


Nothing is Impossible!

  ４月 入学式
 自立と共同を学ぶ宿泊体験（１年）

  ５月 生徒総会
 

  ６月 若高祭
 

  ７月 クラスマッチ
 夢授業

  ８月 中学生体験入学①
 

  ９月 体育大会

10月 中学生体験入学②
 インターンシップ

11月 生徒会役員選挙
 創立記念式典

12月 Christmas English Party

  1 月 修学旅行

  2 月 表彰式（３年）

  3 月 卒業証書授与式
 クラスマッチ

School LifeSchool Life

若松高校はこんなところ♪

若高への通学は意外と便利♪
◎芦屋・高須方面からは直通バスあり！

◎若松駅からは市営バスに乗って10分以内♪
　駅から歩いて通学する生徒も多数！

◎戸畑からも乗り換えなしの直通バスあり！

１　就職と進学の両方に幅広く対応できる充実した校内体制
　　 進学希望 生徒…「徹底した個別指導」

２　給付型（返済不要）奨学制度
同窓生からの支援…田坂育英基金の奨学生　礫陵育英奨学金の会の奨学生

３　部活動に最適な充実した環境
九州大会・県大会に出場（柔道部 剣道部 バスケットボール部）e-スポーツ部活動開始！
地元の奉仕活動に積極的に参加　　＊１年生の部活動加入率は90％以上

４　落ち着いた学校生活と充実した教育環境
特別教室棟（新校舎）完成　芸術棟リニューアル　食堂リニューアル
PTA・同窓会・地域の支援　充実した教育相談体制（生徒・保護者の相談に適切に対応）
県から特別支援教育支援員・スクールカウンセラー・キャリアコーディネーターを配置

入学時の学力より著しく学力向上“難易度の高い大学に合格”
　国公立大学　７名合格!（昨年度）

個別プログラム、きめ細やかに時間をかけ指導を実施（早朝、放課後）
少数精鋭のため、国公立含めた希望大学に推薦で多く受験

　　 就職希望 生徒…「他校よりも丁寧、早期からの指導」

入学時点で成績下位の生徒も優良企業へ毎年多数合格
公務員試験にも対応　山口県警１名　下関市消防１名（昨年度）

外部講師を招いた特別面接指導を展開
一部上場企業も含め質の高い企業の開拓

〜あなたの夢  サポートします〜Nothing is Impossible! 〜あなたの夢  サポートします〜

九工大　２名
北九大　４名
水産大　１名

就職率は“毎年100％”を継続
第１志望の上場企業に就職

教師の高い資質・指導力を持って、情熱のある教育活動を継続中!!

戸畑区から通学している生徒の推移

学校HPより

学校生活の動画
を

見ることができ
ます
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部活動



●学習指導 生徒の多様な進路に合わせたコース編成

●令和２年度主な進路状況

高大教育連携が充実しています！　九州国際大学の教授による年９回の特別講座や生徒の大学講義への参加等が行われます。

習熟度に応じた授業編成
●進路に応じた授業
●少人数できめ細やかな授業

多様な進路希望に応じたキャリア教育
●インターンシップ●大学訪問
●就職面接指導●キャリア教育講演会
●卒業生との就職座談会
●高大連携によるコミュニケーション能力育成講座

１年次 ２年次 ３年次
特進クラス 理系特進クラス

理系大学・医療進学コース

文系大学進学コース

私立大学進学コース

専門学校進学コース

就職・公務員コース

文系特進クラス

理系普通クラス
文系普通クラス

普通クラス

普通クラス

普通クラス

国公立大学
九州工業大学
北九州市立大学
水産大学校

私立大学
九州産業大学
福岡工業大学
中村学園大学
近畿大学
九州栄養福祉大学
西南女学院大学
九州女子大学
九州共立大学
九州国際大学
西日本工業大学
久留米大学
筑紫女学園大学
東亜大学
梅光学院大学
至誠館大学
別府大学
清和大学

短期大学
九州女子短期大学
東筑紫短期大学
西南女学院大学短期大学部
福岡工業大学短期大学部

看護・医療系専門学校
健和看護学院
西日本看護専門学校
福岡水巻看護助産学校
遠賀中央看護助産学校
八幡医師会看護専門学院
小倉リハビリテーション学院
九州医療スポーツ専門学校

専門学校
麻生公務員専門学校北九州校
麻生情報ビジネス専門学校北九州校
大原自動車工科大学校
大原簿記公務員専門学校小倉校
北九州高等理容美容学校
KCS北九州情報専門学校
専門学校　九州テクノカレッジ
ESPエンタテイメント福岡
お茶の水医療福祉専門学校
コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ

福岡美容専門学校北九州校
九州観光専門学校
専門学校　福岡ビジョナリーアーツ
福岡ベルエポック美容専門学校
小竹高等技術専門校

就　　職
九州旅客鉄道（株）
日本郵便（株）九州支社
日本通運（株）福岡支店
名鉄観光バス（株）
日産自動車九州（株）
日本製鉄（株）東日本製鉄所　君津地区
日揮触媒化成（株）北九州事務所
（株）三井ハイテック
山九（株）八幡支店
山九（株）黒崎事務所（プラント事業部）
日鉄電磁（株）
日鉄高炉セメント（株）
日鉄物流八幡（株）
（株）高田工業所
吉川工業（株）
（株）植田製作所
（株）信和鋼板
大阪シーリング印刷（株）

OSPアドバンス（株）
山﨑製パン（株）
（株）イオン九州
（株）ザザホラヤ
不二貿易（株）
（株）ジーンズ・カジュアル　ダン
ワタキューセイモア（株）
オーエーセンター（株）
社会医療法人財団　地友会　福岡新水巻病院
一般社団法人　ルートプラス
クリーンサービス雅
（株）木山組
吾大興産（株）

公  務  員
警察
消防



  ●若高は頑張る生徒を応援します

●若高独自の奨学金制度
本校には、志を高く持ち、勉強や部活動に一生懸命頑張る生徒に対し、卒業生や
同窓会から年額12万円を給付する独自の奨学金制度があります。

　・ 財団法人「田坂育英基金」奨学金
　　　　　　　　　 ………………………………… 15名
　・ 「礫陵育英奨学金の会」奨学金
　　　　　　　　　 ………………………………… 15名

※この奨学金は返還する必要はありません。（令和3年度実績）　　　

●生徒顕彰制度
本校では、学校生活、部活動、地域活動などで頑張っている全校生徒を対象に顕
彰を行います。特に３年次は、３年間を通じての努力に対して礫陵賞、貢献賞、
皆勤賞などの賞を多くの生徒に贈呈しています。

●地域と共に歩んでいます
若松高校は「地域が応援したくなる学校」を目指し頑張っています。若松区内の
有志を中心に若高応援団「若松高校を愛する会」が設立され、地域と共に歩む高
校として前進しています。

九州工業大学
工学部５類
柏原　莉久
向洋中学校　　
バスケットボール部

九州工業大学
工学部５類
柴尾　仁
向洋中学校　　
生徒会副会長

北九州市立大学
経済学部　経済学科
田渕　陸
飛幡中学校　　
テニス部

北九州市立大学
経済学部　経営情報学科
下田　裕斗
本城中学校

北九州市立大学
経済学部　経営情報学科
田中さくら
中原中学校　　
生徒会会計

北九州市立大学
国際環境工学部　
エネルギー循環化学科
永松　颯太
若松中学校　　
テニス部

水産大学校
海洋機械工学科
今﨑　志
洞北中学校

山口県　警察
三好　史朗
浅川中学校　　
野球部

下関市　消防
片岸　雅憲
本城中学校
バスケットボール部

九州旅客鉄道株式会社
山口　聖
洞北中学校　　
バレーボール部

日本郵便株式会社九州支社
井地　愛海
二島中学校　　
野球部マネージャー

日本郵便株式会社九州支社
楠　葵衣
向洋中学校

●合 格 者 （令和２年度）



若松高校

495号線 若松高校前
電源開発

福岡銀行

二島郵便局

若松中央小

199号線

本城駅 若松駅

市民会館前 若戸大橋

折尾駅 黒崎駅 八幡駅

若松渡場戸畑渡場

枝光駅

戸
畑
駅

福岡県立若松高等学校
〒808-0015 北九州市若松区上原町 15－13
TEL（093）751-1911　FAX（093）751-5596
URL http://wakamatu.fku.ed.jp

交通アクセス
【JR】「若松駅」まで
●折尾駅から20分　
●中間駅から30分
※若松駅から徒歩で約25分

【市営バス】「若松高校前」まで
水巻・芦屋方面からは毎朝、直行バスが運行されています。

●水巻方面から約60分（高須経由）　
●芦屋方面から約50分（青葉台経由）
●戸畑駅から25分（若戸大橋経由）
●若松駅前から10分
※「若松高校前」のバス停（バス停は校門の目の前）

来年は

創立110周年


