男・女 30名

学力奨学生制度があります！

普通科 文理コース
新 入 試（2 0 2 0 年スタート）に対応した最先端教 育！

❶ 小論文・面接・ディベートなどの徹底指導

主要五教科の基礎学力を身につける授業だけではなく、
自分の考えを言葉にし、表現する力を養う授業を行って
います。

漢検・数検・英検やその他検定に積極的に挑戦していま
す。本校は各協会から優秀団体賞を受賞しており、その
合格実績は高い評価を受けています。

❸ 英 語の四 技 能を徹 底 育 成

POINT-

石田 航明さん
恵まれた環境の中で
私たちと目標を実現しよう！

❹ 部活動・ボランティア活動に積極的に参加

勉強のみならず様々な活動への参加を支援しています。
あらゆる活動を通し人間力を磨くことができます。

公 立との出 費格差に挑戦！

入試の成績が優秀な生徒または中学校時に優秀な成績を修めた生
徒には、奨学生として学費等の貸与を行います。最大で 39,600
円が貸与され、就学支援金 9,900 円とあわせれば月納額 650
円となります。 3 年間就学の場合、返済不要です。

貸与額
就学支援金 生徒会費 PTA会費
39,600円 9,900円 300円 350円
授業料49,500円

月々

650円

私は国公立大学合格という目標を達
成するために本校に入学しました。
授業のスピードや質は中学校とは比
べものになりませんが、先生方のご
指導のもと、同じ夢をもつクラスメ
イトとともにお互い切磋琢磨しなが
ら頑張っております。
この恵まれた環境の中で私たちと一
緒に大学進学という目標を実現して
みませんか？

普通科 特進コースⅠ類
大学進学から就職まで、多様な進路に対応できるコースです。

（沖縄・真和志中学校出身）

平山 あかりさん

自分の進路希望に応じて小論文対策・公務員対策・情報
処理検定対策を選択することができます。必要なスキル
を磨き受験に臨めます。

❸

POINT-

各 種 検 定の徹底 指 導

漢検・数検・英検やその他検定に積極的に挑戦していま
す。本校は各協会から優秀団体賞を受賞しており、その
合格実績は高い評価を受けています。

❹

POINT-

部活動・ボランティア活動に積極的に参加

勉強のみならず様々な活動への参加を支援しています。
あらゆる活動を通し人間力を磨くことができます。

男・女 60名（Ⅰ類・Ⅱ類合計） 学科奨学生制度があります！ スポーツ奨学生制度があります！

私は、個人の目標に応じた学習環境
があり、各種検定に積極的に挑戦し
ているという事でこの学科を希望し
ました。周りには、自分の目標に向
かって頑張っている人が多く良い刺
激になり、自然と勉強する環境がで
きあがっています。また、勉強だけ
でなく部活と両立し、充実しながら
自分の目標に近づけると思います。
まだ、進路が決まってない人も本学
科は幅広い進路選択ができるのでお
すすめです。

普通科 特進コース Ⅱ類

在校生からの
メッセージ

充実した環境の中で、技術と心をさらに成長させるコースです。

（佐賀県・国見中学校出身）

力武 颯也さん

スポーツで大学進学や就職を目指し、
一緒に頑張りませんか？

下記の指定強化部で活動を希望する生徒
●女子…剣道、テニス、駅伝、サッカー、柔道
●男子…テニス、サッカー、駅伝

ランチ（￥200）も利用できます

中学校卒業後3年で（最短コース）

体 験 入学
入校式
公開講座

介護福祉士養成施設
1年以上（保）

保育士養成施設等
社会福祉士養成施設等

高等学校等

介護福祉士養成施設
1年以上（社）

福祉系大学等

介護福祉士養成施設（2年以上）

の
全国一
員
募集定

（平成28年度）

取 得できる資 格
①介護福祉士（国家試験受験資格）
②実務者研修
③難病患者等ホームヘルパー 等

率
国家試験合格

看護師

96％！！
（平成28年度）

高等学校
（3年）

中学校卒業後5年

看護専門学校
（3年）
看護短大
（3年）
准看護師学校
（2年）

高等学校
（3年）

6年

専攻科、
看護短大
7年
看護専門学校
（2年）

看護大学
（4年）
実務経験
（3年）

総合福祉科

別府 優海さん
（市来中学校出身）
充実した学校生活の中で、
多くの事を学んでいきます！
将来は福祉の道へ進みたいと思い、
この総合福祉科のある本校を選びま
した。もちろん初めての専門教科や
実習などをするにあたって不安があ
りますが、先生方の親切な対応やク
ラスメイトとそれぞれの目標に向
かって充実した生活を送り、専門的
な知識や技術を身につけ、この 3
年間で多くの事を学びたいと思いま
す。また卒業後も、学校で学んだこ
とを実践に生かしていきたいです。

Message

全国合格率

89.4％

在校生からの
メッセージ
看護学科

高橋 怜沙さん
（長崎県・大村中学校出身）

私は中学生の頃から看護師になりた
いと思い、環境のとてもよい本校に
入学しました。寮生活はとても不安
でしたが、先輩方がとても優しく、
少しずつ慣れていき日々充実した生
活を送ることができています。授業
もとても分かりやすく質問すると、
て い ね い に 教 え て 下 さ い ま す。5
年後には看護師国家試験があります
ので仲間と共に力を高めあって、高
校生活を頑張っていきたいです。

5年一貫看護師養成課程は看護師への最短コースです
高等学校
（3年）

Message

在校生からの
メッセージ

仲間と共に高め合い、
高校生活を頑張っていきます！

入学から 3 年間を「基礎課程」、その後 2 年間
を「専門課程」とし、看護の基礎からより専門
的な課程をじっくりと学び、社会に貢献できる
人間性豊かな看護師を育成します。

鳳凰高等学校5年一貫看護師養成課程

下田平 栞奈さん
（川辺中学校出身）

（平成28年度）

看護学科病院奨学金制度があります！

基 礎から専 門 分 野までを学ぶ
5年一貫教育

准看護師学校（2年）

& 公開講座
体験入学 ●
体験して学びの楽しさを実感してください。
（当日は全ての学科を体験していただきます）

鳳凰高等学校
総合福祉科

介護福祉士
国家試験
合格率

100％！！
87％！！

7年

看護師国家試験

受 験 対象者

介 護 福 祉 士への最 短コース！

中学校卒業

スポーツが好きで、全国大会に出場
しているテニス部で技術を高めるた
めに佐賀から入学しました。
鳳凰高校では専門体育もあり、多く
の練習をできるのでとてもレベル
アップすることができます。
自分を鍛え、将来スポーツで大学進
学や就職を希望している人は一緒に
頑張ってみませんか。

❶特技を生かした専門的スポーツ技術の向上
❷スポーツを生かした進路選択
❸スポーツを通しての心の鍛錬と人格形成

進路決定率

看護学科［基礎課程・専門課程］

普通科特進コースⅡ類

特 進コースⅡ類の特色

学科・施設・病院奨学金制度があります！

「幼児から障がい者、高齢者まで」の総合的な支援・介護を修得する学習を行い、介護福
祉士国家試験受験資格を得ることができます。さらに、福祉・保育・医療系の短大・大
学への進学など、将来の進路選択も幅広くできます。

男・女 200名

Message

このコースは、スポーツが得意であり、スポーツを通じて大学や実業団で更なる飛躍を
目指す生徒のためのコースです。充実した設備とハイレベルなスタッフの中で、専門的
なスポーツ技術の向上や心の鍛錬、人格の形成など自らを成長させ、それぞれの夢をつ
かんでください。

さらに女子は…⑪甲種歯科助手（日本歯科医師会認定）
⑫歯科事務（歯科医療事務管理士）

国家試験

希望者は自分の伸ばしたい教科において文理コースの授
業に参加することができます。自分のペースに合わせて
ステップアップをはかることができます。

①簿記（全商簿記実務検定） ②情報処理（全商情報処理検定）
③ビジネス文書（全商ビジネス文書検定） ④商業経済（全商商業経済検定）
⑤秘書（秘書技能検定） ⑥医科事務（医科医療事務管理士）
⑦福祉（介護職員初任者研修修了資格） ⑧漢字検定 ⑨英語検定 ⑩数学検定

介護福祉士取得︵登録︶

❷ 小論文・公務員・情報処理検定の充実した対策講義

POINT-

取 得できる資 格

中学校卒業

❶ 文理コースの授業に参加

（平成28年度）

メディカルシステム科

私は高校進学を決める時に将来何を
したいという明確な目標がなかった
のですが、このメディカルシステム
科では様々な資格を取得する事がで
き、就職や進学の際に有利だと思い
入学しました。商業だけでなく、歯
科概論や医療事務など専門的な知識
を身につけることができるのも魅力
的だと思います。
多くの資格を取得し、社会に役立つ
人材になれるよう精一杯頑張ってい
きたいです。

幼児から障がい者、高齢者まで、人間性豊かなスペシャリストの育成

個 人の目標に応じた
幅 広い進 路 選 択 ができます！

POINT-

100％！！

Message

在校生からの
メッセージ

専門的な知識を
身に付けることが魅力です！

総合福祉科

普通科特進コースⅠ類

「進 学・就 職」いずれにも強い！ 個々の目標に合わせた学習環 境！
！

ビジネス系の各種検定（簿記・情報処理・商業経済・ビジネ
ス文書）の基礎から上級取得に加え、医療・福祉のスタッフ
として医科医療事務管理士（男女）
・介護職員初任者研修（男
女）など専門知識と技術を持ち合わせた人材を育成します。
さらに男子生徒は危険物取扱者・販売士、女子生徒は歯科医
療事務管理士・ 甲種歯科助手などの資格取得を目指します。

男・女 40名

Message

在校生からの
メッセージ

主要 5 教科の基礎学力の向上に重点をおきながら、情報処理教育と一体化した力リキュ
ラムは、普通科の新スタイルとして注目を集めています。受験指導では文理コースのノウ
ハウを取り入れ、情報処理教育ではこれまでの商業科教育の伝統を活かした指導を行いま
す。また、個々の目標に向け、実務的な検定にも積極的にチャレンジすることができます。

進路
決定率

さらに男子は…⑪危険物取扱者（乙種第 4 類） ⑫販売士（リテールマーケティング検定）

※就学支援金9,900円の場合

男・女 60名（Ⅰ類・Ⅱ類合計） 学科奨学生制度があります！

資格を取得し、
卒業までに多くの 進路決定を実現
た
っ
あ
に
自分の適性

ビジネス・医療・福祉など、幅広い分野の資格を取得できる総合的な学科です。

（知覧中学校出身）

POINT-

学科奨学生制度があります！

メディカルシステム科

普通科文理コース

❷ 各種検定の徹底指導

POINT-

グローバル化する社会において必要な「話す」「聞く」「読む」「書く」
という総合的な英語力を向上させます。外国人講師の実践的な授業で
「対話する力」を育み、
「英語をどのように活用する」のかを指導します。
また、海外留学の充実したサポート体制が整っています。

在校生からの
メッセージ

80％以上！！

POINT-

男・女 40名

Message

での
した18期生ま
これまで卒業
率
格
合
学
国公立大

看護専門学校（2年） 7年

メディカルシステム科

総合福祉科

看護学科

●コンピュータ操作と歯科体験

●福祉体験

●1 日ナース＆ナースマンに変身

普通科文理コース・普通科特進コース［Ⅰ類・Ⅱ類 ］
本校の本格授業を体験。入試情報も盛りだくさん！

●普通科の特色

●入試ワンポイントアドバイス

退校式

