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Ⅳ－３ 長崎総合科学大学附属高等学校 

 

〔1〕教育改革・カリキュラム改革に向けた取り組み  

    

（１）教育課程・教育方法の改革 

◆クラス編成については、入学又は進級時に進路希望や成績等を参考にして、 

１年生は     錬成クラスと普通クラス、 

２年生・３年生は 錬成クラス(文系・理系１融合)、 

理系２（純粋な理系）、理系３（文系に近い理系） 

にそれぞれ編成しています。 

 

◆「錬成クラス」は大学進学を前提に普通カリキュラムに加え、英語・数学を 

 １単位ずつ増やし、授業内容も難易度を上げた内容で大学受験対策を行いま 

した。 

 

◆今年度より更なる授業充実を目的としアクティブ・ラーニングの導入など、 

 生徒の興味関心を引き出すような授業に取り組んでいます。 

また英語教育にも力を入れ、長崎総合科学大学と連携し､英検ＩＢＡを導入す 

ることとしました。 

 

◆毎週月・木・土及び長期休業中に、大学進学のための補習とまなびなおしを目  

的とした補充授業を実施しています。 

部活動で参加できない生徒には、個別添削で学力アップを目指しています。 

また、定期考査の名称を、学期毎の中間考査、期末考査から第1回～第5回考 

査に変更しました。 
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（２）キャリア支援 

   ◆就職を希望する生徒に対しては、県の補助金を活用した就職指導専門員（県内 

    就職推進員）を配置して、就職希望生徒及び保護者の進路相談、生徒への企業 

紹介、職場体験、履歴書作成や面接の指導等を行うとともに、企業訪問等によ 

る求人開拓を行いました。 

    

◆平成２９年３月卒業生の就職内定率は５年連続で１００％を達成し、県内就職 

希望者の県内就職率も９４％という高い就職率となっています。 

 

項目 ２７年度実績 ２８年度実績 

就職率      １００％ １００％ 

 うち県内就職者の割合        ７割 ８割 

 

  進学の内訳は次のとおり。 

     長崎崎総合科学大学  ２１名 

国公立大学    ４名（長崎大１、長崎県立大２、北九州市立大１）  

その他の大学    ３８名 

専門学校    ２３名 

     平成２９年３月卒業者１２８名のうち、進学者８６名、就職者３８名、進学 

浪人含めた未定者４名。 
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（3）地域連携 

◆年末に野球部員による JA 長崎せいひ東長崎支店の餅つき大会の手伝いや、新 

 年開催の日見地区ロードレース大会への野球部員やバスケット部員の参加、大 

会の準備や後片付けの手伝い等で地域の方々に感謝されるとともに交流を深 

めています。 

 

◆バレーボール部も年間数回、近隣の幼稚園や小学校を招待してバレーボール教 

 室を行っており、保護者に好評です。 

 

◆時期により近隣の幼稚園や中学校からの要請に応じて、グラウンドや柔道場の 

貸し出しも行っています。 

 

   ◆各学期に１回、全生徒が参加して、本校敷地周辺の地区清掃を実施するとと 

もに、生徒会や各クラブ員による近隣の公園や道路の清掃活動も年間を通じ 

て行っています。 

    

◆今後も、地域の行事や催し物にはあらゆる機会をとらえて積極的に参加し、 

 地域との連携・交流を深めていきます。 
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〔2〕生徒募集 

 

 （1）募集活動 

◆附属高校では、毎年確実に１２０名を達成することを最大の課題として、この 

 目標に向かって募集活動と広報活動に最大限の努力をした結果、平成２９年４ 

月の入学者数は１３２名となりました。 

 

◆具体的活動としては、 

・校長以下、全職員で長崎市内をはじめ通学可能な範囲の全中学校をまわり、 

魅力ある学校として広報を行いました。 

・今年度より、ロボット研究会を立ち上げ、大学の支援を受けながらロボッ 

トコンテスト等に本格的に参加しました。 

これに伴い、ロボットに興味関心のある生徒を開拓し、入学に結びつけて 

いきます。 

・音楽、書道の指導ができる教員がいるので、新たに音楽部、書道部を立ち 

上げ、女子を中心に生徒を募集するきっかけとします。 

 

入学者数 ２８年度入学者実績 ２９年度入学者実績 

附属高校  １０１人（３４０人）  １３２人（３３２人） 

                （    ）は入学者を含む在学生数 

 

◆今後も、少人数教育によりきめ細かい指導をしていくことを中学校にアピール 

し、生徒指導も適正に行っている高校であることを広めました。 

 

◆募集活動の一環として、クラブ活動等に近隣の小・中学生を招待しての合同練 

習や、随時見学を受け入れてました。 

塾についても、長崎地区・諫早地区を中心とした塾を対象に募集要項説明会を 

年１回実施しており、毎回約２０校が参加しています。 

 

◆サッカー部の九州大会、全国大会の活躍を中心に、横断幕等で地域に情報を広 

めたり、中学生向けのポスター作成にも、目をひくように工夫をしました。 

 

◆高校ホームページもできる限り新しい情報を多く発信することとして、「輝 

け！総附」－校長室より－のブログ、トピックス、サッカー部のブログ等を通 

して生徒の活躍ぶりや学校の様子等を発信しました。 
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（2）オープンスクール 

◆オープンスクールを毎年度３回実施しており、平成 28 年度の参加者数は４７８ 

人（含 保護者）であった。大学と同様、当日の司会進行や案内をはじめ、準備・ 

後片付け等は生徒会を中心に主体的に参加してもらいました。 

 

◆参加人数を増やす具体的な方法として、大学オープンキャンパスとのコラボレー 

ションを行い、１７９人（含 保護者）の参加がありました。 

 

◆ロボット研究（NiAS 夢工房）を中心に、工学関係の施設設備を中学生に紹介で 

き、大学の魅力を通して、附属高校のアピールを行いました。 

 

オープンスクール参加者          （単位：人） 

参加者（年度合計） ２７年度実績 ２８年度実績 

参加者合計 ２９９人  ４７８人 

 うち中学生   １９７人  ２９２人 
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（参考）平成 28年度年間行事・事業の概要 

日 程 行 事・事 業 

H28．4. 2 

    4. 8 

大学入学式（院 12 名・学部 220 名・別科 8 名） 

第 55 回附属高校入学式(入学者 101 名) 

5. 21 第 1 回理事会・第 1 回評議員会（事業報告・決算報告、次期評議員の選任等） 

6.1 

6.4 

6.10 

  6.12 

6.18 

6.20 

6.26 

第２回理事会・第２回評議員会（理事長選任・常務理事選任・監事選任・経営改善計画策定等） 

サッカー天皇杯長崎県内大学予選 優勝 

長崎県高等学校総合体育大会サッカー競技優勝 

大学保護者懇談会（長崎；3,4 年生）172 名 

大学保護者懇談会（沖縄）11 名 

全九州高等学校サッカー競技大会優勝 

第 1 回附属高校オープンスクール 140 名参加（中学生 89 名、保護者等 51 名） 

7.31 第 1 回大学オープンキャンパス 134 名参加(高校生 68 名、保護者等 66 名) 

 8.21 

8.21 

8,27~ 

第 2 回大学オープンキャンパス 97 名参加(高校生 47 名、保護者等 50 名) 

第 2 回附属高校オープンスクール 179 名参加（中学生 112 名、保護者等 67 名） 

大学保護者懇談会：佐世保（21 名）、佐賀（18 名）、宮崎（18 名）、鹿児島（17 名）ほか 

9.11 

9.11 

9,25       

大学保護者懇談会（長崎；1,2 年生）119 名 

附属高校体育祭 

第 3 回大学オープンキャンパス 117 名参加(高校生 91 名、保護者等 26 名) 

10.15         

      10.21 

10.30 

第 3 回附属高校オープンスクール 159 名参加（中学生 91 名、保護者等 68 名） 

附属高校文化祭 

大学体育祭 

11.13 

11.19 

11.21 

11.26 

11.30 

全国高等学校サッカー選手権大会長崎県大会優勝 

高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2016 プリンスリーグ九州優勝 

第 52 回造大祭（～22） 

第 3 回理事会・第 4 理事会・第 3 回評議員会（補正予算案、評議員の選任等） 

九州大学サッカーリーグ第 3 位 

12.21 

12.30 

仕事研究セミナー 25 社（学生第 1 部 436 名 第 2 部 254 名参加） 

附属高校サッカー部が全国高校サッカー選手権大会出場（2 年ぶり 4 回目） 

H29.1.29 長崎県高校新人体育大会サッカー競技優勝（7 連覇） 

2.13 九州高校新人サッカー大会優勝 

3.1 

3.3   

3.18 

3.19            

第 53 回附属高校卒業式(卒業生 128 名) 

合同企業面談会 41 社（学生 95 名参加） 

大学卒業式（院 14 名・学部 169 名・別科 6 名） 

第 5･6 回理事会・第 4 回評議員会（理事・評議員の選任、収支予算案、次年度事業計画等） 
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