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学内外の活動にも積極的にチャレンジ

学力の定着を図りながら自由度の高い放課後で、充実した高校生活を
※最近の主な合格大学

●アドバンスクラスのカリキュラムは、2年次より文系・理系の選択に応じて絞り込んだ教科・科目の比重を高めています。
　これにより、自分の進路目標に必要な教科・科目に集中しながら、放課後の時間や長期休業中の時間の使い方を自分なりに計画できます。

進　学　先

国公立大学推薦入試や私立大学、専門学校や就職などの選択肢

から自分に合った進路を自分のペースで探求します。学力の定着・

向上を図りながら部活動や習い事などと両立させ、高校生活の充

実と夢の実現を目指します。

私は第24代高校生平和大使を務めて

います。九州学院の教育目標である「自

分で自分を監督し、役に立つ善人とな

れ」を実行しようと思ったことがきっか

けでした。活動は忙しいのですが、放課

後は塾や習い事など自分のために時

間を使えるアドバンスクラスで充実した

九学ライフを送っています。

※「高校生平和大使」とは、1998年から毎年、核兵器廃絶と世界平和を目指すた

めヒロシマ・ナガサキの声を世界へ発信する役割を果たす高校生のことです。

自分なりのスタイルで
　　　　　高校生活を充実！

卒業生からのメッセージ

東京学芸大学
教育学部

園田 華菜さん

（2019年度卒）

九州学院は、文武両道を達成でき
る環境が整っている素晴らしい学校
です。私は柔道部に所属し、部活動
でも学校生活でも充実した毎日を
送れました。また高い目標を持ち、日
々励む素敵な仲間と出会えて精神
面や行動面で人として大きく成長す
ることができました。

北九州市立大学
国際環境工学部

前田 康宏さん
（2018年度卒）

九州学院はとても自由な校風で、文
武両道を実現できる学校です。私
は、サッカー部を引退後、集中して
大学受験に取り組み、合格できまし
た。スポーツのプロ選手やテレビ番
組に出演している人もいて、未来の
有名人と仲良くなるチャンスがあり
ます。

早稲田大学
スポーツ科学部

川副 雷斗さん

（2017年度卒）

九州学院では自転車競技部に所属
し、部活動に打ち込みました。かけが
えのない仲間や優しい先生方に支え
られた高校生活は非常に充実してい
ました。九学で過ごした時間は自分
にとって大きな財産になっています。
九州学院で素晴らしい3年間を過ご
してみませんか。

国語科

阿部 有紀 先生

アドバンスクラスは、自由な挑戦ができ
る環境です。部活動や習い事に熱中す
ることも、趣味に力を注ぐことも、自分の
ペースで学習に取り組むことも、自分で
選択することができます。主体的に将来
の可能性を広く考えていきたいという
皆さんにおすすめです。

自分の目標を定めた
スクールライフで進路選択

ADVANCE CLASS

Messages ��
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十人十色
のカタチは

アドバンス クラス

Teacher’ｓ VOICE

■熊本大学　■東京学芸大学　[国立大学] ■熊本県立大学　■都留文科大学[公立大学]

■早稲田大学　　■国際基督教大学（ICU）　　　　　■青山学院大学　■立教大学　　　■中央大学　　　

■法政大学　　　■日本大学　　■東洋大学　　　　■駒澤大学　　　■専修大学　　　■明治学院大学

■東京女子大学　■同志社大学　■同志社女子大学　■関西大学　　　■関西学院大学　■立命館大学

■福岡大学　　　■西南学院大学　■立命館アジア太平洋大学（APU）

[私立大学]
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英語コミュニケーションⅠ 論理・表現Ⅰ 家庭基礎 情報Ⅰ

外国語 家庭 情報 総合的探究

公共 数学Ⅰ 数学A 化学基礎 生物基礎 体育

保健体育

現代の国語 言語文化

文

国語 地理歴史 公民 数学

アドバンスクラス2年

福原　杏 さん

アドバンスクラス
1年

横田 花奈さん

私はチアダンス部に所属しています。

部活動では日本一を目指して日々

の練習に取り組んでいます。テスト前

にはテスト休みがあり、勉強に集中

できる時間がとられています。アドバ

ンスクラスは部活動などと勉強を両

立したい人におすすめのクラスです。

Student’ｓ VOICE



13  SCHOOL GUIDE SCHOOL GUIDE  14

学内外の活動にも積極的にチャレンジ

学力の定着を図りながら自由度の高い放課後で、充実した高校生活を
※最近の主な合格大学

●アドバンスクラスのカリキュラムは、2年次より文系・理系の選択に応じて絞り込んだ教科・科目の比重を高めています。
　これにより、自分の進路目標に必要な教科・科目に集中しながら、放課後の時間や長期休業中の時間の使い方を自分なりに計画できます。

進　学　先

国公立大学推薦入試や私立大学、専門学校や就職などの選択肢

から自分に合った進路を自分のペースで探求します。学力の定着・

向上を図りながら部活動や習い事などと両立させ、高校生活の充

実と夢の実現を目指します。

私は第24代高校生平和大使を務めて

います。九州学院の教育目標である「自

分で自分を監督し、役に立つ善人とな

れ」を実行しようと思ったことがきっか

けでした。活動は忙しいのですが、放課

後は塾や習い事など自分のために時

間を使えるアドバンスクラスで充実した

九学ライフを送っています。

※「高校生平和大使」とは、1998年から毎年、核兵器廃絶と世界平和を目指すた

めヒロシマ・ナガサキの声を世界へ発信する役割を果たす高校生のことです。

自分なりのスタイルで
　　　　　高校生活を充実！

卒業生からのメッセージ

東京学芸大学
教育学部

園田 華菜さん

（2019年度卒）

九州学院は、文武両道を達成でき
る環境が整っている素晴らしい学校
です。私は柔道部に所属し、部活動
でも学校生活でも充実した毎日を
送れました。また高い目標を持ち、日
々励む素敵な仲間と出会えて精神
面や行動面で人として大きく成長す
ることができました。

北九州市立大学
国際環境工学部

前田 康宏さん
（2018年度卒）

九州学院はとても自由な校風で、文
武両道を実現できる学校です。私
は、サッカー部を引退後、集中して
大学受験に取り組み、合格できまし
た。スポーツのプロ選手やテレビ番
組に出演している人もいて、未来の
有名人と仲良くなるチャンスがあり
ます。

早稲田大学
スポーツ科学部

川副 雷斗さん

（2017年度卒）

九州学院では自転車競技部に所属
し、部活動に打ち込みました。かけが
えのない仲間や優しい先生方に支え
られた高校生活は非常に充実してい
ました。九学で過ごした時間は自分
にとって大きな財産になっています。
九州学院で素晴らしい3年間を過ご
してみませんか。

国語科

阿部 有紀 先生

アドバンスクラスは、自由な挑戦ができ
る環境です。部活動や習い事に熱中す
ることも、趣味に力を注ぐことも、自分の
ペースで学習に取り組むことも、自分で
選択することができます。主体的に将来
の可能性を広く考えていきたいという
皆さんにおすすめです。

自分の目標を定めた
スクールライフで進路選択

ADVANCE CLASS

Messages ��
　　　　�aduates

夢

十人十色
のカタチは

アドバンス クラス

Teacher’ｓ VOICE

■熊本大学　■東京学芸大学　[国立大学] ■熊本県立大学　■都留文科大学[公立大学]

■早稲田大学　　■国際基督教大学（ICU）　　　　　■青山学院大学　■立教大学　　　■中央大学　　　

■法政大学　　　■日本大学　　■東洋大学　　　　■駒澤大学　　　■専修大学　　　■明治学院大学

■東京女子大学　■同志社大学　■同志社女子大学　■関西大学　　　■関西学院大学　■立命館大学

■福岡大学　　　■西南学院大学　■立命館アジア太平洋大学（APU）

[私立大学]

世界史探究
日本史探究
地理探究

芸術 HR

保健
音楽Ⅰ

美術Ⅰ

書道Ⅰ
HR

芸術 HR

数学B 数学C 保健
音楽Ⅰ

美術Ⅰ

書道Ⅰ
HR

芸術 HR

数学B 数学C 保健
音楽Ⅰ

美術Ⅰ

書道Ⅰ
HR

HR

数学B 数学C HR

HR

数学B 数学C HR
物理

生物

理科

化学

体育

保健体育

物理

生物

理科

論理国語 古典探究

国語

数学Ⅲ

数学

論理国語

国語

歴史総合 地理総合

地理歴史 数学

物理基礎

地学基礎

論理・表現Ⅲ 総合的探究

1年

2年

3年
外国語 総合的探究

体育 英語コミュニケーションⅢ

英語コミュニケーションⅡ 論理・表現Ⅱ 総合的探究

理

保健体育

Ⅱ学数究探典古 化学

総合的探究

理

外国語 総合的探究

保健体育 芸術 外国語 総合的探究

論理国語 古典探究 倫理 政治・経済 体育
音楽Ⅱ

美術Ⅱ

書道Ⅱ
英語コミュニケーションⅢ 論理・表現Ⅲ

総合的探究

文

語国外科理学数史歴理地語国 総合的探究

論理国語 古典探究 歴史総合 地理総合 数学Ⅱ 地学基礎 体育 英語コミュニケーションⅡ 論理・表現Ⅱ 総合的探究

国語 公民 数学 理科 保健体育

英語コミュニケーションⅠ 論理・表現Ⅰ 家庭基礎 情報Ⅰ

外国語 家庭 情報 総合的探究

公共 数学Ⅰ 数学A 化学基礎 生物基礎 体育

保健体育

現代の国語 言語文化

文

国語 地理歴史 公民 数学

アドバンスクラス2年

福原　杏 さん

アドバンスクラス
1年

横田 花奈さん

私はチアダンス部に所属しています。

部活動では日本一を目指して日々

の練習に取り組んでいます。テスト前

にはテスト休みがあり、勉強に集中

できる時間がとられています。アドバ

ンスクラスは部活動などと勉強を両

立したい人におすすめのクラスです。

Student’ｓ VOICE


