
久高キャラクター

”校訓くん”

誠実 叡智 気魄
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田主丸 
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【アクセス】
・

西鉄試験場前駅より 徒歩 ８分

西鉄花畑駅より 徒歩１０分

・ ＪＲ久大本線

久留米高校前駅より 徒歩３分

・西鉄久留米高校前バス停より
徒歩１分

英語科 ４０名
普通科１６０名

（令和２年度学力検査において）

普通科は第８学区の中学校

及び三潴中！

英語科は筑後地区
全域から受検できます！

交通アクセス
抜群!!



久留米高校では、自らと向き合う
機会が沢山ありました。勉強だけで
はなく、勉強をすることで得られる人
が生きる上での大切なことを、学べ
たような気がしています。それは、情
熱的な先生方、仲間達と共に過ごす
ことができたからだと思います。その
ような環境が、久留米高校には整っ
ています。

筑後地区唯一の“英語科”設置校

魅力を卒業生に聞いてみよう！

長野莉菜先輩【令和元年度卒】
九州大学 共創学部

英検・TOEIC・GTEC

など英語外部試験に
対応してる。

行事が楽しい！
「勉強って楽し
い！」と思えた。

石部慶彦先輩

【令和元年度卒】
東京都立大学
人間社会学部

英検準１級は
７名・２級は
全員合格した。
すごい。

ALTは２名常駐。

サム先生【英語科ALT】
好きなこと
山登り、ハンティングなど自
然と調和すること

イングリッシュキャンプ、
スピーチ大会、

ディベート大会などたくさ
んの行事があります。ぜひ
久留米高校で一緒に学び
ませんか。

留学生交流会

イングリッシュ・キャンプ 英語弁論暗唱大会

ミッシェル先生【英語科ALT】
好きなこと
ウォーキング、旅行、ドラマ鑑賞

アメリカ領事館訪問

専門科目が13種類。
スピーチ、ディベート、
ビジネス英語など実践
的な授業内容がいい。

行事が多い分、成長できる

機会が多いということです。英語
科には沢山のチャンスがあるの

で、やる気さえあれば、沢山の経
験を積むことができます。そのお
かげで、大学合格とその後の生活
があるなと感じます。

英語科のカナダ修学
旅行は７泊８日と長い
です。現地校と交流し
たり、有名大学を訪問
します。ホームステイは
１家族に一人！

魅力を先生達に聞いてみよう！

魅力を在校生に
聞いてみよう！



SUMMER

英語ディベート大会 (2年）

留学生交流会

校内弁論暗唱大会＆地区・県大会

FALL

カナダ
修学旅行
（2年）

県大会 2位

県大会準決勝進出



WINTER

ENGLISH 
CAMP

(英語科合宿)

西南学院
大学訪問

小学校での
体験授業

SPRING

他にも

アメリカ領事館訪問

留学生



カナダ修学旅行（2年）

The University of 

British Columbia

HOMESTAY

バンクーバー自主研修

現地校との交流



英語ディベート大会

A．普通科にはない行事が多く、特別な体験ができます。

その分忙しいですが、それらの行事を通して仲間との絆も

深まります。次々と新しいものが見えてくる、そんな

充実した科です。 （森山愛音・浮羽中）

A．ずっと一緒にいるのでまるで家族のような仲間たちです。

みんな英語が大好きで、とてもにぎやかなクラスです。 (濱田望花・橘中）

A．全力で取り組む人が多く、１年次から勉強を頑張ろうという高い意識を持つ人がいて、

周りのクラスメイトや自分に、良い影響を与えてくれます。 (三善琉冬・浮羽中）

Q1 英語科ってどんな感じ?

A．１年たつごとにクラスの絆や団結力が深まって
いくので、不安はありません。

（日髙寧々・江南中）

A．行事などを通して、普通科
の生徒とも関わりを持つこ
とができ、普通科・英語科
関係なく友達を作ることが
できます。

（中山寧々・小郡中）

A．３年間同じクラスだからこそ、仲間を認め、信頼
し、また自分というものをみんなが受け止めて
くれる環境が築けます。

（近藤菜美希・八女市立西中）

Q2 クラス替えがないのは不安･･･

英語科生徒に答えてもらいました！

A．JR久大線を利用して約４０分で着きます。
乗り換えはなく、便利です。

（森山愛音・浮羽中）

A．アクセスが良いので大変だと思ったことは
ありません。クラスの半分くらいが学区外
から登校していて、みんなで朝から頑張っ
ています。 （梯 亜紗美・田主丸中）

A．電車の時間は小テストの勉強や復習をして
有効に活用できるので、意外とあっという
間で、そんなに大変ではありません。

(田中 凜・比良松中)

Q3 学区外からの通学は大変?          

A．確かに課題は多いけれど、大学進学を目指す学校は
どこでも同じだと思います。きちんとこなしていくと

必ず力がつきます。 （松山なごみ・牟田山中）

A．多いとは思いますが、自分のためになることなので苦にはなっていません。実際に、課題で長文
に取り組むことで読むスピードが速くなったことが実感出来ています。（末次眞子・羽犬塚中）

A．自分で何をしたらよいか分からない人にはすごく役に立つので成績UPにつながります。
（平田安里・諏訪中）

Q4 課題が多いというのは本当?

西南大の留学生と意見交換

クラスマッチも全力！

お互いに切磋琢磨 仲間がいるから頑張れる



英語が好きで日本や海外の文化に興味がある人や、

英語をもっと得意科目にして、将来世界へ羽ばたきたい人にピッタリです！

英語科では、普通科にはない、より実践的な英語の授業を受けたり、英語科合宿や留学生交流会など

の様々な行事を通して「英語を使う力」「いろいろな面から物事を考える力」を伸ばしていきます。

英語を話す機会が多く、そのような経験を積み重ねていくうちに、人前で堂々と話す力もついていき

ます。今、英語が得意でなくても大丈夫！英語が好きで、まじめにこつこつ誠実に取り組めば、間違

い なく伸びます！久留米高校で新たな自分をみつけ、可能性を広げてみませんか。

英語ディベート大会

今年度は、全学年合わせて、みやま・大川・柳川・大牟田方面から13名、八女･ 筑後方面から14名、

浮羽･朝倉方面から26名でした。時々、方言の違いなどで盛り上がっています。

Q7 第８学区以外からの通学者はどれくらい？

Ｑ5 どんな人が英語科に向いているの？

先生にも答えてもらいました！

入学前に英検を持っているに越したことはありませんが、高校入学後から

でも大丈夫です！本校では、英検の積極的な受験を奨励しています。資格

取得は大きな自信になりますし、実践的な英語力向上にもつながるからで

す。高校入学時には準２級を取得している生徒が数名いる程度ですが、英

語科の恵まれた環境で学ぶ中で英語力がグングン伸びていきます。ここ数

年の英語科は、卒業時までに英検２級に全員合格し、準１級合格者も１０

名近くとなっています。

Q6 英語の資格を持ってないといけないの？

英語科で専門的に英語を学んだことでさらに語学への興味が高まり、英語やその他語学系の学部や

国際関係学部に進学する生徒が多いです。一方、英語力は強みとしながら文学部や教育学部、法学部、

経済学部などへ進学する生徒もいます。大学生や社会人になってからも、英語力だけでなく積極性や高

いコミュニケーション能力を生かして、幅広い分野で活躍しています。

入学時は将来の夢が定まっていなくても、クラスメートと一緒に英語科で学んでいく中で、自分が将来

したいことや目標を見つける生徒もいます。

Q8 どのような大学・学部に進学している？

↓

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
ミ
シ
ェ
ル

先
生

↑

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
サ
ム

先
生



久留米高校 令和元年度 進路実績

国公立大学112名
九州大 東京外大 広島大 熊本大
東京都立大 九州工業大 福岡教育大
福岡女子大 長崎大 鹿児島大
佐賀大 北九州市立大 神戸市外国語大

他多数合格

私立大学795名
早稲田大 明治大 中央大 青山学院大
法政大 同志社大 立命館大 関西学院大
関西大

他多数合格

西南学院大 118名
福岡大 305名

英語科

【国公立大学】

九州大学 (共創学部)
東京外国語大学 (国際社会学部)
熊本大学 (文学部) 佐賀大学 (教育学部・経済学部)
東京都立大学 横浜市立大学 北九州市立大学

【私立大学】

早稲田大学 (文化構想学部)
明治大学 中央大学 青山学院大学 津田塾大学
同志社大学 立命館大学 関西学院大学 関西大学
西南学院大学 福岡大学 他

実はすごい！英語科の進路実績！

Remarkable!!



福岡県立久留米高等学校

「英語科」 の 魅力

☆筑後地区の全域から通学可能
〇中核都市の久留米市で学べる環境

☆駅から近い、だから遠方でも安心
〇JR久留米高校前駅からわずか徒歩３分
〇西鉄花畑駅(特急も停車)からも徒歩10分

☆国公立大合格は､毎年60％超
〇定員40名中、32名(80％)を超える年も
〇文系志望なら英語科お勧め､その理由は
・大学入試は英語の配点(ﾘｽﾆﾝｸﾞ含)が高い
・常駐ALT２名の指導で聴く話す力UP 

☆英語が得意＝あらゆる職業で活躍

英語科で待ってるよ！


