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■４年制大学
　北海道教育大学、山形大学、秋田県立大学、東北学院大学、東北福祉大学、ノースアジア大学、東北公益文科大学、
　新潟医療福祉大学、日本大学、拓殖大学、東京農業大学、昭和女子大学、相模女子大学、他

■短期大学
　日本赤十字秋田短期大学、秋田栄養短期大学、聖園学園短期大学、聖霊女子短期大学、
　新渡戸文化短期大学、実践女子大学短期大学部、大妻女子短期大学、山形工科短期大学校、他

■専門学校 等
　秋田しらかみ看護学院、由利本荘看護学校、昭和大学医学部付属看護専門学校、亀田医療技術専門学校、
　仙台リハビリテーション専門学校、秋田県歯科医療専門学校、仙台子ども専門学校、秋田県立秋田技術専門校、
　秋田情報ビジネス専門学校、東京自動車大学校、窪田理容美容専門学校、専門学校日本ホテルスクール、他
　　
■県内就職
　ＴＤＫ、ＴＤＡ秋田、丸大機工、秋田マシナリー、小林工業、ダイワ工業、廣瀬産業、
　秋田オイルシール、ファイブフォックス、イオンスーパーセンター、本荘久寿会、
　池田ライフサポート＆システム、秋田しんせい農業協同組合、プレステージインターナショナル、他

■県外就職
　赤羽歯科、山崎製パン、日野自動車、オオゼキ、ENEOSウィング東北、日本駐車場開発、緑水亭、
　トリドールホールディング、美容室アップルズ、スパリゾートハワイアンズ、セノン、他
　(公務員)にかほ市消防、一般曹候補生、自衛官候補生

　進 路 実 績  　　                                                                                                                           　                過去３年間の卒業生の主な進路を記載しています。

夢の実現のためには勉強が大事

　所属しているバスケットボール部では、 走り込
みやシュート練習など､一つひとつを大切にし、
１回戦突破を目標に頑張っています。 そして
日々の生活では､部活とともに勉強にも力を入
れています。 授業中ただ聞いているだけではな
く、 進んで発表するなどして､その時間をより有意
義に過ごすために積極的に取り組んでいます。

　卒業後すぐに就職を希望する生徒や専門学校への進学
を希望する生徒が選択します。実技科目を中心とする授
業で企業が求める即戦力となる人材を育成します。

○丁寧な授業による基礎・基本の定着

○就職後にも役立つ文書処理検定や簿記検定、英語検定、
　漢字検定などの資格取得の推奨

○面接練習、小論文対策等の進路指導の充実と
　自分の考えや気持ちを正しく伝える表現力の伸長

○模擬就職試験や礼法指導、ビジネス手帳を用いた
　スケジュール管理などの徹底したキャリア教育

教養コース
２年生 保健 演習 ＨＲ 総学

３年生 ＨＲ 総学現代文

数学Ⅱ国語表現 生活と福祉

生活と福祉体育国語表現 現代社会 数学 地学

現代文 日本史／地理 生物 地学 簿記／情報

英語表現 簿記／情報Ｃ英語Ⅱ

Ｃ英語Ⅱ

芸術

体育

商業

周囲のライバルと切磋琢磨しながら

　私には将来､理学療法士になるという夢があ
ります。そのために定期考査では向上心を強く
持ち、評定値を上げることを意識して取り組んで
います。さらに英検や漢検など､学校で受験で
きる検定に積極的に挑戦しています。また行事
では、忍耐力が付き､友人との絆が深まる鳥海
登山などがあり、毎日楽しく過ごしています｡

周囲のライバルと切磋琢磨しながら

　私には将来､理学療法士になるという夢があ
ります。そのために定期考査では向上心を強く
持ち、評定値を上げることを意識して取り組んで
います。さらに英検や漢検など､学校で受験で
きる検定に積極的に挑戦しています。また行事
では、忍耐力が付き､友人との絆が深まる鳥海
登山などがあり、毎日楽しく過ごしています｡

　４年制大学等への進学を希望する生徒が選択します。

５教科を中心とした授業で大学受験を突破するために必

要な実力を養成します。

○大学受験に対応したカリキュラム

○語学や経済などの文系学部・学科への進学に対応

○理学や工学などの理系学部・学科への進学に対応

○看護・医療系の短大・専門学校への進学に対応

○補習・個別指導を中心とした、徹底した受験指導

○職業選択・学校選択のための豊富な情報提供

進学コース
体育 保健 ＨＲ 総学２年生

３年生 ＨＲ 総学

英語Ⅱ

英語Ⅲ 英語表現

数学B

体育

数学Ⅱ

現代社会日本史／地理・化学

現代文

現代文 古典 物理/生物/芸・英会話数学

古典 日本史／地理・化学 物理/地学 英語表現生物

　１年次は各クラスで共通の授業を受け、２年次から下記のコースを選択します。
カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。家庭１年生 保健 ＨＲ 総学情報体育 芸術 Ｃ英語Ⅰ国語総合 世界史 数学Ⅰ 数学A 英語表現化学

進学コ ス

１年次は各クラスで共通の授業を受け、２年次から下記のコースを選択します。
カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。家庭１年生 保健 ＨＲ 総学情報体育 芸術 Ｃ英語Ⅰ国語総合 世界史 数学Ⅰ 数学A 英語表現化学

　将来、地域社会に貢献できる人材を目指し、３年間様々な活動に取り組みます。また、数多くの進路ガイダンスを始めとするキャリア教育の充実により、

多種多様な進路希望の実現が可能です。さらに朝学習の時間での「学び直し」により、確かな基礎学力の定着をはかります。

　将来、地域社会に貢献できる人材を目指し、３年間様々な活動に取り組みます。また、数多くの進路ガイダンスを始めとするキャリア教育の充実により、

多種多様な進路希望の実現が可能です。さらに朝学習の時間での「学び直し」により、確かな基礎学力の定着をはかります。

普通科普通科普通科
への挑戦挑戦挑戦戦挑への挑戦のの挑のの挑戦への挑戦挑の挑戦へ



■４年制大学
　秋田県立大学、会津大学、東北公益文科大学、ノースアジア大学、他

■短期大学校 
　神奈川県立産業技術短期大学校

■専門学校 等 
　秋田情報ビジネス専門学校、盛岡情報ビジネス専門学校、東北電子専門学校、
　日本電子専門学校、専門学校デジタルアーツ仙台、専門学校東京デザイナー学院、他

■県内就職
　秋田ステージ［映像］、トラパンツ［CGデザイン］

■県外就職
　シーシーエス［DTP・企画］、トッパン建装プロダクツ［壁紙デザイン］、木元省美堂［DTP］、
　志陽堂［DTP］、こだま印刷［DTP］、東和プロセス［DTP］、ザ・チューブ［映像］、
　ネットチャート［ﾈｯﾄﾜｰｸ技術者］、アイエックス・ナレッジ［ｻｰﾊﾞ管理］、
　ＡＢＣシステム［ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ］、ＮＡＹＵＴＡ［ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ］、Alive Quest［ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ］、
　ノードコミュニケーション［ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ］、北斗ビジネスソフト［ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ］、
　ディースタンダード［ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ］、他

　進 路 実 績                                                                                                                      過去３年間の卒業生の進路のうち、専門性を生かしたものを記載しています。

専門の勉強を始めるのに早すぎることなどない

　僕は将来ゲームプログラマーになりたいので
すが、そのための勉強を少しでも早く始めたくて
Ｎｅｔシステムコースを選びました。授業では専
門用語が多く大変ですが、好きなことを勉強し
ているので楽しいと思えることの方が多く、 毎
日充実しています。所属するバドミントン部で
は全県優勝を目指して毎日練習しています。

　システムエンジニアやセキュリティー技術者、プログ
ラマーを目指す生徒が選択します。パソコンとネットワー
クの仕組みを学びます。

○シスコ･ネットワーキング･アカデミーを導入し、
　ＣＣＮＡの取得を目指した学習

○スマートフォンアプリの開発によるプログラミングの学習

○ＳＥ・セキュリティー技術者などの需要は多く、
　県外での就職は万全

○技術が身に付き、将来のＡターンでも有利

○会津大学､秋田県立大学等の情報系学部・学科への進学実績

Ｎｅｔシステムコース
日史/地理日史/地理２年生 保健 ＨＲ 総学

３年生 ＨＲ 総学

数学Ａ

体育数学Ｂ

物理

理科現代文 現代社会

現代文 日史/地理 体育 Ｃ英語Ⅱ

Ｃ英語Ⅱ

情報の表現と管理 情問題/数Ⅱ アルゴリズムとプログラム ネットワークシステム

課題研究 情報テクノロジー 情問題/数Ⅱ 情報システム実習

技術を活かし、自分に適した職業を選びたい

　ＣＧデザインコースの授業では、 「Illustrator」や
「Photoshop」を使って名刺やポスターを作ったり、
3DCG では 「ＭAYA」 を使って自由に創作したり
と、様々なソフトを使って学んでいます。プロ用
のソフトなので慣れるまでは苦労しますが、その
分使いこなせるようになればやりたいことが何で
も出来るようになるので、とても楽しいです。

技術を活かし、自分に適した職業を選びたい

　ＣＧデザインコースの授業では、 「Illustrator」や
「Photoshop」を使って名刺やポスターを作ったり、
3DCG では 「ＭAYA」 を使って自由に創作したり
と、様々なソフトを使って学んでいます。プロ用
のソフトなので慣れるまでは苦労しますが、その
分使いこなせるようになればやりたいことが何で
も出来るようになるので、とても楽しいです。

　デザイナーやクリエイターを目指す生徒が選択します。
ＣＧやパソコンによるデザインを学びます。

○映画やゲームなどで使用される Autodesk Maya による
　３ＤＣＧ(３次元コンピュータグラフィックス )　学習

○ポスター制作や映像編集を題材にしたデザイン学習

○画像処理や映像編集等､プロ使用のアプリケーションを
　用いての実習

○地域貢献活動と連動した実践的ものづくり活動

○ゲーム制作会社や出版･印刷等のクリエイティブ系
　企業のデザイナーとしての就職実績多数

ＣＧデザインコース
２年生 保健 ＨＲ 総学

３年生 ＨＲ 総学現代社会

数学Ａ

数学Ｂ

体育

体育

Ｃ英語Ⅱ

Ｃ英語Ⅱ

物理

理科現代文

現代文 日史/地理 情問題/数Ⅱ情報の表現と管理 情報デザイン 表現メディアの編集と表現

情問題/数Ⅱ課題研究 情報テクノロジー 情報コンテンツ実習

　１年次は全員共通の基礎となる授業を受け、２年次から下記のコースを選択し、より専門的な内容を学習します。
カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。国語総合１年生 保健 ＨＲ 総学世界史 数学Ⅰ 物理 家庭 データベース情報産業と社会 情報の表現と管理体育 芸術 Ｃ英語Ⅰ

ＣＧデザインコース
２年生 保健 ＨＲ 総学数学Ａ 体育 Ｃ英語Ⅱ物理現代文 日史/地理 情問題/数Ⅱ情報の表現と管理 情報デザイン 表現メディアの編集と表現

　１年次は全員共通の基礎となる授業を受け、２年次から下記のコースを選択し、より専門的な内容を学習します。
カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。カリキュラムは平成２９年度入学生のものです。国語総合１年生 保健 ＨＲ 総学世界史 数学Ⅰ 物理 家庭 データベース情報産業と社会 情報の表現と管理体育 芸術 Ｃ英語Ⅰ

　情報メディア科は専門教科「情報」を扱う学科で､全国でも設置している高校は２０校しかありません。プロのデザイナーやプログラマー、ネットワーク

技術者を養成するため、高度で専門的な内容を学習します。ＩＴ産業の現場で活躍できる知識と技術を身に付け、専門性を活かした進路希望を実現します。

　情報メディア科は専門教科「情報」を扱う学科で､全国でも設置している高校は２０校しかありません。プロのデザイナーやプログラマー、ネットワーク

技術者を養成するため、高度で専門的な内容を学習します。ＩＴ産業の現場で活躍できる知識と技術を身に付け、専門性を活かした進路希望を実現します。

情報メディア科情報メディア科情報メディア科
将来は、 自分で決めるは、 分で来来来 分分将 、 自将 自、、、来は来来来はは 自分で決めるるは、 自分で決めるは、 自分で決める分分 めめ決め決め来は 自分で決来は 自分で決める決将 は 自分で決めめめめ自 るる決 る決分自来は 自分で決め来将来は 自分将来は 自分分で決分で決将来は 自分で決め将 決め将来来来はは、、、 自自分で決めるる



バスケットボール部

　私たちバスケットボール部は技術の向上はもちろ
ん、挨拶や上下関係など、人としての成長も常に意識
し活動しています。一人一人が自分の目標をもち、試
合ではチーム一丸となり勝利を目指しています。日々
の練習を積み重ねて心身ともに自分を鍛えられるバス
ケットボール部で、充実した学校生活を送りましょう。

３年　櫻井岳瑠（仁賀保中出身）

陸上競技部

　私たち陸上部は、他の学校と比べて少ない人数で
すが、一人一人が強い意志を持ち、日々の練習に励
んでいます。この部活では、大会で自己記録を更新
することを目標に、上位大会を目指して厳しい練習
を仲間とともに頑張っています。力をつけ、強くなっ
た自分で闘ってみませんか。

３年　吉尾彩　( 出羽中出身 )

美術部

　我々美術部は日々、感性を磨き展覧会のために作
品を制作することが主な活動です。美術作品には、
大きく絵画部門とデザイン部門、立体部門があます。
美術を簡単に言葉で表せないのと同じく、人によっ
ていろんな作品表現があります。私たちと一緒にそ
の中でも最高の作品を作ってみませんか。

２年　加藤大季　( 象潟中出身 )

ソフトボール部

　ソフトボールの技術を身に付けることと、人間とし
て成長することは同じです。技術の基本はキャッチボー
ルですが、もっと大事なものは “心” のキャッチボール
です。ソフトボール部では、心のキャッチボールによっ
てそれぞれが成長し、そして成長した一人ひとりが集
まり、大きなパワーにしていくことを一番の目標にし
ています。　　　　　３年　斎藤紀華　(象潟中出身)

ＢＶ会

　私たちは、地域貢献活動、被災地支援活動、防災・
減災活動の３つの活動を柱に、幅広い活動を自発
的に行っています。地域や被災地で出会ったたく
さんの方々から学んだことを、自分の進路や成長
に繋げるとともに、社会貢献の実現を目指してい
ます。

３年　須藤咲　( 象潟中出身 )

吹奏楽部

　私たちは” 礼節・忍耐・和” の部訓のもと、音楽を通
して地域の活性化に貢献できるよう毎日練習をしてい
ます。つらいことがあっても投げ出さず、そして１人
１人が音楽を楽しむ心を忘れずに、日々成長できるよ
う頑張っています。ぜひ私たちと一緒に音楽をしてみ
ませんか。　　　　　３年　池田彩　( 本荘南中出身 )

野球部

　野球部は３年生９人、２年生９人、１年生４人、マ
ネージャー１人の計２３人で毎日の練習を頑張ってい
ます。春季中央地区大会では負けてしまいましたが、
その負けから自分たちの欠点を見つけました。残り少
ない練習時間で欠点を克服し、夏の甲子園予選に向け
て頑張ります。　  　　 ３年　三浦塁　（象潟中出身）

茶華道部

　茶華道部は、おもてなしの心を大切に、楽しくお
茶やお花のお稽古をしています。『和敬清寂』の精神
の下、講師の先生が丁寧に教えて下さいますので、
美しい心と作法を身につけることができます。私た
ちと一緒にお茶やお花でお客様をおもてなししま
しょう。

３年　佐藤璃音　( 本荘南中出身 )

山岳部

　登山をしたり、クライミングをしたりなど、全身
を動かして鍛えることができます。登山というとか
なりハードなイメージですが、運動経験の少ない人
でも十分に楽しめる部活動です。仁賀保高校に入っ
たら、ぜひ山岳部に入りましょう。
　　　　　　　　　３年　西村玲　( 仁賀保中出身 )

吹奏楽部野球部 山岳部

　仁賀保高校において、健康な心身を育成するための重要な要素として位置付けられている部活動。主体性や礼儀､そして忍耐力などを身に付け､自立した
人間になるための成長をはかります。苦しい練習や大きな舞台を経験し､最後までやり遂げることができれば、人生における大きな自信となります。
【運動部】　野球部　ソフトボール部　山岳部　柔道部　陸上競技部　バスケットボール部　サッカー部　バドミントン部
【文化部】　吹奏楽部 　美術部　写真部　茶華道部　パソコン部　文芸部　ＮＣＣ同好会　Benkyo & Volunteer 同好会（ＢＶ会）

　仁賀保高校において、健康な心身を育成するための重要な要素として位置付けられている部活動。主体性や礼儀､そして忍耐力などを身に付け､自立した
人間になるための成長をはかります。苦しい練習や大きな舞台を経験し､最後までやり遂げることができれば、人生における大きな自信となります。
【運動部】　野球部　ソフトボール部　山岳部　柔道部　陸上競技部　バスケットボール部　サッカー部　バドミントン部
【文化部】　吹奏楽部 　美術部　写真部　茶華道部　パソコン部　文芸部　ＮＣＣ同好会　Benkyo & Volunteer 同好会（ＢＶ会）

普部活動部活動部活動
る　自分への挑戦　青春の証の の分への挑分 挑挑挑挑戦　青春の証挑挑挑戦戦戦　青青 の証自分への挑戦　青春自自 　 春春戦 証証戦戦戦挑自分への挑戦 青春る 証るる 分分へへへの挑戦 青春のののの のの挑戦 青春のの挑挑 のの挑戦 青春のの挑戦 青春ののの の春挑挑自分への挑戦戦戦戦へへ 挑 春春春春春春分 青青自分への挑戦 青春の証分分分分 証戦挑るる　自自分分分 ののの挑挑挑戦戦戦　青青青春春の証分へへ



バス８分　自転車２０分

JR象潟駅より

JR金浦駅より

バス５分　自転車１５分

鳥海山

〒018-0148   秋田県にかほ市象潟町字下浜山３－３
ＴＥＬ　０１８４－４３－４７９１  
ＦＡＸ　０１８４－４３－４７９２
ＵＲＬ　http://www.nikaho-h.ed. jp   
ＭＡＩＬ　chokai@nikaho-h.ed. jp

仁高祭

　恒例となった「クラス対抗ダンス選手権」、「クラ
ス対抗アートコンクール」、教室が異空間に変わる「ク
ラスデコ」など、仁賀保高校の祭は一見の価値あ
り！！　皆様のご来校をお待ちしております。

球技大会

　サッカー、バスケットボール、バレーボール、バ
ドミントン、卓球にソフトボールと、様々な競技で
校内中が盛り上がります。各クラスとも総合優勝を
目指し、壮絶な戦いを繰り広げます。

全校鳥海登山

　毎年、全校生徒が頂上を目指す全校鳥海登山は､そ
の規模において全国でも仁賀保高校だけという、と
ても珍しい行事です。下山時には山道のクリーンアッ
プも行い､初夏の鳥海山をさらに美しくしています。

仁高祭球技大会全校鳥海登山

学校行事学校行事
充実 ・ 熱中 ・ 満足　仲間と取り組む　輝く思い出充充実 ・ 熱中 ・ 満足　仲間と取りりりり組組む　輝く思思思思い出出出出充充実実 ・・ 熱熱中中 ・ 満満足足　仲仲間間とと取取りりりりり組組むむ　輝輝くくくく思思思思思いいいい出出出出

　アンケートによると､毎回９５％以上の生徒が満足できたと答える学校行事。友人同士で協力し､自分たちの力で楽しいものを作り上げていきます。

平成２９年度　学校案内

秋田県立仁賀保高等学校
表紙ＣＧ作成　３年　鈴木萌子（仁賀保中出身）


