令和３年度 学校案内

since 1949

伝統を受け継ぎ

新しい未来へ挑戦

普通科
General Course

学びの特色

さまざまな進路に対応

国公私立大学、短期大学、専門
学校への進学や就職などさまざま
な進路を選択することができます。

きめ細やかな指導

生徒一人ひとりの学力に合わ
せた丁寧な指導をしています。
個性を伸ばし、それぞれの夢
を全力でサポートします。
特に国語・数学・英語では、
習熟度別の授業も実施されます。

普通科からその先へ

進路希望に応じて、上級学校への進学だけでなく就職を選択することができます。
これまでの主な進学先

・長崎大学（経済学部）
・都留文科大学（教養学部）
・慶應義塾大学（総合政策学部）
・長野県立大学

これまでの主な就職先

・株式会社奄美航空
・奄美大島信用金庫
・株式会社グリーンテック
・奄美サウスシー＆マベパール株式会社
（グローバルマネジメント学部） ・丸福建設株式会社瀬戸内支店
・立教大学（観光学部）
・九建架線工事株式会社
・鹿児島国際大学（国際文化学部） ・大和紙料株式会社
・志學館大学（人間関係学部、法学部） ・株式会社大西コルク工業所
・鹿児島女子短期大学
・株式会社ロブスタ
・鹿児島医療技術専門学校
・陸上自衛隊（一般曹候補生）

資格取得にも挑戦できる

コース選択や科目選択によって
情報処理科の資格取得に挑戦する
ことができ、可能性が広がります。

北 高
普 通 科

Q

＆

A

Q 朝課外はありますか？
A 北高では朝課外を実施しています。
朝課外では、国･数･英･理･小論文
を行い、進路実現に向けコツコツ
取り組みます。

Q 授業でわからないことがあったら
どうすればいいですか？

A すぐ聞きに来てください。
丁寧に教えます。

Challenge

個性

挑戦の普通科

を

伸ばす

目まぐるしいスピードで発展する世界経済。人工知能による便利な社会ももうすぐそこなのかもしれない。
個性を伸ばし、魅力あるこれからの社会を生き抜く人材の基礎をつくる普通科の挑戦。

フォーカス
学びへ
１年次
FOCUS

学習習慣の確立

３年後に自分の目標とする
進路に挑戦できるように学習
習慣を身につけていきます。
基礎学力の定着だけでなく生
徒それぞれの学力をより一層
伸ばす指導を行います。

２年次

３年次

進路を見定める

集大成挑戦の時

目指す進路を決めて、その

３年間の総まとめ。それぞれ

実現に向けた学習を行います。

の進路実現に向け仕上げを行い

得意な分野をより一層伸ばし、

ます。生徒それぞれに合わせた

苦手も克服するためのサポート

対策を立て、根気強く学習して

体制が北高には充実しています。

進路を実現していきます。

Our Message

Our Message

川上 寛斎

（普通科3年）
笠利中出身

榮 愛真音
普通科2年/笠利中出身

普通科では，主に国語・数学・英語の
授業において少人数授業が行われてい
ます。それにより，先生と生徒の距離
も近くなり，分からないところも質問
しやすいです。また，さまざまな資格
取得も可能です。漢検・数検・英検は
もちろん，普通科ではなかなか受ける
ことのできない商業科の検定にも挑戦
できます。北高はキャッチフレーズの
とおり，一人一人が輝ける学校です。
先輩後輩の壁もあまりないので，他学
年との交流も深められ，楽しく充実し
た学校生活を送ることができていま
す。

Our Message
大島北高校は，小規模ではありますが，その分団結
力も強く，一人一人が主役となれる学校です。アマン
day（総合的な探究の時間）では，奄美大島について
の探究活動を行っています。分野ごとにグループに分
かれて課題設定を行い，フィールドワークに出掛けた
り，専門家に話を聞かせていただいたりと，たくさん
の貴重な経験ができています。個性豊かな友達・先輩・
先生方のいる北高で，たくさんの経験を通して，一緒
に成長しませんか。

横田 夕奈

普通科1年/芦花部中出身

北高の先生方は，生徒一人一人に合っ
た丁寧な指導をしてくださいます。そ
のため，私たちも友人と協力し，切磋
琢磨しながら，真面目に集中して授業
に向き合うことができています。また，
北高にはたくさんの学校行事・部活動
があり，どの活動も皆が全力で取り組
み，楽しんでいます。先輩方も優しく，
まるで家族のように接してくださいま
す。北高は，自分の可能性を無限に広
げることが出来る学校だと思います。
ぜひ１度，体験入学などを通して北高
に来てみてください。

学びの特色

わかるまで・できるまで

生徒それぞれの学力に合わ
せてクラスを分割して、それ
ぞれの学力に合わせた、きめ
細やかな授業を行っています。

情報処理科からその先へ

情報処理科
Information Technology Course

高専連携でより高い学び
専門学校と連携しており、
ふ段の授業では学ぶことの
できない、より高いレベル
の授業を受けることができ
ます。

３年間の学びを生かして、さらに学びたい人は上級学校へ、即戦力となりたい
人は就職へと、生徒の夢を応援します。
これまでの主な就職先
・株式会社鹿児島銀行
・南国殖産株式会社
・株式会社新日本空調サービス大阪
・株式会社トヨタレンタリース鹿児島
・奄美信用組合
・山崎製パン株式会社
・矢崎部品株式会社裾野製作所
・早川鉄鋼販売株式会社
・陸上自衛隊（一般曹候補生・自衛官候補生）

これまでの主な進学先
・鹿児島国際大学（経済学部）
・鹿児島県立短期大学（商経学科）
・大阪経済大学（経済学部）
・福岡大学（経済学部）
・鹿児島女子短期大学（児童教育学科）
・鹿児島医療技術専門学校
・ K C S 鹿児島情報専門学校
・奄美看護福祉専門学校
・奄美情報処理専門学校

充実した実習環境
画像処理や動画編集の技術
を習得し、情報化社会を生き
抜くための技術を習得できる
環境が整っています。

北 高
情報処理科

Q

＆

A

Q 家にパソコンがありません。
授業についていけますか？

A パソコンはなくても大丈夫！
学校では昼休みや放課後に
いつでも練習できます。

Q 大学にも進学できますか？
A 取得した資格を利用して推薦
入試等で進学することも可能
です。先生方が親身になって
指導してくれます。

Inovation

個性

変わる情報処理科

を

伸ばす

世界自然遺産登録を目指している今、奄美を支える人材育成が急務となっている。
そこで､これからの奄美を担っていく人材育成プロジェクトを平成30年度のカリキュラムから始動している。

フォーカス
学びへ
１年次
FOCUS

基礎をつくる。

情報処理検定や簿記検定
に挑戦し、パソコンの技術
や会計処理の知識の習得を
していきます。２・３年次
に向けた基礎を固める学習
をします。

２年次

３年次

より専門的に

情報処理分野に特化して
より専門的なコンピュータ
の操作を学んでいきます。
プログラミングや画像処
理、動画編集等の知識や技
術の習得を目指します。

学びを実行する。

３年間学んだ技術を生か
し、ポスターやチラシの作
成、CM 等を制作します。
地元企業に協力をもらい、
実社会で発揮できる能力を
身につけます。

Our Message

Our Message

中山 南希

（情報処理科3年）
赤木名中出身

當

和弥

情報処理科2年/赤木名中出身

情 報 処 理 科 で は，パ ソ コ ン を
使った授業のほかに，検定取得
に向けた学習も行っています。
分からないところは先生方が分
かりやすく教えてくださるの
で，質問もしやすいです。また，
一緒に頑張る仲間がいるので，
いい刺激をもらいながら合格ま
で継続して努力できています。
ぜひ，北高に入学して，ともに
検定取得に励みませんか。

Our Message
情報処理科では，簿記やコンピュータに関わる資格を
たくさん取得することができます。情報処理科ならで
はの専門的な授業があるので，毎日が新鮮で楽しみな
がら学んでいます。取得した資格は，就職の際にもプ
ラスになるので，私も合格に向けて一生懸命勉強して
います。将来の夢に向かって，全力で頑張ることので
きる北高にぜひ来てください。

大崎 香音

情報処理科1年/笠利中出身

情報処理科では，中学校までとは
違い，電卓やパソコンを使った授
業が多くあります。初めは不安も
ありましたが，先生方が丁寧に教
えてくださるので，安心して学習
できています。また，多くの検定
に挑戦でき，合格できれば進学・
就職の際の武器にもなります。北
高は，授業も学校行事も部活動も
とても楽しく，本当に入学してよ
かったです。

北高の部活動
カヌー

當

和弥 （赤木名中出身）

カヌーを経験したことがなくても、
努力次第では、九州大会・全国大会出
場も夢ではありません。何か1つのこ
とを続けてみたい人、新しいことに挑
戦したい人にはぴったりの部活です。
カヌー部に入部して、心身ともに鍛え
ましょう。

陸上競技

山田あかり（赤木名中出身）

陸上の経験が無い方でも、たくさん
の種目があるので自分に合った競技を
見つけることができます。
また、目標は競技力向上ですが、目
的は人間的成長という意識を持って取
り組んでいます。自己ベスト向上のた
め日々の練習に励んでいます。

空 手 道

バレーボール

碇山 聖純（赤木名中出身）

山原 怜音
（赤木名中出身）
中山 南希

私達は試合で一勝でも勝利し九州大
会出場を目標に日々努力しています。
少人数ですがそれでも元気に自分達で
工夫しながら楽しく頑張っています。
初心者や体を強くしたいという人でも
大歓迎です。皆さんと一緒に空手がで
きることを楽しみにしています。

今年は部員が増えてどの部活よりも
盛り上がっています。技術面ももちろ
ん生活面での向上も頑張っているので、
仲間と一緒に成長と達成感が感じられ
ます。男子も女子も楽しく切磋琢磨し
ながら部活動をしています。ぜひ一緒
にバレーボールを楽しみましょう。

ダ ン ス

北大島太鼓

バスケットボール バドミントン

丸田

碧生（龍南中出身）

高校からバスケットボールを始めた
人ばかりですので、初心者の方でも大
歓迎です。部員は今は少ないですが、
部員同士がとても仲がいいので、毎日
楽しく活動することができています。
ぜひ北高に入学して、一緒にバスケッ
トボールを楽しみましょう！

吹 奏 楽

實川 進之助（赤徳中出身）

部員の多くが初心者ですが、スキル
アップを目指しながら楽しく活動して
います。定番からハヤリのものまで幅
広いジャンルの曲に取り組み、様々な
学校行事で披露しています。音楽が大
好きという方、初心者も大歓迎です。
ぜひ、北高で一緒に演奏しませんか？

當原 美羽（赤木名中出身）

部員全員が初心者からのスタートです｡県
大会で1勝でも多く勝てるように日々の練
習を頑張っています。個性豊かなメンバー
で､毎日楽しく活動しています｡技術面だけ
でなく精神面の向上や礼儀を身につけるこ
とができます｡(初心者の方も楽しめるので)
北高に入学して､一緒に楽しみましょう。

豊島

光流（金久中出身）

私たちは主に文化祭などの学校行事
や地域のイベントなどでダンスを披露
しています。
部員が多く、毎週楽しく活動してい
ます。初心者でも大歓迎です！私たち
と一緒に楽しく踊りませんか？

ハンドメイド ワープロ・デジタルアート

肥後 悠希菜
（笠利中出身）
西
明音

私達の部では調理や裁縫をメインに
活動しています。北高祭では、手作り
の小物やお菓子などを販売しています。
部員全員が日々楽しく活動しています。
初心者さん大歓迎です！ハンドメイド
部は北高にしかないので、ぜひ一緒に
楽しい高校生活を過ごしましょう‼

傳

麟海（金久中出身）

いつも楽しく、ときには真面目に活動
しています。検定に向けた勉強の他、手
書きやパソコンでのイラストで制作、モ
ザイクアート等の創作活動にも励んで
います。パソコンに詳しくない方でも大
歓迎です。北高に入学して、一緒に楽し
い高校生活を過ごしましょう。

湯澤

愛（朝日中出身）

部員の全員が初心者から始めまし
た。私たちは主に、北高祭や地域行事
などで演奏を披露しています。
迫力ある太鼓の演奏ができると、と
ても楽しいです。
ぜひ北高へ、太鼓の演奏を聴きにきて
みてください。

弓

道

亀山 千尋（芦花部中出身）
福元 彩夏（朝日中出身）

部員全員、高校から初めた初心者で
す。弓道をやっていると、日常生活に
必要な礼儀作法が身に付き、心身とも
に鍛えられます。道具は学校にそろっ
ているので、買う必要はありません。
是非北高に入学して、弓道を一緒に楽
しみませんか？

SCHOOL EVENT たくさんの笑顔あふれる北高
APR
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入学式
対面式
部活動紹介
課題考査
古北戦
基礎力診断テスト

MAY 5 JUN

中間考査
PTA総会
生徒総会
県高校総体
家庭クラブ総会

5

6

日商簿記検定
珠算電卓実務検定
簿記実務検定
ビジネス文書実務検定

JUL

7

期末考査
クラスマッチ
夏季補習(前期）

OCT10 NOV11 DEC 12 JAN

11

笠利一周遠行
珠算電卓実務検定
日商簿記検定
ビジネス文書実務検定
期末考査

体育祭
課題考査
地場産業見学
福祉体験学習
情報処理検定

9

2月)
1
(
行
学旅

笠利一周遠行(11月)

10

8

文化祭(10月)

体育祭(9月)

北高祭(文化祭）
赤木名環境美化活動
中間考査

AUG 8 SEP

夏季補習(後期）
PTA奉仕作業
聞き書きサークル活動

12

修学旅行(2年）
クラスマッチ
クリスマスコンサート
大学・短大出張講義
PTAグランドゴルフ大会

修

1

課題考査
（基礎力診断テスト）
簿記実務検定
大学入学共通テスト
情報処理検定
卒業考査

FEB

2

商業経済検定
進路体験発表会
学年末考査
日商簿記検定
同窓会入会式
インターンシップ(1年）

MAR 3

卒業式
一般入学者選抜
修了式
離任式

3

希望者に対して,｢英検｣や
｢ＧＴＥＣ｣等の指導を実施
しています。ＡＬＴの先生
の協力の下,積極的に英語の
面接や作文指導をうけ,試験
に取り組んでいます。
有志が参加する「聞き書きサークル」では，地元の長老や
名人宅を訪ねて，昔の生活の話を聞き，島の伝統に誇りを
持ち，将来の進路選択に生かしています。

総合的な探究の時間「アマンday」で豊かな自然や伝統文化
が残る奄美大島をフィールドに探究活動を行っています。

情報処理科では３年次に｢商品開発｣
の授業の一環で，地元企業の協力をも
らい，身につけた知識や技術を生かし
て広告作成などを行っています。

自主好学の精神

敬愛和協の態度

積極敢為の気迫

校 訓

★

鹿児島県立大島北高等学校
〒894-0512 鹿児島県奄美市笠利町中金久356
TEL.0997-63-0005
FAX.0997-63-0597

最新情報は

WEBで検索

