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宮崎県立
門川高等学校

You



福 祉 科

1

篤実剛健 「人情に篤く、誠実で、強く健やかであれ」校 訓

総合学科

福祉の専門科目や介護実習を通し、知識・技術を磨きます。

特 徴

特徴1

特徴3

特徴2

幅広い選択科目の中から、自分の興味のある科目を選択することができます。
将来の進路実現に向けたキャリア教育を重視する学科です。

■1年 ■2・3年

月 火 水 木 金

1 こころとからだの理解 科学と人間生活 英語基礎 福祉情報 英語基礎

2 芸術 体育 国語総合 介護総合演習 科学と人間生活

3 数学Ⅰ 世界史A 介護福祉基礎 社会福祉基礎 体育

4 保健 こころとからだの理解 芸術 英語基礎 体育

5 介護福祉基礎 福祉情報 生活支援技術 社会福祉基礎 世界史A

6 国語総合 社会福祉基礎 生活支援技術 LHR 数学Ⅰ

月 火 水 木 金

1 公共 生物基礎 数学Ⅰ 言語文化 公共

2 現代の国語 体育 言語文化 生物基礎 科学と人間生活

3 英語コミュニケーションⅠ 現代の国語 芸術 産業社会と人間 数学Ⅰ

4 芸術 英語コミュニケーションⅠ 保健 産業社会と人間 情報Ⅰ

5 科学と人間生活 産業社会と人間 情報Ⅰ 基礎学力演習 体育

6 数学Ⅰ 産業社会と人間 英語コミュニケーションⅠ LHR 体育

１年から福祉の
専門科目・介護実習

産業社会と人間
～自分と向き合う～

基礎学力演習
～確かな力を養う～

系列の選択
～系列と進路を考える～

★ 介護福祉士国家試験受験資格

★ 未来へはばたけ！福祉系高校生応援事業
福祉科１年～３年を対象に、県が年間１人当たり３万円の助成をします。

門川高校は、介護福祉士国家試験の合格率が全国平均を上回っており、生徒
の学校生活に対する満足度も高いです。

福祉科

P2へ

P3へ

栽培
ビジネス
系列 

P4へ

食品加工
系列 

P5へ

生活科学
系列 

P6へ

健康
スポーツ
系列 

P3へ
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福祉を担う、誇りがある。

社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術を学びます。また、３年間で52日間の介護実習を行うこ
とで、学んだ知識と技術を深めることができます。これらの学習を通し、地域を愛する心をもった福祉
の人材の育成を目指します。

生活支援技術

介護福祉士資格取得をめざす勉強会

就職：牧水園、千寿園、楓荘、清松園やわらぎの里、あかつき学園、マイ・グリーンヒル、セ
ントケア九州、まこと老人保健施設

進学：東洋大学（社会学部社会福祉学科）、九州保健福祉大学（社会福祉学部　
臨床福祉学科）、延岡看護専門学校（准看）、児湯准看護学校（准看）

地域福祉の充実に寄与する実践力を身につけ、地域を愛する心をもった人材の育成

福　祉　科

私は、小学校時代に授業で老人ホームに行き、利用者様と職員さんが笑顔で
話をされる姿を見て、私も人を笑顔にできる仕事がしたいと思い、門川高校の
福祉科に入学しました。そして卒業した今、自信
をもって門川高校福祉科に来て良かったといえま
す。福祉を学ぶ中で、人への感謝・人への思いやり、
そして介護福祉士の勉強を通して知識・技術を身
につけることができたからです。３年になり本格
的に国家試験の勉強をしますが、みんな夢があり、
目が輝いています。みなさんも福祉に興味がある
人は一緒に勉強しませんか。待っています。

水永  夏蓮（KEC同好会　門川町立門川中学校出身） 

社会福祉法人千寿会　特別養護老人ホーム千寿園　就職

私は東洋大学社会学部社会福祉学科に合格しました。合格するまでに、多く
の壁が立ちはだかりましたが、「地域に貢献できる人間になりたい」という思い
がありやり遂げることができたと思います。受
験に向けて英検準１級取得や小論文指導、そし
て、福祉の基礎知識など本校でしか学ぶこと
ができないことだと思います。それは、努力プ
ラス先生方の熱い指導が門川高校にはありま
す。先生たちが生徒一人ひとりを見てくれる
高校だったからこそ今があります。皆さんも一
緒に勉強してみませんか。

福永 そら（清亮部　延岡市立土々呂中学校出身）

東洋大学 進学

卒業生の
声

福祉科では、介護福祉士国家試験の受験資格取得のため、
１年から専門的な福祉に関する知識・技術を学びます。私は、
利用者様の明るい笑顔を大切にし、その人らしい生活を支え
る手助けをしていきたいです。勉強は大変ですが、クラスの
仲間と一緒に、先生方に教えていただき頑張っています。あ
なたも生活を支える福祉のプロを目指しませんか。

福祉科 
塩塚  彩乃（陸上部　門川町立門川中学校出身）

在校生の
声

主な進路先

P3へ
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月 火 水 木 金

1 地理総合 数学Ⅰ 化学基礎 森林科学 農業と環境

2 文学国語 化学基礎 森林科学 栽培と環境 農業と環境

3 体育 栽培と環境 保健 英語コミュニケーションⅠ 地理総合

4 体育 英語コミュニケーションⅡ 英語コミュニケーションⅡ 家庭総合 数学Ⅰ

5 農業と環境 自由選択科目 文学国語 総合的な探究の時間 総合実習

6 農業と環境 自由選択科目 家庭総合 LHR 総合実習

農業って「わくわく」だ。
野菜・花・果樹などの栽培系と森林・木材加工などの林業系の２つを軸に基礎知識を習得します。２年生の
10月頃から卒業まで、野菜・花・果樹・環境の中から専攻を決めて実習に取り組むことで、知識・技術を深め、
宮崎の農業・林業を担う人財の育成を目指します。

私は、栽培ビジネス系列を選び、実習の授業の中で人の
役に立てることの素晴らしさを知りました。働くことも人の
役に立つことなので、学んだことをしっかりと活かしたいと
思います。高校生活では、先生も優しく、親しみを持ちなが
ら接することができ、最高な高校生活を送ることができます。
部活動も盛んで体力や忍耐力を身につけることもできます。
私は、今後も学校生活や部活動で学んだことを活かして努
力していきます。

栽培ビジネス系列

山本 侑莉（硬式テニス部　延岡市立南中学校出身）

旭化成コード株式会社　就職
就職：田口ファミリーファーム、黒瀬水産、日向市農

業協同組合、中国木材、花菱精板工業、修電
舎、三桜電気工業、富士シリシア化学、旭化成
コード、安井、センコー、ベルフォート日向、エ
ンシティホテル延岡、陸上自衛隊

進学：南九州大学、みやざき林業大学校、宮崎学園
短期大学、日向看護高等専修学校、宮崎県産
業開発青年隊、宮崎サザンビューティ専門学
校、鹿児島第一医療リハビリ専門学校

主な進路先

栽培ビジネス系列は、野菜、草花、果樹、林業の４部門があり、
野菜や花、果樹、木材加工やキノコについて幅広く学ぶことが
できます。実習では、私たちが作った生産物の販売もするため、
地域の人と接する機会もあります。私のように将来、接客業に
就きたいと考えている人には、魅力的だと感じます。ぜひ、一
緒に門川高校で夢を見つけましょう。

栽培ビジネス系列２年
黒木  美衣菜 （硬式テニス部　岐阜市立長森南中学校出身）

栽培ビジネス系列／
２年生の時間割例（令和４年度入学生）

挿し木 木材加工

鉢上げ 生産物

六次産業（生産→加工→販売）

在校生の
声

卒業生の
声

農林業関連産業や地域産業の担い手を目指す人材の育成  
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月 火 水 木 金

1 農業と環境 数学Ⅰ 文学国語 地理総合 英語コミュニケーションⅡ

2 地理総合 英語コミュニケーションⅡ 農業と情報 農業と環境 家庭総合

3 英語コミュニケーションⅡ 農業と情報 数学Ⅰ 食品微生物 食品製造

4 化学基礎 食品微生物 化学基礎 保健 食品製造

5 文学国語 自由選択科目 体育 総合的な探究の時間 総合実習

6 家庭総合 自由選択科目 体育 LHR 総合実習

食と読む すなわち 人づくり。
農畜産物の栄養成分や加工特性を学習します。総合実習では、営業許可施設内で菓子類、ハム類、ジャ
ム類などの加工食品を製造し実践力や加工技術、衛生管理技術を身につけ、食品製造現場での即戦力と
なる人材の育成を目指します。栄養系の学校へ進学することもできます。

私は食品加工系列での学びを生かし、食品関係の企業に
就職することができました。

食品加工系列は私の好きな実習が多く、自ら計画した食
品をクラスメイトと協力して製造することもあります。また、
門川高校の先生方は親身で私達の夢実現に向けて本気で
サポートしてくれます。私もこの｢門高｣で夢を実現した最
高の３年間でした。門高を選んで本当に良かった！

食品加工系列

山内 未豊（KEC同好会　延岡市立土々呂中学校出身）

有限会社アンクルベアー　就職就職：日本ホワイトファーム、南日本ハム、日本ピュ
アフード、児湯食鳥、ハイデイ日高、ゴロー
ズ、あわしま堂、クレイトンハウス、旭化成、富
士シリシア、宮崎部品、中国木材、住友ゴム工
業、日鉄環境プラントソリューションズ、安井

進学：東京農業大学、マナビヤ宮崎アカデミー、平
岡栄養士専門学校、宮崎県立高等水産研修
所、福岡キャリナリー製菓調理専門学校、延
岡看護専門学校

主な進路先

食品加工系列では、食品製造を中心に学びます。
将来、食品関連企業への就職や進学などを見据えて食のス

ペシャリストを目指す系列です。総合実習では、ジャムや洋菓子、
パン、ハム等を製造し販売しています。また、探求の時間では、
自分たちで課題を設定して、地域特産品のヘベスや学校の生
産物（トマト・メロンなど）を利用した加工品づくりにも挑戦し
ています。将来、私は食品に関する仕事に就きたいと考えてい
ます。知識や技術はもちろん心構えも勉強しています。食品に
興味がある皆さん、一緒に勉強しましょう。

クッキーコンテスト
優勝作品

食品加工系列２年
大和久　尚 （美術部　美郷町立北郷中学校出身）

食品加工系列／
２年生の時間割例（令和４年度入学生）

食品製造（肉加工） 食品製造（ジャム）

食品製造（マーブルケーキ）

在校生の
声

卒業生の
声

人を良くすると書いて

食品関連の現場での即戦力となる人材の育成  食品関連の現場での即戦力となる人材の育成  
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月 火 水 木 金

1 体育 生活産業情報 化学基礎 家庭総合 保育基礎

2 体育 英語コミュニケーションⅡ 地理総合 地理総合 フードデザイン

3 保育基礎 保健 英語コミュニケーションⅡ 文学国語 選択：ファッション造形基礎／器楽

4 英語コミュニケーションⅡ 数学Ⅰ 文学国語 生活産業情報 選択：ファッション造形基礎／器楽

5 総合的な探究の時間 自由選択科目 フードデザイン 化学基礎 家庭総合

6 総合的な探究の時間 自由選択科目 フードデザイン LHR 数学Ⅰ

暮らしに「ときめき」
見つけよう

教科「家庭」の食物及び保育分野を中心に学習します。「保育」と野菜・食品製造などの「農業」の学び
を活かした食育活動や保育園実習、読み聞かせなど様々な体験活動を地域で行います。地域との絆を深め、
地域のよりよい暮らしのリーダーとなる人材の育成を目指します。

私は系列の学習を通して、将来について深く考えること
ができました。保育実習や検定ももちろんですが、専門の
授業の「子どもの発達と保育」では、子ども達に披露するた
めのダンスや歌などを学ぶことができました。そこで、私は、

「子ども達と遊ぶ」だけでなく、「子ども達の成長のために
何ができるか」を考えて行動する大切さを学ぶことができ
ました。この生活科学系列でみなさんも自分の夢に向かっ
て頑張りませんか？

佐藤 樹莉（陸上部マネージャー 日向市立富島中学校出身）

福岡こども短期大学　進学就職：花菱塗装技研工業、カヤクジャパン、延岡農業
協同組合、安井、ベルフォート日向、センコー
ビジネスサポート

進学：宮崎学園短期大学、別府大学短期大学部、
福岡こども短期大学、宮崎調理製菓専門学
校、宮崎マルチメディア専門学校、宮崎情報ビ
ジネス医療専門学校、福岡ビューティーアー
ト専門学校

主な進路先

生活科学系列では、食物・保育分野を中心に学習します。実
技や実習が多く、楽しく学べる所と、技術検定やパソコンなど
の資格を取得し、自分の進路に生かすことができる所が魅力
です。特に２・３年の系列の授業は専門的になり、将来の夢のた
めにみんな頑張っています。女子が多いですが、男子も楽しめ
るので、生活科学系列で一緒に学びましょう！待ってます。

生活科学系列２年
児玉 秀斗 （卓球部　門川町立門川中学校出身）

生活科学系列／
２年生の時間割例（令和４年度入学生）

調理実習

器楽 被服

在校生の
声

卒業生の
声

生活科学系列

食物調理や被
服製作、ワー
プロ技術など
さまざまな検
定に挑戦しま
す。

家庭科・保育の知識を持つ人材の育成



医療・スポーツで地域に貢献する人材の育成  

授業の様子
（スポーツコース）

熱意ある
指導者が揃っています

6

月 火 水 木 金

1 化学基礎 地理総合 英語コミュニケーションⅡ 数学Ⅰ 選択：競技スポーツⅠ／生物

2 英語コミュニケーションⅡ 家庭総合 文学国語 化学基礎 選択：競技スポーツⅠ／国語表現

3 数学Ⅰ 選択：競技スポーツⅠ／生物 家庭総合 体育 文学国語

4 文学国語 選択：競技スポーツⅠ／国語表現 保健 体育 地理総合

5 生涯スポーツ 自由選択科目 総合的な探究の時間 英語コミュニケーションⅡ 総合的な探究の時間

6 生涯スポーツ 自由選択科目 総合的な探究の時間 LHR 総合的な探究の時間

文武両道 ここに極まれり
普通科目を中心に学習します。スポーツコース（ホッケー部・野球部・陸上部のみ）と医療・看護コース（医
療・看護系の上級学校進学希望者）に分かれた授業もあります。また授業の中で就業体験学習を行い、ボ
ランティアに参加するなど、社会に貢献する人材の育成を目指します。

私は、理学療法士に興味を持ち、専門学校への進学を決
めました。健康スポーツ系列では、普通教科の勉強が充実
しており、競技に特化した授業もあるので、部活動だけで
はなく勉強も頑張れました。門川高校には系列が色々ある
ので、１つの学校で多種多様なことを学ぶことができます。

「自分は絶対にここに行くんだ！」という強い気持ちを持ち
続けて、目標に向けて門校で頑張りましょう！

健康スポーツ系列

長友 遥生（野球部　美郷町立西郷中学校出身）

宮崎医療福祉専門学校 理学療法士養成学科　進学就職：吉田病院、東九州コンサルタント、富士シリシ
ア化学、延岡農業協同組合、陸上自衛隊、エ
ンシティホテル延岡

進学：聖泉大学、吉備国際大学、日本文理大学、西
日本短期大学、日向看護高等専修学校、宮崎
医療福祉専門学校、フィオーレＫＯＧＡ看護
専門学校、宮崎看護専門学校、宮崎林業大学
校、宮崎情報ビジネス医療専門学校、福岡美
容専門学校

主な進路先

授業の一環で
ホタルを

飼育しています

健康スポーツ系列２年
桂木 明蘭 （陸上部　日向市立富島中学校出身）

健康スポーツ系列／
２年生の時間割例（令和４年度入学生）

授業の様子（医療看護コース）

在校生の
声

卒業生の
声

健康スポーツ系列では、普通科目を中心に勉強します。この
系列では、スポーツコースと医療看護コースに分かれます。ス
ポーツコースは、野球部・ホッケー部・陸上部だけが所属でき、
週に4時間技術力向上のための授業があります。私は、陸上部
ですが、日々充実しています。医療看護コースでは、進学を目
指し普通科目の国語と数学を特に勉強します。是非この系列
で一緒に頑張りましょう。
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門高生の1日門高生の1日

～8：25 登校

8：50～12：40 午前中の授業

（実習風景）

16：15～ 部活動

13：45～15：35 午後の授業

朝読書

黙 想

12：40～12：45

手洗いタイム

15：45～16：15

フェニックスタイム

自転車や電車などで

登校しています。

門高生は、専門技術を高め、勉強に

も部活動にも真剣に打ち込む、有意

義な高校生活を送っています！

リラックスして、心を整えてから、授業に臨んでいます。

手をしっかり洗ってから昼食を摂っています。

みんな真剣に練習に打ち込んでいます！

放課後、皆で集まって勉

強を頑張っています。

13：30～13：40 清掃

先生も、生徒と一緒に清掃を行っています。
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部活動部活動
※部活動は、令和3年度４月のものです。
 部員数や活動状況により、変更になることがあります。

野球部

バスケットボール部

　私たち硬式テニス部は、男女一緒に練習に励み、共に九
州大会に出場できるよう頑張っています。また、人間性を
高め、視野を広げるための工夫として、朝の校内清掃を実
施しています。その努力もあり、昨年度の大会では男女ベ
スト４、九州ジュニア予選では決勝まで行くことができました。
　部活動で日々の練習を自分たちで考えることを通して、
自主的に考え行動する力が身につきます。ぜひ、私たちと
一緒に切磋琢磨していきましょう。

硬式テニス部
2年 熊本 健斗（延岡市立岡富中学校出身）

吹奏楽部
2年 上東 涼乃（延岡市立土々呂中学校出身）
　私たち吹奏楽部は、聴いてくれる全ての方々に元気や楽
しさを与えられる演奏を目標に、日々練習を頑張っていま
す。部活動に入部することで、みんなで一つの目標に向かっ
て努力することの楽しさを知るだけでなく、挨拶や日々の生
活面でも成長することができます。ぜひ門川高校で、部活
動を通して一緒に成長しませんか？

卓球部

ホッケー部

サッカー部

吹奏楽部 放送部

陸上部

女子バレー部

美術部

男子・女子硬式テニス部

男子・女子バドミントン部

KEC同好会
（kadogawa English Club）

部活動生の声部活動生の声

過去３年間の過去３年間の
主な実績主な実績

硬式テニス部 第48回全日本ジュニア選手権九州地区予選 U-18男子ダブルス …………… 準優勝
県高体連R2大会テニスの部 団体男子 ・ 女子 ……………………………………………………ベスト４
陸上部 令和元年度宮崎県陸上競技１年生大会 男子棒高跳 …………………………………… 準優勝
ホッケー部 令和元年度県高校総体 …………………………………………………………………… 優勝
放送部 第３回全九州高校総文祭放送部門 朗読部門 ………………… 宮崎県第３位 九州大会進出
     令和２年度県高校放送コンテスト 朗読部門 …………………………………………… 第４位
美術部 第３回全九州高校総文祭美術部門 …………………………… 宮崎県準特選 九州大会進出
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門高 365days

Project Kadogawa

・入学式
・新入生オリエン
 テーション
・歓迎遠足

・生徒総会
・中間考査
・高校総合体育大会

・卒業生の声を聞く会
・期末考査
・農業クラブ大会

・インターンシップ
・クラスマッチ
・介護実習

・中学生体験入学
・進路激励会

・体育大会
・高校総合文化祭

　門川高校では「体験」を大切にしています。
系列選択では、トラクター試乗やクッキー製造など
の系列体験を行い、自分に合った系列を探します。
　また、広大な敷地と豊富な実習設備が整っており、
農業用ドローンを活用した授業や実際にプロが使
う器具を使った実習ができます。

　門川高校では、学力向上のために様々な取り組
みを行っています。
　フェニックスタイム（毎週木曜３０分）や１年の基
礎学力演習の時間では、チームティーチング（複数
教員による指導）や、習熟度別の授業も実施してい
ます。苦手分野の克服だけでなく、基礎学力が定
着することで、高校での学習も一層深まります。

体験は、自信になる！ 「分かる」って「楽しい」!

入浴介助実習室

どういう
仕組みかな？

先輩です

後輩です

ICTも充実！

入学式入学式

歓迎遠足（校内）歓迎遠足（校内）

高校総体（２０１９年）高校総体（２０１９年） 高文祭（2019年）高文祭（2019年）

体育大会体育大会

新入生オリエン新入生オリエン
テーションテーション

フェニックス
タイム

農業用ラジコン
草刈り機 基礎学力演習

４月 5月 6月 7月 8月 9月
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門高 365days

Project Kadogawa

・中間考査　
・清亮祭
・介護実習

・即売会
・学習成果発表会
・期末考査

・修学旅行
・ロードレース大会

・進路体験発表会
・学年末考査（３年）
・介護福祉士国家試験

・学年末考査
・進路WEEK
・地元企業説明会

・卒業式
・クラスマッチ
・校内進路
 ガイダンス

　門川町や団体・企業など、地元と連携した教育活
動を行っています。
　就業体験を行う「デュアルシステム」や地元施設
見学等を通し、地元から学ぶだけでなく、「おはなし！
おはなし！活動」で子ども達に読み聞かせを行った
り、夏休みに子ども達の勉強を手伝うサマースクー
ルに参加したりしています。

　SPS（Safety Promotion Schoolセーフティー
プロモーションスクール）とは、学校・地域が一体と
なり、積極的に学校安全を推進している学校です。
門川高校では、防災や交通安全など、学校安全に
ついて様々な視点から考えます。

地域と一心同体！ 九州で初のSPS認証校！！

即売会即売会（2019年）（2019年）

介護福祉士介護福祉士
国家試験激励会国家試験激励会

学習成果発表会学習成果発表会

修学旅行（２０１９年）修学旅行（２０１９年）

クラスマッチクラスマッチ

読み聞かせ講座 ＳＰＳ認証式

門川町マスコット
キャラクターと学
校ＰＲ動画を作成 交通安全モデル校

10月 11月 12月 1月 2月 3月

清亮祭清亮祭

特別賞受賞
しました

九州で初の認証です！



←至 延岡

国道10号線 門川町
本町

大洋うどん●

Aコープ●

いすず　
保育園●

平城スーパー●
●

門川中学校

●ホンダ

日豊本線

●
吉永畳工業

セブンイレブン● ●車輪館

至 日向→

↓至 美郷

東正門

西門

法泉寺●

門川駅

門川町
中須

門川高等学校

●ガソリンスタンド

門川町役場
●

●町立図書館

門川高校水田農場●

Q1  各系列で取得可能な資格や検定を教えてください。
○栽培ビジネス系列：
ガス溶接、農業技術検定３級、ワープロ検定２、３級、
情報処理検定３級、園芸装飾技能士、フラワー装飾技
能士、危険物取扱者(丙種、乙種第４類)

○食品加工系列：
農業技術検定３級、情報処理検定３級・準２級、ガス溶
接技能検定、危険物取扱者(丙種)(乙種．４類)、小型車
両系建設機械運転

○生活科学系列：
食物調理技術検定３･４級、被服製作技術検定３･４級、
保育技術検定３･４級、日本語ワープロ検定２･３･４級

○健康スポーツ系列：防災士
○福祉科：介護福祉士国家試験受験資格
　　　　 社会福祉・介護福祉検定4級～1級
○英語科：実用技能英語検定
○国語科：日本漢字能力検定（３～２級）

Ｑ2  学費はどのくらいかかりますか。
PTA会費や教育振興費、修学旅行積立金など合わせ

て1年間で約12万円、1ヶ月で約1万円程度の費用が必
要です。また学科・系列による実習費や教材費などが追
加で必要となります。様々な支援制度がありますので、
入学後ご相談下さい。

Ｑ3  生徒の通学方法を教えてください。
門川町、延岡市南部、日向市北部出身の生徒の主な通

学方法は徒歩もしくは自転車です。それ以外の生徒は主
に電車で通っています。電車は以下を利用しています。
　　　　延岡方面　～　7：51　門川駅着
　　　　宮崎方面　～　7：42　門川駅着
また美郷町出身の生徒は町のスクールバスを利用し

ている人も多いです。

Ｑ4  寮はありますか。寮費はいくらですか
日向地区生徒寮があります。令和３年度は２名の生徒

が寮から通学しています。
運営費と給食費を合わせて1ヶ月29，900円です。

Ｑ5  修学旅行の行程と日数を教えてください。
本校では、キャリア教育の充実と、学校内ではできな

い活動を通して、自然・文化・産業の見識を深めることを
目指した修学旅行を計画しています。令和３年度は、
キャリア教育の一環として東京都での学科・系列別研
修、自主研修、ディズニーランド訪問等を3泊4日で実施
する予定です。

Q6　国公立大学など、４年制大学等への進学は可能ですか。
可能です。中でも国公立大学には、総合学科や農業な

どに関する系列への特別な推薦枠があります。その推薦
枠を利用することで、それぞれの系列の学びを生かした
受験ができます。勉強や部活動、ボランティア活動など、
さまざまな活動に３年間頑張ることで、合格を勝ち得る
チャンスだと捉えてください。志望する人に対しては、
合格に向けた特別な支援・指導内容を準備しています。
ぜひ挑戦してください。

  

　皆さん、こんにちは。本校は、
自然に恵まれた環境にありま
す。学校生活では、生徒と先生
の笑顔が溢れている学校です。
本校は、生徒と先生が仲良く、
安心して学校生活を送ること
ができます。
　私の目標は、介護福祉士国家
資格取得です。新型コロナウイ
ルス感染症の影響で様々な困
難もありますが、日々仲間と共
に勉強に励んでいます。
　皆さんも、門川高校で私たち
と一緒に楽しい高校生活を送
りませんか。

学校地図

〒889-0611　宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末2680番地
TEL（0982）63-1336  FAX（0982）63-5194
URL http://cms.miyazaki-c.ed.jp/6048/htdocs/

宮崎県立門川高等学校生徒会会長
福祉科 荒 木 希 望
 （延岡市立岡富中学校出身）

生徒会会長の声

門川高校 Q＆A

一部の撮影において飛沫防止対策をした上で、マスクを外しています。


