民主国家の形成者を育成する。

②基本的生活習慣の確立に努める
③勤労と学習の両立を図り活力ある学園づくりに努める
④人権教育の推進を図り豊かな人間関係の育成に努める
⑤自己実現のための支援に努める
⑥家庭、中学校、地域との連携の強化に努める

～各種行事風景～

☆主な学校年間行事
入学式、対面式、各種検診、聴講生入講式

4月

仲間づくり合宿
5月

防災・避難訓練、中間考査

6月

県体、校外学習(企業・学校訪問)、公開授業、進路講演会

7月

期末考査、親睦会(BBQ)、三者面談

8月

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、全国定通体育大会

9月

校内生活体験発表会、避難訓練、

入学式

10 月

遠足、県生活体験発表会、中間考査、専門学校説明会

11 月

社会見学(企業訪問)、公開授業、東部支部体育大会

12 月

期末考査、三者面談、避難訓練

1月

進路発表会、卒業考査

2月

学年末考査、予餞会

3月

卒業式、学力検査

高知県定通体育大会

仲間づくり合宿

生徒会役員選挙

☆校時表
0 限目

17:10 ～ 17:50

合同 SH

18:00 ～ 18:05

1 限目

18:05 ～ 18:45

S

H

18:45 ～ 18:50

給 食

18:50 ～ 19:00

2 限目

19:00 ～ 19:40

3 限目

19:45 ～ 20:25

4 限目

20:30 ～ 21:10

予餞会

卒業式

みんなで語ろう会

社会見学(企業学校訪問)

遠足

働きながら学ぶことや「学び直し」など
様々な学習歴を持つ生徒のニーズに応え
進路実現を支援します。

生徒・教員親睦会
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2２

高知県立山田高等学校
定時制
高知県立山田高等学校
定時制

校訓
誠実にあれ

１

誇らかにあれ

貫きてあれ

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：１９名
○所 在 地：香美市土佐山田町旭町 3-1-3
○電
話：0887-52-3151
○E – mail：yamada-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像
◆仕事と学習を両立させ、自己実現を目指す生徒
◆本校で学習したいという意思が強く、将来の目標や夢に向かってチャレンジする生徒
◆単位制高校の特色を理解し、自分の個性や能力、自らの進路を切り拓く力を伸ばそうとする生徒

２

学校の紹介

（１）学校の特色
◆０時限目の科目履修と高知北高等学校通信制との定通併修制度を活用して、３年間で卒業できる
「三修制」を導入しており、全日制のように３年間の学習で卒業することができます。また、確
実に学習が積み重ねられるよう、従来のように４年間の学習でも卒業できます。
◆基礎学力の定着や進学に必要な学力の向上に向け、きめ細やかな学習指導を行っています。
◆ハローワークと連携して働きながら学ぶ生徒を奨励するとともに、職場見学や職場体験等の実施
により、勤労観や職業観を身につける取組を行っています。
◆小規模校のためアットホームな雰囲気の中で、学校生活を送ることができます。

（２）令和元年度進路状況
【進学】
○短期大学
１名
○専修・各種学校等 １名

高知学園短期大学幼児保育学科
近森病院附属看護学校

【就職】
○県内企業
〇県外就職

株式会社 アサヒカガク
株式会社 フーズネット

１名
１名

（３）部活動の状況
【体育系】 陸上競技部、バドミントン部、卓球部
【文科系】 読書部
＜令和元年度活動実績＞
○県大会（６月：高知市）
［陸上］
男子４００ｍ：優勝
［バドミントン］
男子団体・女子団体出場
男子シングルス・女子シングルス出場
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山田高等学校定時制（単位制・普通科／募集定員40名）
782-0033 高知県香美市土佐山田町旭町３丁目１-３ TEL 0887-52-3151 FAX 0887-52-0015
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kochinet.ed.jp/yamada-h/ E-mail yamada-h@kochinet.ed.jp
校長 正木 章彦／教職員数15名／各学年１クラス／生徒数19名（R2.5.1現在）

学ぶ楽しさ、実感してみませんか
生涯学習の時代です。定時制で勉強してみませんか。現在、山田高校定時制ではいろいろな職業や年齢
の生徒が学んでいます。中学校を卒業して働いている方、いろいろな事情で勉強できなかった方、もう一度
勉強をしたいと思っている方、年齢に制限はありません。自分自身の可能性に挑戦してみませんか。
１ ４年間で卒業するコースと、３年間で卒業するコース（三修制）を選択できます。
２ 三修制の場合は、０限目科目の履修と各種検定の取得・高知北高校通信制定通併修制度の活用が
必要となります。
令和３年度学費（年間）
３ 授業以外に様々な学校行事や講習会があります。
ホーム費
2,000円
４ 勤労学生には夜間給食、教科書代の無償給与の制度があります。
生徒会費
6,000円
５ 各種奨学金等の制度があります。
令和３年度教育課程 ※( )内の数字は単位数
３年間で卒業する
コースの科目等
国語総合(2) 現代社会(3) 数学Ⅰ(2) 科学と人間生活(2) 体育(2)
０限目科目
保健(1) コミュニケーション英語Ⅰ(2) 社会と情報(2) ビジネス基礎(2) 地学基礎(2) 情報処理(2)
総合的な探究の時間(1)
体育(1) 地理Ａ(2) 数学Ａ(2)
国語総合(2) 世界史A(2) 数学Ⅰ(2) 生物基礎(3) 体育(2) 保健(1)
子どもの発達と保育(2)
コミュニケーション英語Ⅰ(2) 家庭基礎(2) ビジネス実務(2)
英語表現Ⅰ(2)
総合的な探究の時間(1)
国語演習Ⅰ(2)
古典A(2) 日本史A(2) 数学Ⅱ(3) 化学基礎(2) 体育(2) 課題研究(2) 各種検定・高知北高校通信制
コミュニケーション英語Ⅱ(3) 書道Ⅰ(2) 総合的な探究の時間(1)
定通併修制度による単位修得
現代文Ａ(3) 政治・経済(2) 数学Ａ(2) 地学基礎(2) 体育(2) 簿記(3)
英語表現Ⅰ(2) 書道Ⅱ(2) 総合的な学習の時間(1)
全員が履修する科目

１年次

２年次
３年次
４年次

校時表
時間帯
16:55
～17:35
17:40
17:45
～18:25
18:25
～18:45
18:45
～19:25
19:30
～20:10
20:15
～20:55

時限

月

火

水

木

金

０限

○

○

○

○

○

ＳＨ

○

○

○

○

○

１限

○

○

○

○

○

給食

○

○

○

○

○

２限

○

○

○

○

○

３限

○

○

○

○

○

４限

○

○

○

○

○

過去５年間の進路状況
進学
高知大学（農林海洋科学部）、高知県立大学
（文学部文化学科文化総合系）、徳島文理大学
（文学部文化財学科）、高知学園短期大学（幼
児保育学科）（生活科学学科）、高知短期大学
（社会科学科）、徳島文理大学短期大学部（保
育学科）、東京モード学園、麻生工科自動車大
学校、RKC調理師学校、高知開成専門学校（看
護学科）、近森病院附属看護学校
就職
(株)フーズネット、(株)アサヒカガク、ヤマト運輸
(株)、夢の里ふるさと自然村、(株)精工、(株)小
谷設計、第十工業(株)、(株)早川企業、(株)トー
リ、(株)光洋機工商会

学校生活
４月 新入生歓迎会

６月 県体育大会

10月 県生活体験発表会
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授業風景

3３

高知県立高知東工業高等学校定時制
定時制
高知県立高知東工業高等学校

［学校の概要］
○設置科：機械科
○生徒数：22 名
○所在地：〒783-0006
高知県南国市篠原１５９０番地
○電話：TEL(088)863-2188

FAX(088)863-6219

○E-mail：higashikogyo-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像

１

○ 働きながら学ぶ意思がある生徒
○ ものづくりに興味・関心がある生徒
○ 目的意識をもち、その達成に努力しようとする生徒
○ 生活習慣の確立を目指し、社会常識的なマナーを持とうとする生徒
○ 学校スローガンを理解し、資格取得等に励もうとする生徒
２

学校の紹介

(1)

学校の特色

本課程は全日制と同じく昭和３７年に開校、設置された機械系単科の課程である。農業機械を
生産する地元有力企業に職を持つ少年の「働きながら学ぶ」場として位置づけられてきた歴史的
経緯があり、現在でもそのイズムは受け継がれている。平成１３年には機械工場を新設、全国屈
指の施設設備を導入、社会の変化に対応できる技術者養成を目指す全日制と同様に、ものづくり
を通じて人づくり教育を推進し、将来その技術によって自活していこうという考え方が校内に溢
れている学校・課程である。
また、高知北高校通信制を利用した定通併修、高知高等技術学校との技能連携などにより、３
年間で卒業することを可能とした魅力ある定時制である。
(2)

進路状況（過去５年間）

○進学先
四国学院大学

高知高等技術学校

高知情報ビジネス専門学校

ポリテクカレッジ高知

四国医療工学専門学校

国際デザイン・ビューティカレッジ

○就職先

㈱高知精工メッキ
㈱ミロク機械
第十工業㈱
㈱太陽工業所
㈱四国石油
㈱今治造船
㈱野本精工舎
㈱栄光工業

(3)

部活動の状況

部活動
週３回（月～水）放課後の活動。生徒の約 60％が所属している。
○体育系・・・バスケットボール部、バドミントン部、卓球部
○文化系・・・機械系クラブ
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◇ 掲げる目標
○教育目標

規律：節度ある生活態度をとろう
勤勉：進んで勉強し実力をつけよう
健康：安全で健康な毎日を送ろう
○スローガン
①凡事徹底
②夢ありて目標あり！目標ありて計画あり！計画ありて行動あり！行動ありて成果あり
③ものづくりから人づくり・絆づくり
④白銀のつばさに載せて進めよ東工業
◇ 取得可能な資格
基礎製図検定、計算技術検定、パソコン利用技術者検定、ガス溶接技能講習、
フォークリフト１トン未満、高所作業車１０メートル未満、玉掛け１トン未満、
小型車両系整地等３トン未満、クレーン５トン未満、アーク溶接技能講習、ローラー運転、
日本漢字能力検定など
◇

授業
１日４限（４０分授業）、始業時間は１７時５０分・終業時間は２０時５５分
基礎基本を重視し、さらに応用力の育成を図る。

◇

諸制度
勤労学生には夜食・教科書代の無償給与の制度がある。又、各種奨学金・授業料免除等の制度も
ある。

◇

生徒会活動など諸行事の充実
①ボランティア遠足 ②映画鑑賞会 ③県体 ④ボウリング大会 ⑤生活体験発表会
⑥課題研究発表会 ⑦学年対抗ソフトボール大会 ⑧技術競技大会 ⑨開校記念行事

生徒生活体験発表会

県体

ボランティア遠足

開校記念行事

特殊詐欺未然防止警察表彰

技術競技大会
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４
4
１

高知県立高知工業高等学校 定時制
高知県立高知工業高等学校
定時制

志願してほしい生徒像
大学科
○
機械科

○
○

電気科

土木科

建築科

志願してほしい生徒像
基本的生活習慣が身についており、学習意欲が高く、入学後もその努力が期待でき、各
種資格取得にも意欲的に取り組む生徒。
ものづくりや機械技術に興味関心があり、意欲的にいろいろな事に取り組み、それを将
来の進路に生かす意欲のある生徒。
部活動や、生徒会活動・学級活動・学校行事、ボランティア活動において優れた実績が
あり、入学後もそれを継続する意志が明確な生徒。

○
○
○

基本的生活習慣が身についており物事をじっくり考え、真面目に努力できる生徒。
資格を取得したい、基本的な事柄を身につけたいなど意欲のある生徒。
工業科目に関する基本的な知識・技術を学び、地場産業の担い手となる目標を持ってい
る生徒。

○

土木の仕事に興味関心がある生徒。

○
○

学習意欲があり、まじめに努力しようとする姿勢がある生徒。
ものづくりが好きで創造性に富み、建築に興味・関心があり、資格取得などに積極的に
取り組むことができる生徒。
社会人としての基本的な責任を理解し、常に向上しようとする努力ができる生徒。
工業科目に関する基本的な知識・技術を学び、地場産業の担い手となる目標を持ってい
る生徒。

○
○

２ 学校紹介
（１）学校の特色
○

工業高校の定時制として機械科・電気科、電気科専修コース・土木科・建築科、建築科専修コース
の４科２コースがあり、希望する専門学科（教科）に対応できる、唯一の学校です。
○ 各科が国家資格及び検定試験に力を入れて取り組み、難関の資格試験に合格しています。
○ 幅広い年齢層の生徒達が和気あいあいと、また、学力に応じたきめ細かい指導のもとに生きいきと
学校生活を送っています｡
○ 部活動も活発で、各種大会で好成績を収めています｡

（２）平成２８～令和元年度卒業生の進路状況
（進学）金沢工業大学

徳島工業短期大学

四国医療工学専門学校(2)
高知県立高知高等技術学校
㈱セブン電機

国際デザイン・ビューティカレッジ(2)

土佐リハビリテーションカレッジ

大阪情報コンピュータ専門学校
（就職）㈱土佐メンテナンス

高知福祉専門学校

四国職業能力開発大学校

高知情報ビジネス＆フードﾞ専門学校

ホンダテクニカルカレッジ関西

三恵㈱

㈱南国ミロク

㈲高知コンクリートサービス

陽和産業㈱
三昭紙業㈱

㈱五興商事

ミタニ建設工業㈱

㈱豊栄電気工事

自衛官候補生

㈲ワールド測量設計

㈱轟組サンピア事業部 パワーコムエンジニアリング㈱

（３）部活動の状況
（体育系）バドミントン
（文化系）建築研究

バスケットボール

パソコン

土木研究

空手道

テニス

柔道

陸上

サッカー

卓球

機械工作

（活動実績）平成 28 年度全国高等学校定時制通信制体育大会 出場

バドミントン部［個人］

平成 29 年度高知県定時制通信制高等学校高知支部体育大会 優勝
平成 30 年度高知県定時制通信制高等学校体育大会

第１位

バスケットボール部

陸上部［男子 1500m］

令和元年度第 15 回高校生ものづくりコンテスト四国大会旋盤作業分出場
令和元年度神戸市橋梁模型コンテスト（最優秀賞）
建設技術展 2019 近畿橋梁模型製作コンテスト（会場制作部門優秀賞・学生部門人気作品賞、審査員特別賞）
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高知工業高等学校定時制
ホームページへようこそ

【学校の概要】
○所在地：〒780-8010 高知市桟橋通 2 丁目 11 番 6 号
○ＴＥＬ： 088(831)9171
○ＦＡＸ： 088(833)7666
○E-mail： kochikogyo-h@kochinet.ed.jp
○設置学科別生徒数
学
機
電

◆機械科
●

溶接実習

●

機械実習

年
械
気

科
科

電 気 科 専 修 ｺｰｽ
土 木
科
建 築
科
建築科専修ｺｰｽ
合
計

1年
男 女
2
0
2
0
3
1

0
0
8

2年
男 女
1
0
2
0
6
3

0
1

13

3年
男 女
3
1
7
0
4
4
2
6
33

1
1
0
4

4年
男 女
1
1
4
0
5
4
4
23

0
0
4

合計
9
15
5
19
11
18
77

機械は、全ての産業の基幹を担っています。機械科では、各種機械の設計・製作に関係のある
基礎的な知識を身につけます。実習においては、機械の構造や操作及び各種工作法の基礎を学
ぶとともに、作業を通して体験しながら理論の裏づけと勤労の精神や態度を学ぶことを目指し
ています。

◆電気科

電気は、日常生活や産業などの分野で、欠くことのできないエネルギーです。
いわゆるライフライン(生命線)の中核をなす、エネルギー源といえます。電気科では、この電気に
ついて基礎的なことを学びながら、実際の実習を通して理解を深めていきます。また、電気工事士の
資格取得希望者には、卒業までに資格を取得できるよう指導します。
所定の科目の単位を修得して卒業すると、第二種電気工事士の学科試験が免除されます。
●

◆電気科専修コース

電気実習

「電気科専修コース」は、令和２年４月から新設されたコースです。３学年に編入できる入学定員１６名のクラスを本科とは別
に設けたもので、修業年限２年で工業高校電気科卒業の資格を得ることができます。更に、設定により電験３種の取得が可能（諸
条件あり）となります。授業はすべて電気に関する科目で、より実践的な内容を目指し、必要な知識や技術を身に付けることを目
標としています。実務経験を有しており設定での資格取得を目指す方、電験３種を取得してキャリアアップしたい方、強電系の知
識を深めたい方などに適したコースです。

◆土木科
土木は、私達が快適で安全な生活をおくるために欠くことのできない技術です。工事現場での施工
管理・設計・測量・製図などの土木技術者としての知識や技術を幅広く学ぶことができます。また、
橋梁模型・測量コンテストにも参加し、実践的に学びます。
２級土木施工管理技術検定学科試験や測量士（補）が在学中に受検できます。
● 橋梁ｺﾝﾃｽﾄ

●

測量実習

◆建築科

●

課題研究［建築模型］

現在、私たちは住宅をはじめさまざまな建築物を利用しています。社会の多様化に伴い、
様々な用途の建築物が要求され、それらを建てるために広い範囲の学問と技術が必要となっ
ています。
建築科では木構造の住宅を中心に鉄筋コンクリート構造・鋼構造などの設計・施工の方法
を学びます。卒業生は建築施工会社、設計事務所、建築関連業等で頑張っています。
２級建築士、木造建築士の受験資格が卒業後、３年の実務経験で得られます。

◆建築科専修コース
高卒の資格をもつ方を対象とした定員１６名のコースを設けています。３学年へ編入し、修業年
限２年で工業高校建築科卒業の資格を得ることができます。授業も、より実践的な内容を目指し、高
知県建築デザインコンペや２級建築士、２級建築施工管理技術検定試験などで多くの実績を挙げて
います。普通高校を卒業して建築関係の仕事をしている方、生涯教育の一環として建築の知識を広め
たい方など、幅広い方々のご期待にお応えできるものと確信しています。
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● 建築実習
●

建築実習

5５

高知県立高岡高等学校
定時制
高知県立高岡高等学校
定時制

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：２４名
○所 在 地：高知県土佐市高岡町甲 2200
○電

１

話：088-852-1168

○E – mail：takaoka-h@kochinet.ed.jp

志願してほしい生徒像

○働きながら学ぼうとする生徒
○新しい環境、新しい人間関係の中で、新しい自分を見つけていこうとする生徒
○落ち着いた環境で、基礎基本をしっかり学び、自分のペースで学習していこうとする生徒
○資格取得にも挑戦し、卒業後のステップアップを目指す生徒
○これまでの学習歴を生かしながら、高校卒業を目指す生徒

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
本校定時制の課程は、少人数の良さを生かして、生徒と教員が親しく温かい人間関係をつくる
とともに、一人一人の進度や理解度を把握しながら、個に応じた指導を重視し、基礎学力をつけ
るようにしています。
土佐市やいの町、高知市などからいろいろな年齢・経歴の生徒が集まるなかで、全日制や大規
模校では味わえない高校生活を送ることができます。
定時制は４年間で卒業するのが基本ですが、本校では下記のような制度を利用して、３年間で
卒業することが可能です。
・通常の授業前の０限授業を受ける
・高知北高校通信制との併修
・資格取得（漢検・英検やワープロ検定など）
、実務代替の単位認定
・高卒認定試験の単位認定
（他校に在学していた生徒については、すでに修得している単位を利用することもできます）

（２）卒業生の進路状況(過去４年間)
[進学] 放送大学 徳島文理大学 徳島文理大学短期大学部 国際デザイン・ビューティカレッジ
高知情報ビジネス＆フード専門学校 ＲＫＣ調理製菓専門学校 高知開成専門学校 大阪ブ
ライダル専門学校 高知高等技術学校 大阪モード学園 ヒューマンアカデミー大阪校
[就職] 廣瀬製紙株式会社エクセニア工場 三昭紙業株式会社 株式会社サンプラザ 株式会社北村
塗装店 旭食品株式会社 池田紙業株式会社 旭フードサービス株式会社

（３）部活動の状況
バドミントン

卓球

他

（４）様々な学校行事

バーベキュー

３

職業体験

オセロ大会

文化祭（フリーマーケット）

その他

①入試について…３月２２日に入学者選抜（Ｂ日程および成人特別選抜）を実施し、定員（４０名)に満
たない場合は、３月３０日に再度入学者選抜（Ｃ日程）を行います。
②主な学校行事…新入生歓迎スポーツ大会、遠足、定時制通信制高校県体、高吾地区定時制高校（高岡・
佐川・須崎総合）郡体、ホームデーなど。
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③高岡高校定時制の学校生活についてのＱ＆Ａ
Ｑ１：学校は何時から何時まで？
Ａ:

月～金曜日の午後６時１５分から９時１０分までです。０時間目を受講する場合は午後５

時１０分から授業が始まります。
Ｑ２：授業について知りたい！
Ａ:

一日の授業は、４０分授業を４時間目まで行います。０時間目と１時間目の間に２５分間

の休憩時間があり、１食２５０円で給食を提供しています。
０限 17:10～17:50、１限 18:15～18:55、２限 19:00～19:40、３限 19:45～20:25、４限 20:30
～21:10 という日課です（０限は希望生徒が選択）。
Ｑ３：校則は？
Ａ:

いわゆる「校則」はありません。頭髪・服装・通学方法などは自由です。ただし、未成年者
の飲酒・喫煙など社会のルールに反する行為、他人の迷惑になるような行為については、当然
禁止です。

Ｑ４：先生や生徒は何人いるの？
Ａ:

令和２年度は、１０名の教員（常勤は７名）で指導に当たっています。生徒数は令和２年５
月１日現在で２４名(男子１５名・女子９名)です。年齢層は１５歳から３３歳まで、家庭を持
つ生徒もいます。

Ｑ５：部活動はあるの？
Ａ:

終業時間が遅いため、毎日活動する部活動はありません。毎年６月に開催される県下の定

時制通信制高校の「県体」、秋に高岡・須崎総合・佐川３校で開催する「郡体」に参加します
が、大会前には特別時間割を組んで、全体で練習を行うようにしています。今年度、「県体」
に出場を予定しているのは、バドミントン、卓球です。
Ｑ６：卒業後の進路は？
Ａ:

大学・専門学校等に進学する生徒がいる一方、就職を選ぶ生徒もいます。それぞれの進路希
望を実現できるよう、本校ではキャリア教育に力を入れています。全日制と定時制の卒業資格
は全く同じです。

Ｑ７：単位制ってなに？
Ａ:

例えば、週に３時間ある科目を１年間受講して十分な成績を修めれば｢３単位修得｣したこ

とになります。こうした「修得単位」が７４単位以上になれば、卒業となります。修得する科
目については、受講が義務づけられている科目（必履修科目）以外は選択が可能です。こうし
た制度のことを「単位制」と言います。本校も「単位制」として運営していますが、施設・設
備や教員配置の都合から、科目の選択には制約があります。
Ｑ８：三修制ってなに？
Ａ:

定時制は４年間で卒業することが基本ですが、本校では次の制度を利用して、３年間で卒

業することが可能です。①通常の授業前の０限授業、②高知北高校通信制課程の併修、③資格
取得（漢検・英検やワープロ検定など）・実務代替の単位認定、④高卒認定試験の単位認定。
高等学校中退者の場合、在籍した学校で修得した単位も卒業に必要な単位として認められ
ます。
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6６

高知県立須崎総合高等学校 定時制
高知県立須崎総合高等学校
定時制

【 学校の概要 】
○ 設置学科 ： 普通科
○
○
○
○

生徒数 ： １６人
所在地 ： 高知県須崎市多ノ郷甲 4167-3
電話
： 0889-42-1861
E-mail ： susakisogo-h@kochinet.ed.jp

１．志願してほしい生徒像
○毎日の授業を大切にして、まじめに学習に取り組める生徒
○社会のルールを守り、規律ある学校生活をおくれる生徒
〇仲間と協力して活動することができる生徒
○高等学校を卒業したいという強い意志をもっている生徒

２．学校の紹介
（１）学校の特色

○本校は単位制で、７４単位以上修得すれば（必修科目を含む）高等学校卒業資格が取得できます。
○学校は１週間に５日間（月～金）、１日４時間授業です。
○授業は午後６時から始まり午後９時１０分に終わります。
○授業は、基礎的な内容を学習します。少人数なので、わからないことがあれば気軽に質問できます。
○中学校卒業生徒は、４年間で高等学校卒業資格を得ることができます。過去に高等学校に在学していた
生徒は、そのときの学習成果（修得単位）を認定しますので、３年以内で卒業することもできます。

（２）平成２８～令和元年度進路状況

（進学） 四国大学（２）、四国医療工学専門学校（２）、龍馬学園（２）、高知ペットビジネス専門学校
（就職） 三和製紙（２）、日清医療食品株式会社、株式会社サニーフーズ、國友造船、エム・セテック株式会社
菊池電気工事株式会社、(株)メッドコミュニケーション、砥部病院

（３）部活動の状況
毎日の部活動はありませんが、昨年度の県定通体育大会では、卓球・バドミントン競技に出場し、
卓球女子は団体優勝し全国大会に出場しました。
郡体においても、卓球で男女とも個人優勝しています。
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所在地 ： 〒785-0030
須崎市多ノ郷甲 4167-3
電話 ： 0889-42-1861
〇令和２年度 開講予定科目
教科・科目
現代文
世界史Ａ 日 本 史 Ａ
数 学 Ａ 数学活用
化学基礎 生物基礎
体
育
書道Ⅱ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 英 語 会 話
生 活 と 福 祉 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

国語総合
現代社会
地 理 Ａ
数学Ⅰ
科学と人間生活
地学基礎
保
健
書道Ⅰ
コミュニケーション英語基礎
英語表現Ⅰ
家庭基礎
子 どもの発 達 と保 育
社会と情報
ビジネス基礎 ビジネス情 報 ビジネス実務
工 業 技 術 基 礎 総合的な探究の時間

定時制では、さまざまな学習歴をもつ生徒のみなさん
に対して「学び直し」の場を提供しています。
授業風景

アットホームな明るい雰囲気の中で、さまざまな
年齢層の生徒が学んでいます。

〇学校の生活時間
18：00～18：40
18：40～19：00
19：00～19：40
19：45～20：25
20：30～21：10

１限目
(夕食等）
２限目
３限目
４限目

授業は、１日４時間です。
午後６時から始まり午後９時１０分に終わります。

〇主な学校行事
入

１
学
期

学

新入生歓迎

式

BBQ

新入生歓迎会
定通県体
スポーツ大会
三者面談

卒業式

（文化祭）

２
学
期

定通郡体
スポーツ大会
生活体験発表会
三者面談

３
学
期

卒業生全員の進路決定を目指して、
学校全体でバックアップしていきます。

卒業生を送る会
卒

業

県体

式
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７
7

【学校の概要】

高知県立佐川高等学校定時制
定時制
高知県立佐川高等学校

○設 置 科：普通科
○生 徒 数：男子１５名

女子７名

合計２２名

○所 在 地：高知県高岡郡佐川町乙 1789-５
○電

話：0889-22-1243

○Eーmail ：sakawa-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
１
２
３
４
５

２

本校への進学を強く希望する生徒
毎日の授業を大切に自ら進んで学習に取り組む生徒
集団生活に必要なマナーがしっかりと身に付いており、他人に対する思いやりがある生徒
さまざまな活動に仲間と協力し、積極的に取り組める生徒
夢や希望を持ち、その実現に向けて努力できる生徒

学校の紹介

（１）学校の特色
１
２
３
４

「いのち輝け」という校是のもと、生徒一人一人が夢の実現を目指し、個性と人権を尊重し
つつ、社会人として「生きる力」を持った心身ともに健全な人間の育成を目指しています。
働く青年や社会人に対して、「働きながら学ぶ」場を保障しています。
さまざまな就学支援制度があり、経済的負担が少なくてすみます。
学級人数が少ないため、授業などにおいてきめ細かな指導が行われています。

（２）令和元年度卒業生の進路状況

（進学）四国医療工学専門学校
（就職）株式会社フジデリカ・クオリティ

（３）部活動の状況
卓球（男・女），バドミントン（男・女），陸上競技（男・女）バレーボール（男女）などの種目
で定時制・通信制の県体や郡体に毎年参加をしています。
活動実績（令和元年度）
県体 … 陸上競技
郡体

…

男子１００ｍ

準優勝

〇９人制バレーボール

優勝

〇卓球男子個人

女子個人

女子８００ｍ

３位

〇バドミントン男子個人

３位
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３位

３位
女子個人

準優勝・３位

１

入学式

１年生から４年生まで全校生徒が２０人
程度なので、一人ひとりの生徒たちと十分
なコミュニケーションがとれています。
不登校、高校中途退学などさまざまな事
情を持ちながら入学してきた生徒もいます
が、定時制では「取り戻し」、「やり直し」
の学習としっかりと向かい合っています。

給食

２
授業は午後 6 時から始まり、４０分授
業が４限目まであります。美味しくバラ
ンスのとれた夜間給食が２５０円で食
べられるので、健康も維持できます。学
校が始まるまで、多くの生徒がアルバイ
トをして、勤労経験を重ねています。

３

修学旅行
校

４

時

表

１限目

１８：００～１８：４０

給

食

１８：４０～１９：００

２限目

１９：００～１９：４０

３限目

１９：４５～２０：２５

４限目

２０：３０～２１：１０

スポーツ大会

主な学校行事
入学式 新入生歓迎行事 遠足
県体 救急法 映画教室 職業講話
佐川学 郡体 生活体験発表会
文化祭 修学旅行 スポーツ大会
卒業生を送る会 卒業式
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８

8

高知県立大方高等学校

定時制

【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：７名
○所在地：幡多郡黒潮町入野 5507
○電 話：0880-43-1079
○E-mail：ogata-h@kochinet.ed.jp

高知県立大方高等学校 定時制

１ 志願して欲しい生徒
○本校で学習したいという意志が強く、将来の目標や夢に向かってチャレンジする生徒
○単位制高校の特色を理解し、自分の個性や能力、自らの進路を切り開く力を伸ばそうとす
る生徒
○働きながら学び、高校を卒業したいという生徒
○基礎・基本を身につけ、自分のペースで学習したいという生徒
２ 学校の紹介
（１）学校の特色
○学ぶ意欲を持ったすべての生徒たちに門戸を開く学校として、他者を思いやり尊重する心
や共感する心を育み、協力し合いながら人間関係を築いていこうとする態度やコミュニケ
ーション力を育成します。
○単位制高校として、通信制との併修、学校外での学修（高等学校卒業程度認定試験、資格
取得、就業実務代替、ボランティア活動等）の単位認定など、生徒の多様なニーズに応え
る「学び」のシステムを生かして、生徒一人一人の個性や能力を伸ばしていきます。
○入学後に３年間で卒業するコース、４年間で卒業するコースのどちらかを選択できます。
○普通教科を中心としたカリキュラムを編成し、基礎・基本を重視した授業を展開します。
○入学時からの計画的なガイダンスを実施するとともに、学校生活や心に関するカウンセリ
ングをきめ細かく行います。
（２）令和元年度進路状況
（進学）

近畿測量専門学校

（就職）

株式会社

四万十ロイヤル「新ロイヤルホテル四万十」、

株式会社

西部グリーン、日鉄環境プラトソリューションズ株式会社

（３）部活動の状況
（体育系）バドミントン部
（文化系）パソコン部

定時制の特色

少人数なので、一人一

普通教科を中心としたカリキュラムを編成し、基礎・
Point 1

基本を重視した授業を行います。また、多様なニーズ

人の能力にあった学習
ができます。

に応えるため、選択科目も多く設け、生徒一人一人の
個性や能力を伸ばします。
Point 2

希望により通信制の授業を受けることができます。

３年間で卒業を目指す
コースと４年間で
卒業を目指すコースを

Point 3

学校外での学修（例えば、高卒認定試験・資格取得・
就業実務代替・ボランティア活動など）の成果を卒
業単位として認めます。
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選択することが
できます。

カリキュラム
教科

科

目

国語総合
現代文Ａ
国語表現
国語演習

国語

地理
歴史

注）○付き数字は４年間で学習する単位数を表します。
教科

④
③
②
②

理科

世界史Ａ ②
日本史Ａ ②
地理Ａ ②

保健
体育

公民

現代社会 ②
政治経済 ③

数学

数学Ⅰ ④
数学 A ②
数学活用 ②
実用数学 ②

芸術

外国語

科 目

5月

家庭

体育 ⑧
保健 ②

情報

社会と情報 ②

商業

情報処理 ②
ビジネス基礎 ③
パソコンＡ ①
パソコンＢ ①
パソコン実務 ③
パソコン実務応用 ②

総合

総合的な探究の時間 ③

美術Ⅰ ②
総合芸術Ａ ①
総合芸術Ｂ ①

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ③
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ ④
英語会話 ②

7･8 月

9月

子どもの発達と保育 ③

フードデザイン ②

日課表

10 月

秋季休業、文化祭
生活体験発表会

新入生歓迎会
・BBQ、スポーツ大会

11 月 定通合同ホームデー
防災学習

防災学習

6月

家庭基礎 ②
生活と福祉 ②

後期
入学式

4 月・

科 目

科学と人間生活 ②
生物基礎 ③
化学基礎 ③

学校行事
前期

教科

県体育大会
定期考査
夏季休業
防災学習
郡体育大会
定期考査

12・
1月
2月

定期考査
冬季休業

０時限

17:05～17:45

１時限

17:50～18:30

給 食

18:30～18:40

ＳＨＲ

18:40～18:45

２時限

18:45～19:25

３時限

19:30～20:10

４時限

20:15～20:55

卒業考査、クリスマス会
基礎・基本を十分に

卒業生を送る会

学び、自分のペース

3月

新入生歓迎会（スポーツ大会）
＜ペタンク大会＞

卒業式・定期考査

で学習したい生徒

春季休業

待ってます！

新入生歓迎会（ＢＢＱ）

学び続ける意欲と
熱意をもつ生徒

働きながら学び、
高校を卒業したい
生徒
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9 ９ 高知県立宿毛高等学校
定時制
高知県立宿毛高等学校
定時制

【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：１４名
○所 在 地：宿毛市与市明５－８２

１

○電

志願してほしい生徒像

話：
（0880）63－2164

○E – mail：sukumo-h@kochinet.ed.jp

○働きながら学び、高校を卒業したいと考えている生徒。
○素直でやさしく、他人を思いやる心をもった生徒。
○基礎学力を身につけ、将来の夢や希望を実現するために地道に努力できる生徒。

２

学校の紹介

（１）学校の特色
○働きながら学ぶ、夜間定時制の学校です。
○家族的な雰囲気の中で、一人一人の生徒を大切に見守り、成長を支援します。
○マナーを大切にし、人間性豊かな生徒の育成を目指します。
○少人数の指導をおこない、基礎・基本を重視した授業を展開します。
○入学後は、義務教育段階の復習からはじめ、基礎学力の定着に取り組みます。
○様々な学習の機会を通し、社会人として生き抜く力をつけることを目指しています。
〇一人一人に合った高校生活が送れるよう支援します。

（２）卒業生の進路状況
平成３０年度
（進学者１名）平成福祉専門学校
（就職者７名）ダイオーミルサポート株式会社、まあるいお月さん、大容基功工業株式会社
株式会社フロンティア、株式会社三共コンクリート、株式会社沖ノ島水産
株式会社サカタ四万十事業所
令和元年度
（就職者６名）株式会社カワマート、マルネン株式会社、旬彩バルＡＥＲＵ、
有限会社寺田林業、萩原建設株式会社、有限会社宿毛建機

（３）部活動の状況
卓球部

バドミントン部

陸上部

サッカー部

（４）学校の雰囲気
学校は県西部の宿毛市にあり、校区は広く、生徒は幡多郡一円から通学しています。学
校生活では１年次生から４年次生まで交流があり、充実した高校生活を送っています。ま
た、約半数の生徒が就労しており、学校以外でも様々な場面で助け合い、年次を越えアド
バイスを送るなど良好な人間関係が構築されています。
中学校時代、学校になじめなかった生徒や学習が苦手であった生徒も「学び直し」の気
持ちを持って意欲的に学習や補習等にも取り組み、資格取得や定通併修等にも挑戦するな
ど、生徒それぞれが目標を達成するために日々頑張っています。
教職員と生徒が和やかな雰囲気のもと、少人数の特性を生かした様々な取り組みを通
し、進路決定率１００％を目指し、充実した高校生活を送っています。

（５）生徒数・職員数
年次

１年次

２年次

３年次

在籍数

３名

３名

４名

４年次
４名
93

合計
１４名

教 員 数

１０名

クラス数

４

各学年１クラス

３ 教育活動の紹介
（１）教育課程と授業時間
教育課程：修業年限４年
教科

科目

教科

国語総合⑤
国語

歴史

公民

国語表現②

数学

数学Ａ②

芸術

科学と人間生活②

日本史Ａ②

理科

地 理 Ａ②

外国語

地学基礎②

保健

体育⑧

体育

保健②

科目
書道Ⅰ②
書道Ⅱ②

教科

科目

情報

社会と情報②

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ③

生物基礎②

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ④

商業

英語会話②

化学基礎②

現代社会③

課

教科

数学Ⅱ④

世界史Ａ②

日

科目
数学Ⅰ③

現代文Ａ②
地理

○付き数字は単位数を表します。

家庭

家庭基礎②

総合

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ②

表

電子商取引④
情報処理④
総合的な学習
（探究）の時間④

学校行事

ＳＨ

１７：４５～１７：５０

１限目

１７：５０～１８：３０

２限目

１８：３５～１９：１５

夜食

１９：１５～１９：３０

３限目

１９：３０～２０：１０

４限目

２０：１５～２０：５５

放課後

クラブ活動～２１：３０

入学式 防災訓練 保護者会 県及び郡の体育大会
企業訪問 総合学習発表会 ボランティア活動
校内意見発表大会 定期健康診断 各種の講話や
セミナー（保健・非行防止・進路・仲間づくり・進路
スキルアップ等） 生徒会の行事や活動（歓迎会・
スポーツ大会・生徒会役員選挙・挨拶運動・クリスマ
ス会・送別会等） 卒業証書授与式

（２）学校生活の様子

授業風景（フード）

避難訓練（夜間）

ボランティア活動

授業風景（情報）

救急法講習

総合的な学習の時間（発表会）
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保健講話

校内生活体験発表会

卒業証書授与式

10
10

高知県立清水高等学校 定時制
定時制
高知県立清水高等学校
【学校の概要】
○設 置 科：普通科
○生 徒 数：１１名
○所 在 地：〒787-0336 高知県土佐清水市加久見 893-1
○電
話：0880-82-1236 FAX 0880-82-2264
○E – mail：shimizu-h@kochinet.ed.jp
○URL ：http://www.kochinet.ed.jp/shimizu-h/

１

志願してほしい生徒像
○ 中学で学習した教科を中心にさらに広く・深く学ぶ意欲や熱意を持っている生徒。
○ 地域と連携した各種行事やボランティア活動等に積極的に参加できる生徒。
○ 地域や友達を大切にするとともに、周囲の意見や助言を受け入れることができる心豊かな生
徒。

２

学校の紹介

（１）学校の特色
☆単位制を活かした教育を推進しています

平成１９年度から単位制が導入されました。単位制では、高等学校在学中に取得した単位の累計
（７４単位）により卒業できます。通信制（大方高校通信制のみ）との併修制度を利用して在籍期
間３年で卒業することも可能です。単位制は生徒にとってより学びやすい制度となっています。

☆地域と共に子どもたちを育てています

（２）平成２２年度卒業生の進路状況

土佐清水市は地域連携に大変熱心な地域です。子どもたちに係わる情報を地域で共有し、地域住
民の声に耳を傾け、地域と共に子どもたちを育てることを目標に努力を行っています。
☆ 一人ひとりを大切にした教育を推進しています

本校定時制には環境が異なる生徒たちが通っていますが、全員が元気に登校しています。生徒た
ちは和やかな雰囲気の中で楽しい学校生活を送っています。本課程の教員も生徒が少ない特徴を活
かして、家庭的な雰囲気の中できめ細かな指導をすることに努力しています。

☆教育振興会による支援が充実しています
本校定時制には、約２５０名の地域の皆様、団体に支えられた清水高校定時制教育振興会があり
ます。集められた会費は、一人一人の生徒への支援として活用されており、地域の方々に温かく見
守られながら学ぶ事ができています。
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（２）平成２９、３０、令和元年度卒業生の進路状況
（進学）龍馬看護ふくし専門学校
（就職）(有)ＴＫ・オーガナイズ
（株）サニーマート

大阪保育こども教育専門学校
社会福祉法人尽心会サンホームしおみ

中村ソーイング（株）

（株）東洋トラフィックサービス

切詰内装

サンヨー航空サービス（株）

（３）部活動の状況
（体育系）バドミントン 卓球 陸上
（活動実績）
全国高等学校定時制通信制体育大会第５０回卓球大会出場
第６５回高知県定時制通信制高等学校体育大会

卓球の部女子個人第２位

（４）その他
☆教育課程（普通科）
履

修

科 目

１ 年

国語総合(２) 現代社会(３) 数学Ⅰ(２) 科学と人間生活(３) 体育(２)
保健(１) コミュニケーション英語基礎(３) 社会と情報(２)

２ 年

国語総合(３) 数学Ⅰ(２) 生物基礎(３) 体育(２) 保健(１) 家庭基礎(２)
コミュニケーション英語Ⅰ(２)
情報処理(３)

３ 年

国語表現(３) 世界史Ａ(３) 数学Ａ(３) 体育(２)
コミュニケーション英語Ⅰ(２) ビジネス情報(３)

４ 年

現代文Ａ(２) 日本史Ａ(３) 数学活用(２) 化学基礎(３) 体育(２)
音楽Ⅰ(２) 英語会話(２) 簿記(２)

☆授業時間

☆主な学校行事

１ 時 間 目

１８：００～１８：４０

２ 時 間 目

１８：５０～１９：３０

３ 時 間 目

１９：４０～２０：２０

４ 時 間 目

２０：３０～２１：１０

部 活 動

美術Ⅰ（２）

１学期

２学期

２１：１０～

定通高体連幡多支部体育大会

新入生歓迎遠足

３学期

救急救命講習

調理実習
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新入生歓迎遠足、陶芸教室、県体
地域清掃活動、シーカヤック教室
郷土料理教室、防災学習、郡体
秋の生徒会行事
卒業生を送る会

芸術体験活動（陶芸教室）

金融講座

11 11

【学校の概要】
○ 設置科：商業科
○ 生徒数：２４名
○ 所在地：高知市大谷６番地
○ 電 話：088-844-0267

高知商業高等学校
定時制
高知商業高等学校
定時制

○ E – m a i l：kochisho-h@kochinet.ed.jp

１

志願してほしい生徒像
○仕事と学習を両立しながら、高校卒業や資格取得をめざす生徒。
○高校進学を機に、新たな夢や目標にチャレンジしようとする生徒。
○ゆったりとした環境でじっくり学習し、専門的知識を身につけたい生徒。

２ 学校の紹介
（１）学校の特色
本校課程は、大正７年に開校、伝統のある商業系夜間高校であり、２千数百名を超える卒
業生を輩出しています。
本校は初代横山校長の「すべて親心で」の精神で、４つの和(「教職員同志の和」「生徒同
士の和」
「教職員と生徒の和」
「教職員と保護者の和」)を大切にし、全員進級・全員卒業を目
指します。
・分割少人数授業で基礎学力定着のための指導を行います。長期休業中、定期考査の前後は
補習を行い、実力をつけ、生徒の希望する進路へと結びつけます。
・利用する全教室にプロジェクター・スクリーンを設置し、PowerPoint を利用した視覚的に
変化のある授業を提供します。
・商業高校の特性を生かした、社会とつながる専門教育を実現する学校を目指します。
・定時制では県下唯一の学年制ですが、高卒認定試験を利用することで、３年修了で進学す
ることもできます。
（→詳細はＱ２へ）

（２）卒業生の進路状況（過去３年間）
（進学）開成専門学校（看護学科２名）、龍馬看護ふくし専門学校（看護学科２名）、
高知学園短期大学（生活科学科）
（就職）
（株）四季の台所、
（株）池田ハルク、
（有）川崎鉄筋
（株）技研製作所、
（株）ミロク、佐川急便（株）
高知赤十字病院（医療事務・夜間）

（３）部活動の状況
バドミントン部、陸上部、商業部 他
令和元年度は
県定通体育大会（バドミントン男子団体２位、
男子個人４位、
女子個人１位）
全国定通体育大会（バドミントン女子個人出場）
活動日時：月・水・金 20:45～21:30
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３

その他
① 高知商業高校定時制での生活について
Ｑ１

定時制に入学したら、絶対働かなくてはいけませんか？

Ａ 昼間、絶対働かなくてはいけないということはありません。
ただし、学校の時間は１７時４５分から２０時４５分までです。規則正しい生活リズムを心
掛けてください。
Ｑ２

高卒認定試験を利用して、３年修了で進学するとはどういうことですか？

Ａ 高校は単位という考え方があります。
例えば週に３回ある科目を１年間受講して、十分な成績を修めたら、３単位を修得したこと
になります。本校の２年生までの３８単位と、高卒認定試験の生物基礎・化学基礎・地学基礎・
物理基礎の中から１科目合格すると、高卒認定試験合格者となり、高卒者と同等以上の学力が
あると認められ、
「大学入学資格」等が得られます。高卒認定試験合格を利用して，大学等へ進
学することも可能です。
本校ではその希望のある生徒には、夏休み中に高卒認定試験対策（生物）の補習を行います。
また、放課後や長期休業中に加力補習や補力補習も行い、基礎学力の定着を図ります。
Ｑ３

４年間通って、卒業する意味ってあるの？卒業後の進路は？

Ａ あります。
働きながら４年間学ぶことで、大きく成長できます。学力も経済力もつけることができます。
少人数で基礎からじっくり学べ、良い成績を収めることもできます。
進学では推薦入試で、高知工科大や私立大学、専門学校看護科などへの実績があります。
就職でも４年間頑張った生徒は技研製作所やミロクに高卒求人で正規雇用されています。
Ｑ４

求人票とかどうなっていますか？

Ａ 高卒求人は、高卒求人情報ＷＥＢサービスなどで幅広く募集されています。事業主側には就
職差別につながる様々なことに配慮する義務が課せられており、平等な採用が行われています。
また、４年間働きながら学んだという努力を、高く評価してくれる企業もあります。

② 行事等の写真
新入生歓迎行事

も右のＱＲコードからＨＰにアクセスすると、学校の詳細の情報を

見ることができます
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1

１

高知県立高知北高等学校
通信制
高知県立高知北高等学校
通信制

高知県立高知北高等学校 通信制課程

【学校の概要】
○設置科：普通科
○生徒数：３１３名
○所在地：高知市東石立町 160 番地
○電

自分の可能性を極める

話：088－832－2182

○E-mail：kita-h@kochinet.ed.jp

● 教育方針

目標に向かって柔軟に学び、チャレンジできる環境と学力向上に努める。
①

心の教育の推進

②

生きる力の推進（進路保障の充実）

③

自主活動の育成・活性化

● 教育目標
①

基礎学力の充実と学習意欲の向上（単位の修得率を高める）

②

規則正しい生活習慣の確立

③

心身に不安を抱える生徒に対する支援の強化

● 特色
①

自分のペースで学習しながら、卒業を目指します。また、単位制ですから学年の区分や留年制度は
なく、他高校で修得した単位を生かすこともできます。

②

生徒の年齢層は 15 歳から５０歳代まで幅広く、仕事や家事等と両立させる者も数多く在籍してい
ます。

③

ハートフル

ドア（医療アドバイザー、スクールカウンセラー、ピアサポーター等）により、専門

的な視点と大学生による支援で生徒の教育相談やサポートを推し進めます。
● 学習と卒業
（教科書や学習書を参考にします）
① レポート（課題プリント）を作成し、添削指導を受けます。
② スクーリング（授業）は、決められた時間数の出席が必要です。（日･水の 9:00～17:00）
③ 定期試験は、年間 3 回（夏季・秋季・年度末）あり、合格することで単位が修得できます。
④ 卒業するためには、特別活動（各種学校行事・ロングホームなど）に決められた時間数の出席が必要
です。
※

自学自習が

これらの積み重ねが、卒業につながります。（卒業への修得単位数：74 単位）

基本です！

自宅

学校
レポート提出

レポート提出

レポート添削

● 楽しい学校行事

レポート添削

● 令和元年度卒業生の主な進路状況
【進学】名古屋芸術大学 日本福祉大学 岡山商科大学
四国大学 四国学院大学 高知学園大学
高知開成専門学校 国際デザイン・ビューティカレッジ
高知福祉専門学校 高知県立高等技術学校
【就職】（株）三翠園 （株）ツルハドラッグ （株）丸三
（株）サニーマート （株）JA メモリアルこうち
（株） シーメック 久保田食品（株）

99

高知県立大方高等学校
通信制
2 ２ 高知県立大方高等学校
通信制

【学校の概要】
設置科：普通科
生徒数：７６名
所在地：幡多郡黒潮町入野５５０７
電 話：０８８０（４３）１０７９
E メール：ogata-h@kochinet.ed.jp

□ 通信制とは □

毎日学校に通学するのではなく、自宅での自学自習が基本となります。
教科書や学習書を参考に自宅でレポートを作成し、添削指導を受けます。
日曜日には、授業形式で先生から指導を受けるスクーリングを実施します。
（水曜日に、補充のためのスクーリングがあります）
学習したレポートのまとめとして、前期・後期の最後にテストを実施します。

決められた回数のスクーリングを受け、締め切りまでにレポートを提出し、
テストに合格すれば単位認定します。必履修科目を含めて、７４単位以上の
単位を修得できれば、高校の卒業資格が得られます。
Point １

３年間で卒業することもできます。
前期・後期ごとに単位認定をします。

レポート

Point 2

添削指導

高卒認定試験や資格取得・ボランテ
ィア活動など学校外での学修の成
果を、卒業単位として認めます。

ｽｸｰﾘﾝｸﾞ

テスト

特別活動

面接指導

定期試験

□ ２０２０年度学校行事

前期
４月 始業式・入学式
Point 3

新入生歓迎会

前籍校での取得単位も、卒業単位
として認めます。

６月 県体育大会
９月 前期試験・郡体育大会
前期卒業式

後期
１０月 後期入学式・県生活体験発表会
文化祭
１１月 校外研修
１２月 クリスマス会
２月 後期試験・卒業生を送る会
３月 終業式・卒業式

昨年度の進学先
【進学】 四国学院大学 美作大学短期大学部
県立農業大学校
【就職】 黒潮町役場（一般行政事務）
日鉄環境プラントソリューションズ（株） （株）治元
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（株）与力水産

入学者選抜を行う高知県公立高等学校の所在地一覧表
高 等 学 校
分 校

電 話 番 号

所

在

地

郵便番号

本

校

室

戸

0887 (22) 1155

室戸市室津 221

781-7102

中

芸

0887 (38) 2914

安芸郡田野町 1203-4

781-6410

安

芸

0887 (34) 1145

安芸市清和町 1-54

784-8505

安芸桜ケ丘

0887 (35) 2020

安芸市桜ヶ丘町 784

784-0026

城

山

0887 (55) 2126

香南市赤岡町 1612

781-5310

山

田

0887 (52) 3151

香美市土佐山田町旭町三丁目 1-3

782-0033

嶺

北

0887 (76) 2074

長岡郡本山町本山 727

781-3601

高知農業

088 (863) 3155

南国市東崎 957-1

783-0024

高知東工業

088 (863) 2188

南国市篠原 1590

783-0006

岡

豊

088 (866) 1313

南国市岡豊町中島 511-1

783-0049

高 知 東

088 (845) 5751

高知市一宮徳谷 23-1

781-8133

高知工業

088 (831) 9171

高知市桟橋通二丁目 11-6

781-8010

高知追手前

088 (873) 6141

高知市追手筋二丁目 2-10

780-0842

088 (867) 2811

吾川郡いの町上八川甲 2075-1

781-2401

高知丸の内

088 (873) 4291

高知市丸ノ内二丁目 2-40

780-0850

高知小津

088 (822) 5270

高知市城北町 1-14

780-0916

高 知 北

088 (832) 2182

高知市東石立町 160

780-8039

高知国際

088 (844) 1221

高知市鴨部二丁目 5-70

780-8052

伊野商業

088 (892) 0548

吾川郡いの町 332-1

781-2110

春

野

088 (894) 2308

高知市春野町弘岡下 3860

781-0303

高

岡

088 (852) 1168

土佐市高岡町甲 2200

781-1101

高知海洋

088 (856) 0202

土佐市宇佐町福島 1

781-1163

須崎総合

0889 (42) 1861

須崎市多ノ郷甲 4167-3

785-0030

佐

川

0889 (22) 1243

高岡郡佐川町乙 1789-5

789-1202

窪

川

0880 (22) 1215

高岡郡四万十町北琴平町 6-1

786-0012

檮

原

0889 (65) 0181

高岡郡梼原町梼原 1262

785-0610

四 万 十

0880 (27) 0034

高岡郡四万十町大正 590-1

786-0301

大

方

0880 (43) 1079

幡多郡黒潮町入野 5507

789-1931

幡多農業

0880 (34) 2166

四万十市古津賀 3711

787-0010

中

0880 (34) 2141

四万十市中村丸の内 24

787-0003

0880 (52) 1186

四万十市西土佐津野川 223

787-1612

宿毛工業

0880 (66) 0346

宿毛市平田町戸内 2272-2

788-0783

宿

毛

0880 (63) 2164

宿毛市与市明 5-82

788-0008

清

水

0880 (82) 1236

土佐清水市加久見 893-1

787-0336

高知商業

088（844）0267

高知市大谷 6

780-0947

吾 北

村
西土佐
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