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１年１組
森山 翔希
バスケットボール部

１年２組
谷口 悠羽
野球部

１年３組
清本 春音
バドミントン部

　私が高校生活を過ごす中で重視していき
たいのが「文武両道」です。学習面では、
テストで良い点が取れるように日々の努力
を怠らずに学習していきたいです。部活動
では、バスケ部に所属しています。バスケ
はチームワークが重要なのでチームメート
とのコミュニケーションをとりつつ、チー
ム全体のモチベーションも上げていけるよ
うにしていきたいです。これらを中心に学
校生活を過ごしていきたいです。

　僕の高校生活の目標は、学校でも部活動
でも充実した日々を送れるように頑張るこ
とです。部活動では野球部に入っています。
部員０名だった野球部を僕たちの代から再
スタートさせました。もちろん１年生だけ
のチームだと、負けることの方が多いです
が、チーム一丸となって毎日の練習に励ん
でいます。まだまだ足りないことが多く未
完成なチームですが、高め合い、協力し合
いながら頑張っていきます。

　私の高校生活での目標は、勉強と部活
の両立と様々なことに挑戦し続けること
です。高校では、勉強のレベルが上がり
部活との両立がさらに難しくなりました。
これからさらに厳しく辛い日々が待って
いるかもしれませんが乗り越えてもっと
上を目指せるように頑張っていきたいと
思います。部活動では、初心者ですが先
輩方のように様々な大会で活躍できるよ
うに日々の練習に励んでいきたいです。

学校の魅力地域創生学 福島高校は福島高校は 串間市立串間中学校と
連携型中高一貫教育校 です。

地域や社会に貢献する人材の
育成を目指す学校です。

串間市からの支援

地域と密着した学校 

　相互の教育に係る連携・交流を通して、学生及び生徒
の視野を広げ、相互教育の活性化を図ります。

入 学 支 援 金
通 学 費 補 助 金

給 付 金 型 奨 学 金
検 定 料 補 助 金
上位大会出場補助金
県 内 研 修
市公営塾「樹スクール」

➡新入生全員に 50,000円助成
➡遠距離からのＪＲや市バス利用者に、定期券等の
　全額を助成
　それ以外の遠距離通学生（自家用車含む）に、距離に応じて　
　最高年 15,000 円
➡成績優秀者に最大3年間月額 20,000円を給付（返還不要）
➡各種検定準 2級以上の受検者に、検定料全額助成
➡九州大会や全国大会での交通費等の一部を助成
➡県内の先進校や企業を訪問する際の交通費等の全額助成
➡英語検定や大学入試対策等、受講料全額補助

地域創生学とは

地域創生学の流れ

本校のスローガンである　Think globally,Act locally!Think locally, Act globally!
　　　　　　地球規模で考え、足下から行動せよ！くしまから考え、地球規模で行動せよ！

を実現するための学校設定科目が「地域創生学」です。

　この科目では、地域のためにできることを考え、実際に地域の方から具体的なアドバイスを受け、課題解決や活性化に
向けての方策を模索します。そのことによって、これからの社会を生き抜くための課題解決能力を育成します。

福島高校

串間市・串間市
教育委員会

商工会議所、
JA、漁協等
□　学びによる将来の雇用
　　人材の育成
□　学びによる事業承継等
　　への基盤づくり
□　地元就職への思いの喚起

□　学びによる将来の
　　行政人材の育成
□　市現状・財政の把握
　　と串間市未来図の創造
□　将来の帰串への思いの喚起　　

包括連携協定の締結
　2019 年より、串間市・串間市経済団体・福島高校・串間
市教育委員会が包括連携協定を結びました。福島高校と地域
が一体となり、生徒への様々な教育活動をサポートします。

探究科学コース

総合進学・情報ビジネスコース

「医療」、「まちづくり」など、生徒が興味のある分野に分かれ、串間市の課題の解決策を提案します。

２年生では、「食」をメインテーマとし、地域資源を活かした商品開発に取り組
みます。３年生では防災意識を高め、地域と連携しながら防災訓練をします。

調　
査

アドバイス
を受ける

アドバイス
を受ける

交流活動
体験活動

テーマ
決定 発表会

発表会

進路実現

体験実習

中間
発表

評価
改善

試作品、体験活動、
交流活動

高 大 連 携 協 定令和 5年度入学生から制服が変わります。
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　100 周 年 を 迎 え る 本 校
の伝統と歴史を表現したカ
ラー配色と柄を使用した本
校だけのオリジナルスタイ
ル。伝統的なスタイルをベー
スに、未来への発展の願い
を込めた、オリジナルマー
クや、広がる多様性へ対応
するための工夫を取り入れ
ています。



　私の学年は行事も完全にはでき

ず、修学旅行もなくなりとても辛い

思いもしましたが、友達や個性豊か

な先生方にも恵まれ、3 年間毎日楽

しく過ごすことができました。

　限られた高校生活、資格取得や友

達との思い出作りなど、一日一日を

頑張ってほしいです。

　私が 3 年間で努力したことは休ま

ずに登校することです。そのおかげ

で授業にも集中でき、部活動のレス

リングでも一定の成績を収めること

ができました。進学・就職どちらに

しても自分の力だけでは達成できな

いので、周りの友達や先生、保護者

などを頼り、感謝を忘れないように

しましょう。

　私は福島高校で、初めてのことに

チャレンジすることを心がけまし

た。生徒会や英語弁論、ボランティ

アなどチャンスを逃さず勇気を出し

て行動したことで、人をまとめる大

変さを学べ、かつ様々な達成感を味

わうことができました。支え合える

友人もいてきつくても頑張りきれた

三年間でした。

卒業生　立本 ここの
株式会社宮崎太陽銀行

卒業生　上野  隼
国立波方海上技術短期大学校
海技士教育科海技課程　専修科

卒業生　小城 心花
宮崎公立大学 人文学部

国際文化学科

宮崎県立農業大学校・みやざき林業大学校・宮崎医療管理専門学校・

九州スクールオブビジネス・医療法人 秀英会 介護老人保健施設 長寿

の里・社会福祉法人 黒潮会・株式会社宮崎太陽銀行・株式会社戸村精

肉本店・ヤマト運輸株式会社 宮崎主管支店・さくら電気産業株式会社・

陸上自衛隊（自衛官候補生）・南九州イエローハット

南九州大学・日本経済大学・宮崎学園短期大学・県立産業技術専門校・

九州観光専門学校・公務員ビジネス専門学校・福岡ウエディング＆ホ

テル IR 専門学校・宮崎情報ビジネス医療専門学校・マナビヤ宮崎アカ

デミー・久留米リハビリテーション学院・福岡リゾート＆スポーツ専

門学校・陸上自衛隊（自衛官候補生）

宮崎大学・宮崎公立大学・宮崎県立看護大学・鹿屋体育大学・沖縄県

立芸術大学・公立鳥取環境大学・福岡大学・宮崎国際大学・南九州大

学・長崎外国語大学・別府大学・国際医療福祉大学・精華女子短期大

学・宮崎ビジネス公務員専門学校・九州保健福祉大学総合医療専門学

校・小林看護医療専門学校・福岡医健・スポーツ専門学校・県立産業

技術専門校・日本芸術専門学校・熊本駅前看護リハビリテーション学院・

遠賀中央看護助産学校・九州職業能力開発大学校・串間市役所

部活動 です。

福島高校は
部活動の中高連携・地域との連携を目指す学校

少人数によるきめ細かな指導で基礎学力を
定着させ、商業科目も履修することにより、
就職や進学等に有利な資格取得を目指すこ
とができます。

個に応じたきめ細やかな指導を充実させ、
商業科目も履修し、総合的な学力の定着を
目指します。

個別指導を充実させ、難関大学合格に向け
ての特別指導にも力を入れています。

野球部
レスリング部

弓道部
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
バレーボール部
陸上同好会

吹奏楽部
放送部
インターアクト部
情報処理部
科学部
美術部
胡桃太鼓部
ダンス同好会

レスリング部

弓道部バドミントン部

バレーボール部

ソフトテニス部

野球部

サッカー部

バスケットボール部 陸上同好会

胡桃太鼓部

インターアクト部

美術部

吹奏楽部

情報処理部

放送部

科学部

ダンス同好会

この
部活動が

すごい！

レスリング部 胡桃太鼓部 弓道部 科学部

野球部
１年１組
河野 瑛人

インターアクト部
２年３組
結城 凜乃

バドミントン部
３年１組
谷口 哲平

　福島高校の良いところは先
輩、先生に良い人が多いとこ
ろです。入っている部活動は
野球部で、野球部の良いとこ
ろはみんな仲が良いところで
す。野球部は１年生だけで先
輩がいません。だから入学し
たときから練習することがで
きました。野球部は人数が少
ないため、けが人が１人でも
出ると、試合に出られなくな
ります。野球に興味を持って
いる人はぜひ、野球部に入っ
てください。マネージャーも
募集中です。待ってます。

　福島高等学校の良いとこ
ろは、小規模な学校なので、
生徒同士の距離が近く、ま
た授業でわからないところ
はすぐ、先生や先輩方が教
えてくださるところです。
　 私 は イ ン タ ー ア ク ト
部に所属していますが、

「フィリピンプロジェク
ト」などの国境を越えた
プロジェクトや、他校の
生徒との交流、地域を活
性化させるための活動な
どを通し、さまざまな体
験をすることができます。

　福島高校の良いとこ
ろは生徒と先生の仲が
良く、気楽に相談でき
ることです。
　私はバドミントン部
に入部しています。バ
ドミントン部の良いと
ころは人数が多く、友
達がいっぱいできると
ころです。成績も残し
ているので興味がある
人はぜひ、福島高校に
来て、部活を体験しに
来てください。

卒業生の声 卒業生の声 卒業生の声

情報ビジネスコース 総合進学コース 探究科学コース
一般企業や公務員就職、専門学校
への進学を目的とするクラス。

私立大学（体育・芸術等）・短期
大学・専門学校への進学、公務員
等への就職を目的とするクラス。

大学入学共通テストや大学等の個
別学力試験に対応できる応用力を
養成します。商業科の科目の中で、情報処理検定・ビジネス文書検定・簿記

検定・珠算電卓検定を全員受験し、２級以上の取得を目指します。 情報処理検定・ビジネス文書検定を全員受験し、２級以上の取
得を目指します。

授業だけではなく、課外・土曜講座を行うなど 1 人 1 人の進路
実現のために、個別の添削指導等を通して力を身につけさせます。

○基礎学力定着
○ 商業系科目も履修（情

報処理検定、ビジネ
ス文書検定）

○基礎学力定着
○ 商業系科目も履修（情

報処理検定、ビジネ
ス文書検定）

○ 大 学 共 通 テ ス ト・
個別学力テストへ
の対応

主な進路 主な進路

主な進路

［目標進路］

● 大学（資格・実績重視）
● 短期大学（私立）
● 専門学校（美容、服飾等）
● 産業技術専門校
● 就職（民間・自衛隊等）

［目標進路］

● 私立大学
● 短期大学（私立）
● 専門学校（保育・語学等）
● 農業大学校
● 公務員（学力重視）

［目標進路］

● 国公立大学
● 私立大学（学力重視）
● 短期大学（公立）
● 専門学校（医療・看護系）
● 公務員（学力重視）

運動部
Fukushima

High School

文化部

FukushimaHigh School


