熊本県と隣接する市町村にお住まいの
受検生のみなさまへ
―平成３０年度熊本県立高等学校入学者選抜からの変更点のお知らせ―

県境の市町村に所在する一部の熊本県立高等学校について平 成 ３ ０年 度入 試 か ら 、 県外 か
らの受検者のうち隣接市町村からの受検者に対して、各募集人員に対する５％以内の県
外枠を緩和します。対象となる高等学校の学科・コースはこのパンフレットの一覧をご
覧ください。詳しくは各高等学校の募集要項及びホームページで確認をお願いします。

【対象となる高等学校・学科・コース一覧】

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

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町、西臼杵郡高千穂町、
東臼杵郡椎葉村のいずれかに保護者の生活の
本拠がある出願者については、入学を許可する
数を募集人員の１３％以内とする。
明治２９年に本校前身校である矢部実業

全日制
食農科学科
緑科学科

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

補習学校開校から１２２年を数える歴史
と伝統のある県立高校です。
校訓「通潤魂」は、豊かな心・勤労の喜
び・創造の喜び・不屈の意志を表します。

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

全日制普通科
体育コース
美術工芸コース

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

進学率・就職率１００％達成！（平成２９年３月卒業生）
２年連続「全国高等学校総合文化祭出場！」（美術部）

「努力の先の栄光がここにある！」
○熊本県立荒尾高等学校と熊本県立南
関高等学校の再編・統合により平成２７
年４月に荒尾高校の校地に開校した創
立３年目の新しい県立高校です。
○努力の先の栄光を掴むために、全校一
丸となり日々頑張っています。

熊本県教育庁教育指導局高校教育課

鹿本農業高等学校
【住所】熊本県山鹿市鹿本町来民２０５５番地
【電話】０９６８（４６）３１０１
【URL】http://sh.higo.ed.jp/kamotono/
全日制施設園芸科
食品工業科
バイオ工学科
生活科学科

福岡県八女市又は大分県日田市に保護者の
生活の本拠がある出願者については、入学を
許可する数を募集人員の２０％以内とする。
勤労 愛育 創造
菊鹿の風に抱かれて 104 年
今 歩み出す 無限の可能性(鹿農生)
農業を通じて「夢」にチャレンジ！
施設園芸科：作物を育て、人を育み、地域と歩む
食品工業科：プロフェッショナルへの道
バイオ工学科：ミクロな視点でマクロに成長
生活科学科：種まきから食卓まで

阿蘇中央高等学校
阿蘇校舎
【住所】熊本県阿蘇市一の宮町宮地２４６０番地
【電話】０９６７（２２）００７０
阿蘇清峰校舎
【住所】熊本県阿蘇市一の宮町宮地４１３１番地
【電話】０９６７（２２）００４５
【URL】http://sh.higo.ed.jp/asochuohs/
■寄宿舎あり
全日制
総合ビジネス科
農業食品科
グリーン環境科
社会福祉科

岳を仰ぎ 大志を抱き 未来を拓かん
地域とともに、新たなる躍進
～想いは一つ 心一つに～

大分県竹田市に保護者の生活の本拠があ
る出願者については、入学を許可する数
を募集人員の２０％以内とする。

平成２１年に開校した熊本県初の校舎
制の高等学校です。５つの学科からな
り、阿蘇の雄大な自然に囲まれた環境で
のびのびと学習できるのが特徴です。

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

一人ひとりが
主役になれる
小国で
夢を
叶えよう！!

～小国高校は２０２２年に
創立１００周年を迎えます～
進学実績（過去３年間）
熊本大学、熊本県立大学、佐賀大学、
宮崎大学、など多数合格！
部活動実績（男女ホッケー部）
13 年連続県高校総体アベック優勝！

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

宮崎県西臼杵郡高千穂町又は大分県竹田
市に保護者の生活の本拠がある出願者に
ついては、入学を許可する数を募集人員の

一人一人が輝く学校
国公立大学、私立４年制大学、就職等

１３％以内とする。

進路決定率８年連続１００％！
陸上競技部 南九州大会出場常連校！
吹奏楽部 南九州吹奏楽大会最優秀賞！

ＩＣＴ機器を利用した『未来の学校』
個別指導

習熟度別授業

創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ指定校

ICT 機器を使った授業

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

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

全日制 商業科
機械科
電気建築システム科

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

定時制 商業科

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

H29 ｲﾝﾀｰﾊｲ出場
九州大会出場

ｶﾇｰ部・弓道部
音楽部・新体操部

H28 ４年制大学合格者数７５名 ，就職内定率100％
〈定時制〉３年卒業課程があります

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

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

平成２８年度より文部科学省スーパー・プロフェッシ
ョナル・ハイスクール（ＳＰＨ）の熊本県初となる研究
生活経営科
指定を受け、社会の第一線で活躍できる専門的な知識や
技術を身につけた「プロの人材」育成を目指します。
また、
「球磨地域学」
、
「球磨農林学」や「南稜就農塾」、
「ＮＩＣＣ（南稜インターナショナル・コミュニ
ケーション・サークル）
」など本校独自の活動を通して、球磨地域を愛し、担い、創り上げる人材の育成を
目指します。
食品科学科

平成３０年度
１

県立高校入試情報

―主な選抜の日程等―

前期（特色）選抜
受検者の多様な能力・適性や意欲・関心、努力の成果等について優れた面を積極的に評価する入試です。

１

日程
(1) 出願期間
平成３０年 １月１９日（金）～１月２４日（水）正午
(2) 実施日
平成３０年 ２月 １日（木）
(3) 選抜結果の通知 平成３０年 ２月 ９日（金）

２

実施学科等
普通科の第１学年から定員を定めて募集するコース（以下、「コース」という。）、専門学科及び総合学科
のうち、希望する学科・コースとなります。ただし、中高一貫教育（連携型）を行う高等学校は除きます。

３

募集人員
募集定員の５０パーセント以内の範囲で当該高等学校長が定めます。

４ 選抜方法
○ 実施する高等学校は、選抜に当たって重視する観点を定めます。
○ 実施する高等学校は、重視する観点に沿って、学校独自検査（面接、小論文、実技検査等）の中から選
抜方法を定めます。
（複数の組合せもあります。）
５ 主な出願資格
○ 平成３０年３月に中学校を卒業見込みの人、又は中学校を卒業した人で、各高等学校が定めた重視する
観点を理解し、受検を希望する人であれば、県内外を問わず出願できます。
○ 合格した場合は、必ず入学することが条件です。

２

後期（一般）選抜
受検者の中学校教育における学習成果を総合的に評価する入試です。

１ 日程
(1) 出願期間
平成３０年 ２月１３日（火）～２月１６日（金）正午
(2) 学力検査実施日 平成３０年 ３月 ７日（水）・８日（木）
(3) 合格者発表
平成３０年 ３月１４日（水）
２ 実施学科等
全日制課程及び定時制課程の全学科・コース
３ 募集人員
募集定員から前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜の合格内定者数を減じた数と
なります。なお、中高一貫教育（併設型）を行う高等学校においては、募集定員から併設する中学校からの入
学予定者数を減じた数となります。
４ 選抜方法
入学者の選抜は、調査書の記録及び学力検査の成績等を資料として、各高等学校、学科・コースの特色に応
じて、その教育を受けるに必要な能力・適性等を判定して行います。

◇対象の高等学校に関する問合せは、各高等学校までお願いします。
◇熊本県立高等学校入学者選抜全般に関する詳しい情報を、熊本県教育委員会のホームページに掲載します。
熊本県教育委員会ホームページ http://kyouiku.higo.ed.jp/
◇熊本県立高等学校入学者選抜全般に関する問合せ先
熊本県教育庁教育指導局高校教育課 住所：〒862-8609 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号
電話： (096)333-2685

