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小さな学校で、
大きな夢を。

YOSHIKA High School
学校案内 2022

個性と感性を磨く、
学び舎

地域に暮らして、豊かな生き方を考える
日本屈指の清流・高津川の源流があり、豊かな自然に囲まれた吉賀町。清流の
上流にあるからこそ自然を大切にして生きようという地域の人々の想いがあります。
吉賀高校はそうした吉賀町にある唯一の高校。地域の子どもたちと全国から真の
豊かさを求める子どもたちが一つの小さな学校に集まって、勉学やスポーツに、生
き生きとした毎日を過ごしています。そして、地域の人々は子どもたちを温かく見
守り、応援しています。
── 吉賀高校は吉賀町と共に生きる高校です。

吉賀地域中高一貫教育＋
全国から真の豊かさを求める生徒たち
吉賀地域は、町内の 3 つの中学校と連携する中高一貫教育（連携型）
の高校です。そして、平成 27 年度から、町外・県外からの生徒の受け
入れを積極的に始めました。
県内の吉賀町以外、また全国から新たな吉高生が着実に増えています。

サクラマスプロジェクト
サクラマスは、サケ科の魚ですが、川で誕生した後、海に下って大
きく成長し、やがて川に戻ってきます。
吉賀町は、保・小・中・高が連携して町全体で、「サクラマスプロジェ
クト」に取り組んでいます。令和２年度より第二期を迎え
『地域の様々な人と交流し、力を合わせることができる生徒』
『地域の環境資源を活かした学びを基に自分と向き合う生徒』
『地域の現状を知り、ふるさとの未来に向けて行動できる生徒』
『地域の中で学ぶことにより、広い視野を身につける生徒』の育成を目
指しています。
また、川を町内とするなら、海は広く日本国中を、あるいは世界を
意味し、地域や全国から人がこの地に集うプロジェクトとしてさらな
る広がりをすすめています。
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夢への途
夢への
途は、
は、ここにある

学習

年間行事

少人数指導

4月
・始業式
・入学式
・スポーツテスト

5月
・PTA 総会
・中間試験
・生徒総会

6月
・県高校総体
・期末試験

入学式

7月
・球技大会
・終業式
・夏期補習

8月
・始業式
・高大協働研究

県高校総体

文化祭

9月
・よしか祭
（文化祭・体育祭）

10 月
・遠足
・東京研修
・中間試験

11 月

本校ではインターネットを利用して、普段の授業や生徒指導など
をサポートするため「スタディサプリ」というサービスを導入していま
す。スマートフォンやタブレット、パソコンなどを利用して学習環境
を広げ、家庭学習の効率化を図っています。自分の都合に合わせて、
苦手分野や予習・復習したい分野を、小学校の内容から高校の内
容まで自由に視聴することができるので、基礎学力の向上につなが
ります。
昨年度の新型コロナ感染防止に係る臨時休業期間中では、生徒
の体調管理や、生徒からの質問等の対応も行いました。

1 年次

・学年末試験
・キャリア教育成果発表会

3月

理系科目

文系科目

家庭科・環境

理系科目

【2 年次・3 年次両コース共通】学校設定教科『よしか未来科学』

・卒業式・終業式
・合格者一日登校日

東京研修

文系科目

普通科目・商業科目

総合探究コース

2月

家庭科・環境

3 年次
地域創造コース

・始業式
・3 年学年末試験
・大学入学共通テスト

普通科目・商業科目

総合探究コース

普通科共通教育

1月

2 年次
地域創造コース

・球技大会
・終業式
・冬期補習

遠足

学習クラウドサービス「スタディサプリ」採用

・中高合同ロードレース
・期末試験

12 月

体育祭

授業は、１年次から英・数・国を中心に習熟度別に行っています。
さらに、２年生からは進路希望によって２つのコース（コース選択
図参照）に分かれます。そして、希望者を対象に個別添削指導に
も力を入れていて、少人数指導で学力の向上と進路実現を支援し
ています。
英語や数学がずっと苦手だった生徒が、少人数クラスの授業の
中で学ぶ楽しさを知ります。大学進学をめざす生徒には、進路に
合わせた指導を行います。

【両コース共通】総合的な探究の時間（アントレプレナーシップ教育）
1 年次『課題発見期』/2 年次『課題解決期』/3 年次『課題発展期』

中高合同ロードレース

公設塾「よしか塾NEXT」

田んぼの生き物調査
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吉賀町フェアでの販売

吉高ライスバーガー

高校と一体になって吉高生の進路実現を支援する、吉賀町設立
の公設塾です。自学自習のサポートの他、勉強方法の相談を受け
ることや、学習計画を一緒に立てることも行っています。
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小さな学校だからこそ
自分の可能性が見つかる
吉賀高校 サクラマスプロジェクト
グランドデザイン
１．地域の様々な人と交流し、力を合わせることができる
２．地域の環境資源を活かした学びを基に自分と向き合う
３．地域の現状を知り、ふるさとの未来に向けて行動できる
４．地域の中で学ぶことにより、広い視野を身につける

キャリア
教育

吉賀高校では、生徒のキャリア形成に資するため、保小中
高とつながる吉賀町サクラマスプロジェクトと連動し、上記４
つの力を身につけられるような取り組みを行っています。普段
の学習活動や、学校行事、進路活動に加え、アントレプレ
ナーシップ教育などを通じて、吉賀町をフィールドとして、吉
賀町の『人・もの・こと』とのコミュニケーションをとりながら、
社会の中で自分の役割を果たし、自分らしい生き方を実現す
る力を身につけていきます。

１年生：アントレプレナーシップ教育 【課題発見期】 ＋
東京研修
アントレプレナーとは、
「起業家」を意味します。
「起業家精神に学ぶ」をテーマ
として、
「無から有を創り出す精神」を学びます。そして、１年次を「課題発見期」
と位置づけ、地域の方に学びながら、地域の課題について探究します。
10 月の東京研修では、東京で生活する大学生とコラボレーションします。グルー
プワークや企業訪問を通じて都市の生活を探究すると共に、地方と都市の関係性
について考え、自分たちの生まれ育った町・自分たちが暮らす町を見つめ直します。

２年生：アントレプレナーシップ教育 【課題解決期】
２年生のアントレプレナーシップ教育では、１年次に学んだ吉賀町の魅力や課題
をもとに、
「未来を創る」プロジェクトを本格的にスタートさせます。
「未来を創る」
プロジェクトとは、①「こうなってほしい未来」をイメージし、②個人またはチーム
で吉賀町の人々とともに行動を起こし、③現実を動かすための挑戦をすることによっ
て、
「未来を創る」取り組みです。この「願って、作って、動かす」というプロセス
を通して、
「自分自身の未来を創る力」を育みます。地元の方と直にふれあいなが
らのディスカッションや主体的なアクションを大切にし、地域貢献の意識を高め、
思考力・表現力・コミュニケーション能力などを磨いていきます。

例えば、アントレプレナーシップ教育の成果発表会。吉賀高校では、全員がプレゼンを行います。
小規模校だからこそ、全員が主役になるのです。授業でも、行事でも、部活動でも、全員に何らかの活
躍の場が与えられます。人間の可能性は、挑戦してみなければわかりません。
一人ひとりが、自分の可能性を発見し、成長していく。吉賀高校はそんな学校です。

吉高生は、全員が地域クラブ員
吉高生は、全員が地域クラブ員であり、地域の様々な行事に、運営側と
して参加します。『よしか夢・花マラソン』、『田んぼの生き物調査』、『七
力祭』
、
『きん祭みん祭農業文化祭』
・・・いろんな行事で運営体験やボラ
ンティア体験を積み、生きる力を伸ばしながら、地域の方とふれあいます。

環境教育
２・３年次の学校設定教科『よしか未来科学』では、森・川・海、それ
ぞれの専門家から、フィールドワークを交えながら、日本有数の清流・高
津川流域を始めとした環境問題について学びます。
また、地域クラブでも特別チームを組み、課外活動として、地域の環境
問題について調査研究を行っています。

３年生：アントレプレナーシップ教育 【課題発展期】
豊富な体験学習の経験を基に、自らのキャリア形成に取り組みます。自分の進
路を考え、希望を実現する上で、
「無から有を創り出す」起業家精神が存分に活
かされます。さらに、アントレプレナーシップ教育の集大成として、ボランティア活
動や研究発表等、個別のプロジェクトを推進します。
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「アントレプレナーシップ教育」、
「地域クラブ」
、
「環境
教育」
、そして学習や行事や部活動・・・
吉賀高校は、学校でのすべての活動が生徒のキャリア
発達につながると考えています。それが、
「小さな学校
で大きな夢を！」の具体であり、
「サクラマスプロジェ
クト吉賀高校グランドデザイン」に描かれています。
6

自分を磨くさらなるステージへ

2021 年春

卒業生

合格体験記

充実した高校生活と目標の実現

えていなかったので、絶対にこの
学校に進学するという強い気持ち
で受験の準備をしてきました。
推薦入試の当日は、新型コロナ
私は島根県立石見高等看護学 ウイルスの影響で、グループディス
院に推薦選抜で合格しました。中 カッションの試験が急遽資料の読
学 校の頃から、将来は看護師に み取り試験に変更されました。突
なりたいという目標がありました。 然の変更でしたが、落ち着いて受
この学院を卒業して地元で看護師 験することができました。小論文
をしている先輩からの勧めもあり、 や個人面接の練習では、基 本的
この学校を受験することにしまし な内容のものと一緒に、想定外の
た。他の大学や専門学校は全く考 ものを質問されても対応できるよ

中村 舞夏 島根県立石見高等看護学院・看護学科

うにと、多くの先生方が手厚いサ
ポートをして下さいました。
受験を乗り越えることは一人で
は難しいですが、吉賀高校では学
校の先生方や公設塾の先生だけ
でなく、地域の方まで声をかけて
応援してくださいます。例え少人数
クラスであっても、心強い存在が
周りに沢山おられます。皆さんも
自分の進路目標の達成に向けて、
吉賀高校で充実した学 校 生活を
送ってください。応援しています。

小さな学校で大きな夢を叶える 野城 琢人

合格先一覧

令和２年度 卒業生進路状況
◎進路状況（令和３年３月３１日現在）
進学：大学 11 名
就職：13 名

短大 1 名

専修 11 名

◎ 4 年制大学

◎就職（公務員・民間）

・島根大学
・島根県立大学
・広島経済大学
・日本赤十字広島看護大学
・安田女子大学 ・福山大学
・福山平成大学 ・山陽学園大学
・梅花女子大学 ・明海大学
・徳島文理大学 ・松山大学
・九州共立大学

・島根県職員 ・島根県警察
・吉賀町役場 ・自衛官
・株式会社山陰合同銀行
・株式会社ジュンテンドー
・大見工業株式会社
・高橋建設株式会社
・株式会社ツチヨシ
・株式会社イーグレットすみれ薬局
・ヤマト運輸株式会社
・日進医療食品株式会社

◎短期大学
・安田女子大学短期大学部

進学先を決められなかった私に先
生方が提案してくれた内の一つが
島根大学でした。
高校以前から興味をもっていた、
生き物や植物などの自然に対する
興味や地域の人との関わりについ
てより深く探究できると考え、進
学先として島根大学を選びました。
試験は今年度から新たに採用され
た、島根大学独自のへるん入試制
私は、島根大学に入学しました。 度というものを活用しました。試
高校生活を過ごす中で、なかなか 験の内容は、レポートの作成と基

努力は裏切らない

私が公務員試験を受けると決め
たのは、２年生の２学期後半でし
た。その時すでに採用試験本番

◎専門・専修・各種学校
・島根県立農林大学校
・島根県立石見高等看護学院
・広島市立看護専門学校
・浜田医療センター附属看護学校
・岡山医療センター附属岡山看護助産学校
・呉医療センター附属呉看護学校
・岡山医療福祉専門学校
・出雲医療看護専門学校
・柳川リハビリテーション学院
・リハビリテーションカレッジ島根
・下関看護リハビリテーション学校
・トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校
・国際ペットワールド専門学校
・周防大島町立大島看護専門学校
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まで１年をきっていました。公務
員試験を受ける人は最低でも１年
前から勉強すると聞いていたので、
その時点で私は他の受験生よりも
遅れをとっており正直焦りました。
担任の先生の勧めもあり、受ける
ことが決まってからはすぐに問題
集を買い、勉強を始めました。定
期試験と異なり範囲が膨大で、学
校の勉強と両立するのは大変でし
た。しかし、勉強しているうちに、
３年次１学期から受けてきた模試

成長した時間

私が今の就職先から内定を頂け
たのは、自分のなりたい像や志望
理由についてしっかり悩んだから
だと思います。また、吉賀高校の
少人数指導の中で、先生方からの
手厚い指導があったお陰だと思い

ます。
はじめは 就 職 先 の 仕事 内 容、
企業理念について理解し、そこか
ら自分の強みや性格をどのように
仕事で活かせるのかを考えました。
自分の強みを見つけていくことは
私にとってはとても難しかったです
が、面接をして頂いた先生からの
アドバイスもあり、家族や友達と
話をしていくうちに自然と見つかっ
ていったときには嬉しくなり、自
分に自信を持つことができました。
また、志望理由の一つとして、吉
賀高校で行ったアントレプレナー
シップ 教 育の内 容にも触れまし

島根大学生物資源学部・環境共生科学科

礎的な学力を問う筆記試験の二つ
でした。へるん入試では、自身の
これまでの活動や考えをアピール
することが重要で、先生から面接
練習やレポート表現のアドバイス
をして頂いたおかげで、試験を乗
り越えることができました。
将来について考え調べ物をして
いるとき、どの進路を選ぶにして
も、自分の考えを伝える力や行動
力が求められていると感じました。
将 来の自分のために、吉賀高校

でできる限りいろいろな経験を積
んでおくことが得策だと思います。
その点で、吉賀高校のアントレプ
レナーシップ教育は吉高の強みで
す。アントレを存分に活用してほし
いと思います。応援しています。
吉賀高校には、少人数だからこ
その手厚いサポートと地域との強
い連携があります。それを活かし
て最後まで諦めずに頑張ってくだ
さい。

河村 斗希也 吉賀町役場一般事務職員
で力が付いていっていることが実
感できました。そのことが嬉しく、
それが勉 強のモチベーションを
保ってくれました。また、自分に
合う勉強法を見つけることで、一
層力が付きました。面接練習では
受験先のことをよく把握し、担当
して頂いた先生と共に、どんな質
問がきても良いように徹底的に対
策しました。
受験を通して言えることは、
「準
備のしすぎはない」ということで

す。どんなに筆記や面接の練習を
していても、本番に予想外の問題
や質問がくることは大いにありま
す。ですので、少しでも多くの過
去問や問題集を解き、多くの先生
に面接練習をして頂き、どんな問
題や質問にも対応できるようにし
た方が良いです。それでも「予想外」
はあるので、受験のときは焦らず、
落ち着いて受験して下さい。きっ
と上手くいくはずです。応援してい
ます。

西藤 未優
た。本校の魅力でもあるこの活動
を通して、
「地 域活性化のための
役に立ちたい」と強く感じたから
です。この気持ちを大切にして地
域に貢献したいと思い、今の就職
先を選びました。
一方で、面接練習を行って頂い
た際には、自分の気持ちを上手く
表現できなかったり、質問の返答
が曖昧だったりして、そこを強く指
摘されることが多く苦労しました。
また、私は１組に在籍していたた
め、２組のように商業系の授業や
検定をそれまで受ける機会があり
ませんでした。そのため、就職に

株式会社

山陰合同銀行

必要な資格が十分に取得できず、
面接に不安を感じることもありま
した。しかし、先生方から具体的
なアドバイスを頂いたり、何度も
練習したりしたお陰で、試験当日
はリラックスして面接を受けること
ができました。
これから進 学 や就 職をする人
は、楽しみな反面で不安も大きい
かと思います。しかし、自分の目
標に向かって沢山悩んで、目標を
達成してほしいなと思います。

8

自身を、
マインドを磨く、
部活動
少数精鋭の部活動は、新たな自分の可能性を発見するチャンスです。
また小規模校ながら文化系のクラブも多彩で、生徒はいきいきと部活動に励んでいます。

音楽部

バンド演奏を中心に、地域のお祭りや学校行事などで発
表する場があり、地域の方々のご指導やご支援のもと活動
しています。

サッカー部 （男子）

吉高サッカー部は素晴らしいサッカーファミリーと共に、
「将
来、日本のサッカー文化に携わることのできる footballer」
を目指して日々活動しています。

部員が高い意識を持ち、高いレベルを求め活気ある練習を
行っています。地域とのつながりを密にし、応援していただ
けるようなチームを目指して頑張っていきます。

私たちの目標は、中国大会出場です。これからも地域の
方によい報告ができるように精一杯頑張りたいと思いま
す。応援よろしくお願いします。

陸上競技部 ( 男子・女子 )

「０．
１秒でも速く走る」
「１ｃｍでも多く跳ぶ」・・・
こんなシンプルでいて、とても難しい目標を乗り越えよう
と、生活の中の１つ１つの取り組みを大切にしながら、日々
努力を重ねて活動しています。

バレーボール部 ( 男子 )

〝県ベスト８〟 を目標に、基礎・基本を大切にして一生懸
命頑張っていきます。
「感謝」と「勝利」をキーワードに
恩返しできるように精一杯取り組んでいます。
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絵画や粘土、針金などの立体作品など色々な作品に取
り組んでいます。とても楽しく活動しており、各自が納得
のいく作品を制作するため頑張っています。

ソフトテニス部 ( 男子・女子 )

茶道部

学校でのお点前のお稽古だけでなく、茶畑の見学やお茶づ
くり体験など、幅広く活動しています。楽しく、気軽に日
本の伝統文化を学ぶことができます。

バレーボール部 ( 女子 )

美術部

華道部

毎回楽しくお花を生けています。生けた後は、自宅や学校
に飾ります。水切りなどの専門的な技術や、お花の形を活
かした活け方を学びながら、センスを磨いています。

写真部

「撮りたいときに、撮りたいだけ撮る」を方針に掲げ、活
動しています。初心者が多い中、コンクールや高校写真
展においては入賞もあり日々成長を続けています。

文芸部

俳句や詩、小説など自分で好きな作品を創作します。週
に２，３回、図書室に集まって各自創作活動を行い、そ
の時に情報交換や作品の鑑賞もします。作品は自分の好
きな時に家でも作ることができるので、自分のスタイル
に合わせた活動ができます。

地域クラブ （リーダー・環境チーム）
吉高生は全員が地域クラブ員です。その中のリーダーを中
心に、地域のイベントでのボランティア活動や、ライスバー
ガーの制作・販売を行っています。環境問題に特化した環
境チームも創設され、活動の幅を広げています。今後も多
くの出会いや経験を通して、地域活性化に貢献していきま
す。
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合言葉は、吉高に「よし！行こう」
新入生からのメッセージ
河内 花穏

［吉賀町出身・六日市中］

野村 あずさ

［吉賀町出身・吉賀中］

吉賀高校を選ん
だのは、小さな学校
だからこそ、学業に
集中できたり、より
地域と深く関われた
りするからです。校
外で環境やアントレ
の学習ができること
や、授業で分からな
いところを先生に聞
きやすいところなど、
吉賀高校の良いとこ
ろは沢山あります。
入学して約３週間が
経ち、中学生の時と
比べ一日の疲れは倍増ですが、その分充実感や達成感があり
ます。そして、クラスでは町外の色々な所から来た友だちと一
緒に過ごしています。今では色々な友だちと沢山話せてすごく
楽しいです。これからも、自分で決めた道を全うできるように
努力していきたいと思います。

私が吉賀高校を選
んだ理由は、自分の
夢に必要な力を吉賀
高校ならではの活動
で身につけることが
出来ると思ったからで
す。地域活動が盛ん
な吉賀高校では、地
域のためになる活 動
に積極的に参加する
ことができ、 地 域で
活動することによって
様々なことを学んだ
り、たくさんの能力を
身につけたりすること
ができると思います。また、私が吉賀高校で頑張りたいことは
勉強です。自分の夢を叶えるために必要な学力を身につけたい
です。そして、人前で発表することが苦手なので、高校で克服
したいです。人数が少ないからこそ１人１人が活躍できる吉賀
高校で、様々な活動に自分から積極的に挑戦していきたいです。

前田 大成

仲野 咲弥

［福岡県出身・北三瓶中］

清流日本一の高津川の源流の町・吉
賀町にある吉賀高校は、開校以来 73 年
の伝統を築き、およそ 4500 名の卒業生
を社会に送り出してきました。吉賀町内
の 3 中学校（柿木・吉賀・六日市中学校）
と連携型の中高一貫教育を行っているこ
と、そして県外からの生徒募集を積極的
に行っていることが本校の大きな特徴で
す。今春は、33 名の新入生（そのうち
県外生８名）を迎えました。２年生 38 名、
３年生 32 名と合わせて 103 名（そのう
ち県外生 23 名）
の生徒で今年度をスター
トしています。
吉賀高校は、１学年１クラスの小さな
学校ですが、
「小さな学校で 大きな夢
を！」を合言葉に、小さな学校だからで
きること（生徒一人ひとりに役割があり、生徒一人ひとりにスポット
ライトが当たる教育）を大切にして、一人ひとりの夢が実現できる
ように、教育活動に取り組んでいます。

正門左にあり「東京スカイツリー」
のデザインを手掛け、令和２年に文化
勲章を受章された吉賀町名誉町民澄
川喜一氏により、吉高創立 50 周年記
念として制作されました。校章のモチー
フである若鮎を力強くシャープに表現
しています。

美しい自然と温かい人に囲まれた、小さ
な学校の元気いっぱいの生徒たち。生徒た
ちと一緒になって地域のことを考え、ふるさ
と吉賀町を心に抱き、大きく育っていくよう
お手伝いをします。

サクラマスコーディネーター
岩下静華
島根県内外から集まり、吉賀町で出会っ
た吉賀高校生徒のみなさんと過ごす時間
は、私にとってもおもしろく、楽しい時間で
す。みなさんの高校３年間が充実した時間
になるように、地域社会と学校を結びなが
ら、そして、一緒に楽しみながら生徒のみ
なさんの活動をサポートしていきます。

昭和 23 年 島根県立益田農林高等学校七日市分校および柿木分校
として設置認可（定時制課程）七日市村役場の 1 部を
仮校舎として開校。
昭和 38 年 島根県立益田産業高等学校より分離独立し、島根県立
吉賀高等学校および同校柿木分校として設置
校歌制定・作詞は当時松江南高等学校長の木島俊太郎
先生、作曲は島根大学の森山俊雄教授
若鮎をデザインした校章制定
昭和 47 年		校訓碑建立、学校庭園完成
昭和 48 年		寄宿舎竣工 「盛岳寮」と命名

平成 13 年

創立 50 周年モニュメント設置

		

中高一貫教育（連携型）本格導入（対吉賀中学校）

平成 15 年
		

海外研修旅行（シンガポール）決定
平成 13 年

屋内運動場竣工

中高一貫教育（連携型）本格導入
（対蔵木中学校・六日市中学校）

平成 18 年

中高一貫教育（連携型）本格導入（対柿木中学校）

平成 23 年

サクラマスプロジェクト開始

平成 24 年

1 年生東京研修開始

平成 27 年

キャリア教育成果発表会開始

平成 28 年

全国高校生自然環境サミット in 吉賀

平成 2 年		校舎竣工式、創立 40 周年記念式典挙行、バラ園造成
平成 9 年		制服改定（本年入学生より学年進行）
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小林三高

モニュメント「翔」

［千葉県出身・富里中］

私はこの春、千葉
県から吉賀高校に入
学しました。 吉賀高
校を選 んだ 理 由は、
楽しそうだったのと沢
山の経 験をしたいと
思ったからです。入学
してまだ少ししか経っ
ていませんが、少人数
ということもあり、も
うみんなと仲良くなれ
ました。今年は１年生
も２クラスに分かれて
いて、違うクラスの子
と話せるか不安でし
たが、授業が合同であったりするのですぐに友だちになれまし
た。また、初めは授業についていけるか不安でしたが、先生方
は生徒１人１人の質問にしっかり答えてくれるので分かりやすい
です。寮での生活にも慣れ、毎日の学校生活を楽しく過ごして
います。これからも充実した日々に出来るように頑張りたいです。

校長

吉賀町からの支援も絶大で、町外・県外から
の入学生の寄宿舎となる町営の「サクラマス交
流センター」が設置されており、全室個室（バス
・
トイレ付き）
、そして地元の有機食材をふんだん
に使った食事という恵まれた環境の中で、町外・
県外からの生徒も落ち着いた生活を送ることが
できています。また学校とセンターに近接して公
設塾『よしか塾 NEXT』があり、１～３年生の
希望者全員が、高校の授業進度や各種テストと
も連携して指導を受けることができます。その
他にもバス通学補助や部活動遠征のための振
興会バスなど、吉賀町から多大な支援をいただ
いています。吉賀高校は、
「小さな学校」では
ありますが、吉賀町と一体となることで、大き
な学校と遜色のない教育環境となっています。
吉賀高校は
「小さな学校」での経験を通じて、
すべての生徒が「大きな夢」を見つけ・育て・実現することができ
る学校を目指しています。

サクラマスコーディネーター
坂田紀之

学校沿革

吉 賀 高 校 で は、
優しい 先 生 方、 先
輩、同級 生が 話し
かけてくれます。僕
は県外出身なので、
顔見知りの人はおら
ず、 とても 心 細 い
状態で入学しました
が、たくさんの人が
話しかけてくれたお
かげで 緊 張がほぐ
れ、多くの人と仲良
くなることができまし
た。そして今は毎日
が楽しく、充実した
高校生活を送っています。僕は３年間の高校生活で文武両道
を目指しています。授業は少人数のため、分からないところが
あったら先生に聞きに行きやすい環境にあり、先生方もとても
丁寧に指導して下さるため、より理解を深めることが出来ます。
部活動は陸上競技部に入り、自己記録の更新を目指して、日々
練習に励んでいます。
他にも吉賀高校ならではの良いところはたくさんあります。ぜひ
オープンスクールで体感してみてください。

小さな学校で 大きな夢を！

開催

全日本ユース（U-18）フットサル大 会出場

ビーチバレージャパン女子ジュニア選手権大会出場
平成 29 年

サクラマス交流センター竣工

		

公設塾「よしか塾 NEXT」開設
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吉賀町の力強い支援
吉賀町が運営する、町外・県外生のための宿泊施設です。

吉賀高校は地域の学校として吉賀町や多くの組織から力強い
バックアップを受けています。また、寮機能を重点とした「サクラ
マス交流センター」や、
吉高生の進路実現の支援のための公設塾
「よ
しか塾 NEXT」を開設。
中山間地の魅力ある高校のために、住環境や学習支援をさらに
充実させています。

交流室

全室個室 （16 室× 2）

交流室は、食堂も兼ねています。学習時間には、交流室で学習
することもできます。

全ての部屋が個室で、バス・トイレ付きです。
ロフト形式のベッドがあり、学習机、椅子、クロー
ゼットも備え付けです。

費用
吉高支援室

キャリア教育・地域クラブへの協力

吉賀町役場総務課内に吉高支援室が設置されています。
高校と連携して、物心両面で吉賀高校の教育活動を支えます。

吉賀高校のキャリア教育や地域クラブの活動は、吉賀町の町
民の皆さんの協力によって成り立っています。

公設塾 「よしか塾 NEXT」

サクラマス コーディネーター

吉賀高校と一体となって、吉高生の進路実現を支援します。

吉賀高校のコーディネーターは、町の職員です。

バス通学補助

吉賀町の子育て支援

路線バスを利用して通学している吉高生の希望者に回数券を
補助しています。バス通学の費用はかかりません。

吉賀町では、高校への支援の他に、平成 27 年度から給食費・
保育料が完全無償化されました。そして吉賀町の住民であれ
ば、医療費も高校卒業まで全額助成されます。

「吉高線」の運行
部活が終了する時間帯に路線バスの運行がないために、吉賀
町の働きかけで吉高線が運行されています。
◎１９：２０吉高前発
（冬季は１９：００発）
◎六日市方面と柿木方面の２路線

舎費 月額￥33,000 + 水道・光熱費
食事 1 日 3 食（昼食は弁当）
※くわしくは吉賀高校ホームページにて

人工芝サッカーグラウンド「よしかみらい」
サッカー部は日頃の部活動で、町営のサッカーグラウンドを
使用させていただいています。

１階

・基本的にできるだけ自宅近くまで送り届けます。

吉賀高校振興会・振興会バス
部活動の遠征等では、振興会バスを利用することができます。
バス運行経費、補修費、運転手の賃金、宿泊費等は、ほとん
ど振興会を通して町が負担します。この他、進路指導や生徒
活動も振興会が支援しています。

2階

東京研修補助
３泊４日の東京研修のために、町からたくさんの補助をいた
だいています。
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島根県立

吉賀高等学校

〒 699-5522 島根県鹿足郡吉賀町七日市 937 番地
TEL.0856-78-0029 FAX.0856-78-0742
E-mail yoshikakoko@pref.shimane.lg.jp
ホームページ

至 R9
日原
益田

http://yoshika.ed.jp

萩・石見空港

山陰本線

益田
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新岩国
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広島
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広島

シンボルツリー「めたせこいあ」
昭和 29 年に本校柔剣道場横に植樹され、分
校時代や吉賀高校として独立後の歴史を見てき
ました。まっすぐにまっすぐに成長する学校の
シンボルです。

