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九州高等学校 2020

すべての経験は、

夢や目標への「成長力」となり
多種多様なストーリー を描く。

普通科
スーパー特進クラス
特進クラス
準特進クラス
進学クラス

令和元年度 進路実績 志望校多数合格九高生“サクラ咲く” 九高54期生!

国公立大学
名123

大学校・準大学
名（一次合格含む） 87

明治大学8名・青山学院大学3名・中央大学14名・東京理科大学9名
同志社大学5名・立命館大学31名他多数合格

私立大学 名1,156 九州産業大学224名・西南学院大学128名・福岡大学265名

京都大学1名・大阪大学4名・宮崎大学〈医学部医学科〉1名
九州工業大学6名・熊本大学7名・鹿児島大学5名
佐賀大学20名・福岡教育大学14名・福岡女子大学5名

他多数合格

九州大学25名
（現役合格23名）

防衛医科大学校〈医学部医学科〉 1名・防衛大学校 3名
防衛医科大学校〈医学部看護学科〉1名・防衛大学校（一次合格） 78名・防衛医科大学校（一次合格） 4名

過年度含む



卒業生Interviewセンパイに続け!!

スーパー特進クラスは、全国難関大学を目指し、互いに切
磋琢磨し、高め合うクラスです。勉強だけでなく、部活動と
の両立や学校行事も、クラスの全員が全力で取り組むため、
さまざまことに対して努力する姿勢が身につきました。おす
すめの学校行事は文化祭です。1年生は合唱コンクールが
あり、そこでクラスみんなが一つになり、絆が深まりました。

九州高校の3年間で身についた力は、「自主的に考え、行動する力」です。そ
れから、部活動や学校行事の中で「人と協力することの大切さ」とそれに対
する「感謝する気持ち」を感じることができるようになりました。まだ具体的
な夢はないですが、「人の役に立つことをやる」が一つの目標です。

1年生の早い段階から大学受験や進路について考えていました。志望大学に向
けて頑張ることができたのは、共に高め合える友人や手厚くサポートしてくださ
る先生、学習環境などに恵まれていたからだと思います。

S特進クラスの
WEBページにアクセス!
特長や学習サポートなどが確認できます。

スマホ対応!

S特進クラスが達成した進路実績

医学部医学科も輩出!

九州大学
工学部 地球環境工学科

山林 颯太さん S特進クラス 2019年度卒業
硬式テニス部 （新宮中学校出身）

山林センパイの3年間

S特進クラス

中矢 陽佳さん／2年
英語研究部 （照葉中学校出身）

1年 2年 3年

70
（偏差値）

65

60

55

現役
合格

九州大学をメインターゲットに、
全国難関国立大学への現役合格を目指す。

外交官になるという夢を叶えるために、読解力や文章力、
説明力などを日々磨いています。英語研究部に所属し、ス
ピーチコンテストに向けて、文章構成や発音だけでなく、抑
揚や身振りなども極める研究を行っています。昨年度、英
語研究部の代表に選出され、福岡地区大会に進出するも、
結果が残せず悔しかったです。次こそは頑張ります!

私は、自分から行動する大切さを九州高校で学びました。勉強面でも、生活
面でも、受け身でいると何事も味気なくなってしまいます。失敗することもた
くさんありましたが、自分でチャレンジしてみたことは何事も勉強になりまし
た。ここで過ごした時間全てが今の自分の糧になっています。

励ましてくれる友人や慕ってくれる後輩、助言してくださる先輩方、そして温かく
見守ってくださる先生方の支えのおかげで、部長として部をまとめ、コンテストや
行事の司会などを乗り越えることができました。

特進クラスの
WEBページにアクセス!
特長や学習サポートなどが確認できます。

スマホ対応!

特進クラスが達成した進路実績
・九州大学3名 ・九州工業大学 ・熊本大学
    ・青山学院大学 ・中央大学 ・明治大学にも合格者

髙野センパイの3年間

目指すは、国公立大学・難関私立大学。
「行きたい大学」が「行ける大学」に。

世界ジュニア出場をきっかけに、もっと世界で戦いたい、勝
てる選手になりたい!と思いました。各部活動の活躍に刺激
を受け、応援してくださる方々に感謝しながら、日々練習に
励んでいます。勉強を教え合い、楽しく笑って過ごせる仲間
と支えてくださる先生方のおかげで、競技に集中しつつも、
安心して高校生活を送ることができています。

準特進クラスの
WEBページにアクセス!
特長や学習サポートなどが確認できます。

スマホ対応!

準特進クラスが達成した進路実績
西南学院大学
48名

・熊本大学 ・長崎大学 ・佐賀大学
・鹿児島大学 ・宮崎大学 など

髙橋 花菜さん／3年
校外：ショートトラック（博多女子中学校出身）

準特進クラス

有名私立大学への現役合格を目指すと同時に
人間力の向上も図ります。

進学率
91.5%

進学クラスの
WEBページにアクセス!
特長や学習サポートなどが確認できます。

スマホ対応!

進学クラスが達成した進路実績
・福岡大学 31名
・西南学院大学 5名

九州産業大学も
多数合格

進学クラス

部活動との更なる両立で、
確かな学力とチャレンジ精神を育む。

夢や目標を叶えるチカラを身につける
KYUSHU HIGH SC HOOL ： STEP2020

九州高校の在校生・卒業生から見る充実した3年間と成長の記録

勉強も、部活動も、学校行事も、
全力で取り組む!それが、九州高校生!!

何事も一流になるには、
人一倍の研究と努力が必要だと痛感。

中学3年生の時に
ベストな選択ができて、本当に良かった。

放送部
第66回
ＮＨＫ杯全国高校
放送コンテスト
朗読部門出場（福岡県代表）

出場
★★★

★★★

山林センパイ
合格までの3年間

〈学力推移〉

髙野センパイ
文武両道の3年間
〈部活動実績〉

九州大学

合  格

工学部
地球環境工学科

勉強と部活動の両立ができ、先生方の手厚いサポートがあることが九州高校
の特徴です。しかし、先生からの指示を待つのではなく、自ら進んで行動する
「自主性」、自ら色んな人に話しかけ、多くの人と関わりを持つ「積極性」を身
につけ、成長できるのもまた九州高校です。皆さんが思い描く「楽しい高校生
活」は、勉強から逃げず、諦めずに、最後まで頑張った人にこそ訪れるものだ
と思います。頑張ってください！

「努力を続ける大切さ」「相手を重んじる礼儀」「強い精神力」、チームとして活
動する上での「協調性」など多くのことを学ぶことができました。

新村センパイの3年間

新村センパイ
文武両道の3年間
〈部活動実績〉

吹奏楽部
第64回
九州吹奏楽コンクール

金賞
★★★

★★★

九州大会
出場2回目

★★★

★★★

九州高校は生徒数が多いので、部活動や学校生活でたくさんの友人ができ
ました。そして、生徒数の多さを活かした迫力ある体育祭は、生徒主体で行
うため、毎年とても達成感のある学校行事の一つです。「卓然自立」の精神
に基づく、「自分から積極的に行動する力」も身につき、とても充実した3年
間でした。受験生の皆さんも、受験後に後悔しないように、しっかりと計画を
たて、今できる最善を尽くしましょう！

沖藤センパイの3年間

部活動は中学校の頃よりも本格的になり、きつくなる時もありますが、諦めずに
努力をすれば、結果はついてくると実感しました。

沖藤センパイ
文武両道の3年間
〈部活動実績〉

陸上競技部
インターハイ
出場中!!

6年連続
★★★

★★★

田中さん：勉強も部活動も頑張れると
思い、九州高校に入学しました。今は、
部活動で良い結果が残せるように練習
に励んでいます。自分で計画を立てて、
勉強にも取り組んでいます。部活動も
全力で取り組めるのが九州高校です。
受験生の皆さんも頑張ってください。

中村さん：九州高校はとても活気が
あり、文武両道が可能な学校です。仲
間の大切さ、感謝すること、勝つこと
の難しさなど勉強や学校行事、部活
動など学校生活の中で学ぶことがた
くさんあります。是非一緒に学校生活
を送りましょう。

勉強だけでなく、部活動にも力を入れることができる!

１年７月から２年７月は
国・数・英の３教科の受験
です。２年１０月から理系
のため、英・数・理２科目
の受験です。

卒業生Interviewセンパイに続け!!

福岡女子大学
国際文理学部 国際教養学科

髙野 華子さん 特進クラス 2019年度卒業
放送部 （照葉中学校出身）

特進クラス

現役
合格

大幅
アップ

卒業生Interviewセンパイに続け!!

新村 亜美さん 準特進クラス 2019年度卒業
吹奏楽部 （青葉中学校出身）

勉強 英語×
田中 彩乃さん／2年
英語研究部 （城山中学校出身）

難関
私立

西南学院大学
経済学部 国際経済学科

現役
合格

卒業生Interviewセンパイに続け!!

沖藤 道之介さん 進学クラス 2019年度卒業
陸上競技部 （香椎第3中学校出身）

福岡大学
経済学部 経済学科

現役
合格

左）田中 遼太郎さん／2年 男子バレーボール部（須恵中学校出身）
右）中村 恭輔さん／2年 男子サッカー部（河東中学校出身）

勉強 部活動×勉強 学校行事× 勉強 校外活動×

九州内国立にも現役合格

令和元年度

現役生のみ
（述べ人数

）

GOALS

▼ ▼ ▼

令和元年度

現役生のみ
（述べ人数

）

GOALS

▼ ▼ ▼

令和元年度

現役生のみ
（述べ人数

）

GOALS

▼ ▼ ▼

令和元年度

現役生のみ
（述べ人数

）

GOALS

▼ ▼ ▼

など

など

など など

・九州大学 20名　・大阪大学 4名



〒813-0012 福岡市東区香椎駅東2丁目22-1
TEL 092-681-0461 ／ FAX 092-671-4240

スマホからも
簡単アクセス

最新情報はHPをチェック! 検 索九州高等学校九州高等学校
九州産業大学付属

育英奨学生制度
本校は、人物・入学試験の成績ともに優秀で勉学意欲が高く、建学の精神「卓然自立」を胸に第一志望校合格を目指す受験
生・在校生を対象に、経済的支援の必要性を考慮し、【スーパー特進育英奨学生】、【特進・準特進・造形芸術科A奨学生】、
【特進・準特進・造形芸術科B奨学生】を選考し採用します。
※なお、各奨学生条件の詳細については「令和3年度 生徒募集要項」をご覧ください。（9月発行予定）

※学校説明会は、ソーシャルディスタンスを保つため、人数を限定して実施いたします。　※すべてのイベントにおいて事前の申し込みが必要になります。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響など不測の事態により、イベントが急遽変更や中止されることもございますので、直前になりましたら再度ホームページなどでご確認の上ご参加ください。

学校説明会

学校説明会［中学生・保護者］

ナイト学校説明会［保護者のみ］

［対象学年］

3年生

学校説明会、ナイト学校説明会は学校全体に
関する進学説明会で、造形芸術科に関しては
個別の相談を受け付けます。

9月13日
（日）

第2回

8月22日
（土）

第1回

10月28日
（水）

第1回

11月13日
（金）

第2回

OPEN SCHOOL 2020
オープンスクール

普 通 科

［対象学年］

3年生

10月10日
（土）

※台風等により中止の場合は、10月2４日（土）

造形芸術科の実技指導も実施予定

造形芸術科
【実技講習会】

11月3日
（火・祝）

普通科の学校説明会等も実施予定

オープンスクール・学校説明会のご案内
新型コロナウイルス感染防止のために、例年とは内容を変更して開催しています。

新しい自分にきっと出会えるオープンスクール
来て、見て、感じて! 受験を

考えている方は
ぜひ
参加を!

新たな知と地をデザインする大学へ
ーもっと意外に。もっと自由に。ー

人文系・社会科学系・理工系・芸術系の９学部
を揃え、約1万1千人の学生が学ぶ西日本有
数の総合大学です。社会を生き抜くための基
礎教育プログラム「KSU基盤教育」を全学的
に導入し、また、産学官・学部間連携の「KSU
プロジェクト型教育」により、社会で活躍でき
る人材の育成に努めています。

就職状況 万全のサポートで高い就職率！

造形芸術学科


