
1

DOMINIKO

学校法人　宮崎カリタス学院

都城聖ドミニコ学園高等学校

令和２年度 学 校 案 内



建学の精神

常に真理を求め

真の愛に成長する

自分は何のために生まれてきたのか

何のために生きているのか

そんな疑問を抱いたことはありませんか

　人は何かのために生まれて、何かを成すために

生きていきます。わたしたちには誰にも、生まれ

ながらに備わっているタレント（才能や能力）が

あるのです。そのタレントに気づき、最大限伸ば

していく、それが都城聖ドミニコ学園高等学校です。

　人は社会の中で自分のタレントを発揮して働き

ます。働くということはどんな仕事であれ、他者

のために力を尽くし、誰かの役に立つことです。

それはやがて自分の生きる喜びとなっていきます。

他者のために働くことは、他者も自分も幸福にす

ることへと繋がるのです。

　そのような力をつけるためには、自分のタレン

トに気づき、タレントを磨くことが必要です。都

城聖ドミニコ学園高等学校は、三年間の様々な活

動を通してそれぞれのタレントを精一杯伸ばし、

自己の使命を果たしながら、個性豊かに未来を切

り拓いていくしなやかな女性を育んでいきます。

DOMINICO
HIGHSCHOOL
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こころ 知　力 女子教育と を育む

「女子校」だからこそ実践できるDominico 教育理念

　今どき女子校？　いや、今だからこそ女子校なのです。

　戦後、女子に教育の機会を与える場として女子校が次々と設立されました。しかし、「男女平等」のもと行

われた女子教育は、特に男女の違いを意識することのなかった教育だったのではないでしょうか。

　男女は同権ですが、同質ではありません。効果的な学習方法には性差があるのです。

　男女別学だからできることがあります。Dominicoは、女子の特質を生かした教育方法によって、女子のもっ

ている能力を伸ばしていきます。また、女子だけの生活は異性の目を気にせず、のびのびとたくさんのこと

に挑戦することができます。

　Dominicoは、女子だけの環境で「こころ」と「知力」を育んでいきます。こころを磨き、学力を伸ばして

生きて使える知恵とする知力、それは、命を育む人間教育です。女性がもつ特質や感性を磨き、国際社会の

中で輝いて生きていくDominicoならではの女子教育を実践します。

１年「友愛」のつどい
　共に過ごしていく仲間との絆を結びます。

２年「めざめ」のつどい
　自己の使命に気づき、志を立てます。

３年「こころ」のつどい
　卒業の感謝と未来への決意を新たにし
ます。

相手への心づかいである礼儀やマナーを
かたちにします。

　立ち居振る舞い・着物の着付けや所作・
茶道のお点前・サービス接遇の実践・テー
ブルマナーの校外実習

　各中学校への出前授業も行っています。

自然に親しみ、自然の恵みに感謝します。

　カリタス会 川南農場や校内での農業
体験と収穫した食材の調理・加工
　卒業時、感謝を伝えるフラワーアレン
ジメント（卒業生は保護者へ、在校生は
卒業生へ）やメイク講座、スーツ着こな
し講座

修養会

礼法教育

体験学習

木曜日の朝、Dominico の先生たちが、
自分の人生の経験等を放送で話します。

　人との出会い・出産と育児・恋・分岐
点等々、失敗も挫折もある、飾らない、
生徒への生き方のヒント

同じ敷地内の幼稚園、地域の方々とのふ
れあいを大切にします。

　ドミニコ幼稚園や地域の高齢者施設と
の交流学習、地域の支援学校との交流、
同窓会や地域の方々との食品づくり

他者のために働く喜びを知ります。

　災害時の復興支援活動
　インドやボリビアの乳児院等への毎月
の募金・街頭募金活動
　校内「ちょボラ」インフォメーションを通
して、いつでもだれでも実行できるボラン
ティア

木曜朝礼

交流学習

ボランティア

Dominico“こころ”の教育DOMINICO
HIGHSCHOOL
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「リベラルアーツ」とは、「自由になる手段」
という意味です。 点数だけを求める学力ではなく、
総合学力を養成するコースです。
　基礎学力、情報活用能力、課題発見力・解決力をつけるための幅広
い教養を 教科横断的に身に付け、自身の人生の選択の自由性を高め
ていきます。 
　主に、高い専門性とキャリアを求めて、文系・心理・看護・医療・経
済などの 国公立大学・難関私立大学を含む上級学校進学を目指します。

卒業生の声

　基礎科目から発展科目へ進化し、その様々な学びの
中で、 物事を多面的に捉えられる力を養い、挑戦し続
けることで、 自身の人生における正解のない問題にも
立ち向かえる総合力を養成していきます。 

進路別選択授業：	英語、数学、社会、理科、芸術	
国　際　交　流：	短期交換留学（フィリピン・オーストラリア）	
	 海外からの留学生との日常交流	
進　路　指　導：	個別適正化された進路設定	
	 一般入試だけでなく、あらゆる形態の受験対策の徹底・充実	
資格支援指導：実用英語技能検定準２級以上・日本漢字検定・情報関係検定
	 などその他各種資格取得支援（P.6	参照）	

習熟度別授業：数学Ⅰ・数学演習・C英語Ⅰ	
資格支援指導：実用英語技能検定・日本漢字検定・情報関係各種など	
　　　　　　　その他各種資格取得支援（P.6参照）	

　バランスをとったカリキュラム編成で、幅広い進路に 
対応すると同時に、上級学校進学のための基礎科目を 
履修します。 
　これから頑張ろうと考えている人、更なる向上を目指す人、 
どちらにも対応できる指導体制になっています。

月 火 水 木 金

１ 世界史A 数学演習 C英Ⅰ C英Ⅰ 地理A

２ 国語総合 体育 世界史A 生物基礎 音楽Ⅰ

３ 家庭基礎 地理A 国語総合 国語総合 科学人間

４ 生物基礎 情報 数学Ⅰ 礼法 数学Ⅰ

５ C英Ⅰ 科学人間 生物基礎 英語会話 C英Ⅰ

６ 音楽Ⅰ 家庭基礎 英語会話 体育 宗教

７ 数学Ⅰ 保健 国語総合 ＬＨＲ

1・2 年

3 年

リベラルアーツコース DOMINICO
HIGHSCHOOL

時間割例（平成31年度入学生１年） 

主な合格先（平成27年～30年）　※大学ごとに複数合格もあり　★印は指定校
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個別適正化 された学び

山口大学

原田琴美さん
（妻ケ丘中出身）

　サッカーを続けながら公務員にな
りたい、この夢実現のためにドミニ
コを選びました。入学後は、大卒後
からの公務員のほうがやりたい地域
貢献ができると思い、公務員合格実
績の高い大学の進学を目指し合格で
きました。文武両道、県制覇もでき
大満足の高校生活でした。	

宮崎県立看護大学

前原梨乃さん
（祝吉中出身）

　保育士志望で入学した私です
が、２年の後半から看護師を志す
ようになりました。３年からは先
生から個別に課題をいただき、毎
日、それをこなしていきました。
体育祭や文化祭にも仲間とおも
いっきり	青春できたことも楽し
い思い出になりました。	

霧島酒造

德重美咲さん
（高崎中出身）

　私は就職希望でしたが、幅広
い教養を身につけたいと思い、
あえてこのコースを選択しまし
た。部活動で厳しい練習に打ち
込みながら、学習や清掃活動、
挨拶も継続して行ったことで第
1希望の企業へ就職できたと思
います。

北九州市立大学

山口留奈さん
（西中出身）	

　３年生の２学期から1年間カナ
ダへ留学しました。留学先で世界
各地の高校生と生活を共にし、人
権問題等に興味をもち、進学先を
決めました。カナダから帰国し、
夏休み、2学期とマンツーマンの
指導、	友達の協力で目指す大学に
合格できました。	

中村学園大学短期大学部、★宮崎学園短期大学、第一幼児教育
短期大学、★精華女子短期大学、★福岡女学院大学短期大学部、
★福岡子ども短期大学、★香蘭女子短期大学、鹿児島女子短期大学、
★鹿児島純心女子短期大学、★南九州短期大学、★福岡工業大学
短期大学部、★佐賀女子短期大学、九州女子短期大学など

短
　
大

滋賀大学、山口大学、佐賀大学、北九州市立大学、長崎県立大学、宮崎公立大学、宮崎県立看護大学、★上智大学、
★南山大学、★清泉女子大学、★ノートルダム清心女子大学、関西外国語大学、★聖マリア学院大学、日本大学、
★相模女子大学、徳山大学、福岡大学、久留米大学、九州共立大学、純真学園大学、西九州大学、★西日本工
業大学、★南九州大学、九州看護福祉大学、★崇城大学、★福岡女学院大学、★宮崎国際大学、★熊本学園大学、
★九州保健福祉大学、神戸松蔭女子学院大学、★筑紫女学園大学、★関西国際大学、第一工業大学など

大
　
学
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卒業生の声

習熟度別授業：	数学Ⅰ・数学演習	
ファッション造形基礎：被服検定４級	
資　　　　格：	実用英語技能検定・日本漢字検定・情報関係検定など
	 （P.6参照）	

習熟度別授業：数学Ⅰ
家庭科授業の充実：フードデザイン・保育
ファッション造形基礎：被服検定２～３級
商　　　　業：ビジネス基礎	

家 庭 演 習：	調理・製菓・被服実習	
	 ゲストTeacher	による講座
	 （フラワーアレンジメント、美容）	
進路別選択授業：	子ども文化・生活と福祉・簿記	
数 学 演 習：	受験対策	
キャリア学習：	幼稚園・福祉施設・養護施設への実習	

　習熟度別授業の実施（数・英）等により学力の向上を
図ります。 家庭科の授業を通して検定の実施を行います。 

　２年次より幅広い進路選択に対応するた
め、 家庭科・商業・芸術の授業を多く履修し、
進路を意識づけた授業になります。

　３年ではより意欲的に自分らしく生きるための、 
進路実現へ向けたキャリア教育を充実させていきます。 

女性の一生を見通して
キャリアアップを目指すコースです。
　食物（フード）・被服（ファッション）・保育・からだとこころ（健康・
美容・ 礼儀作法）・社会福祉・商業・情報等の授業を取り入れて、女
性の一生を支援します。 
　実用的な試験等の専門技能習得に挑戦し、主に、私立大学、短大、
専門学校進学や就職等を目指します。

キャリアアーツコースDOMINICO
HIGHSCHOOL

1 年

月 火 水 木 金

１ C英Ⅱ 生物基礎 数学Ⅰ	 現代文B 保健

２ 礼法 ビジネス基礎 日本史B 体育 国語表現

３ 体育 フード
デザイン

情報
数学Ⅰ 数学Ⅰ

４ 日本史B 発達と保育 生物基礎

５ 数学Ⅰ 芸術

選択授業
ファッショ
ン造形基礎

日本史B 宗教

６ 現代文B ビジネス基礎 C英Ⅱ

７ 発達と保育 Ｄタイム ＬＨＲ Ｄタイム	

2 年

時間割例（平成31年度２年） 

3 年
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個別適正化 された学び

長崎県立大学

今村	優さん
（有水中出身）	

　入学当初は、専門学校希望でし
た。しかし、先生方と話すうちに
経済のことに興味をもち、県立大
に挑戦することにしました。部活
動を続け、学校行事やボランティ
ア活動にも思う存分打ち込みなが
ら、毎日、個別指導を受け、合格
が果たせました。

宮崎キヤノン

河野宇恵さん
（小松原中出身）	

　高校入学時から就職希望でし
た。部活動をやり遂げ、夏休み
は毎日学校で、討論・面接の練
習の特訓を受けました。Ｄタイ
ムの授業も一般常識試験対策に
有効な時間でした。女子だけの
高校生活は、男子がいないぶん
気楽でとても楽しかったです。	

鹿児島県警
Ａ・Ｋさん
（大隅中出身）	

　私以上に私のことを考えてく
ださったのがドミニコの先生で
す。参考書の選び方、勉強の仕
方、専門学校との提携、作文・
面接の練習等、自分の時間を割
いた熱心な指導、ドミニコでな
ければ私の夢は叶わなかったと
思います。

中村学園
短期大学在学

原日菜美さん
（山田中出身）	

　ドミニコ学園の先生方は普段か
ら生徒一人ひとりにとても親身に
なってくださり、進路実現のため
に熱心に指導してくださいました。
第一志望の進路を実現することが
でき、今、夢に向かって頑張れて
いるのは、ドミニコで出会った仲
間や先生方のおかげです。

★藤元メディカルシステム付属医療専門学校、★都城コアカレッジ、★都城デンタルコアカレッジ、
都城看護専門学校、都城リハビリテーション学院、鹿児島第一医療リハビリ専門学校、★宮崎保健福
祉専門学校、九州保健福祉大学総合医療専門学校、神田外語学院、★日本工学院専門学校、★麻生外
語観光・製菓専門学校、★日本ホテルスクール専門学校、原宿ベルエポック美容専門学校、大阪医療
秘書福祉専門学校、KCS鹿児島情報専門学校、ハウステンボス歌劇学院、鹿児島農業大学校など

専
門
学
校

自衛隊、鹿児島県警、霧島酒造、宮崎キヤノン株式会社、宮崎観光ホテル、（株）
サンマリーナオペレーションズ、都城グリーンホテル、都城ロイヤルホテル、
都城農業協同組合、（株）児湯食鳥、（株）イワミツスポーツ、車検のコバッ
ク、社会福祉法人大淀福祉会、（株）大淀開発、（株）アイランド、社会福祉
法人まりあ、有川呼吸器内科医院、（株）菅公アパレル　など

就
　
職
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進学にも就職にも強い普通科宣言 !!
～オーダーメイドな進路実現講座「Ｄ

ディー

タイム」開設～

Dominico　Teachers・ゲスト Teachers による目的別学習講座
大学入試対策講座………………国公立・私立入学試験の対策
情報講座・ビジネス簿記講座 …事務・ＩＴ関係の仕事の基礎
ＳＰＩ・一般教養対策講座 ……就職採用試験の対策
英語技能検定講座………………級ごとに分かれた英検対策
保育技術検定講座………………幼稚園教諭、保育士、小児科看護師などの検定対策
面接・小論文指導講座 …………進学・就職試験の対策 など
進路別課題解決学習……………地域・社会の課題を見つけ、自分たちの力で解決していく力をつける学習
公務員対策講座…………………公務員試験の対策
キャリア教育講座………………様々な職種理解

例）
DominicoでDrea

m（夢）

を叶えるための、

一人一人の進路実現
へ

向けた目的別学習講
座

Ｄタイム

個を伸ばす特色ある
教育活動がたくさんあります。Dominico 学力伸長システム

Dominico“学力伸長”の教育DOMINICO
HIGHSCHOOL

月 火 水 木 金

１

２

３

４

５

６ Dタイム
７ Dタイム ＬＨＲ

放課後

●進路に応じたコース選択

●習熟度別授業　●進路別選択授業

●各種検定　●学習検定

習熟度別授業（数学・英語）
　習熟度に応じて少人数に分けた授業を行って

います。
進路別選択授業
各種検定
　情　報　◦日本語ワープロ検定
　　　　　◦情報処理技能（表計算）検定
　　　　　◦パソコンスピード認定試験
　　　　　◦文書デザイン検定
　礼　法　◦サービス接遇実務検定
　家庭科　◦全国高等学校家庭科技術検定

教科別学習検定
　漢字・英単語コンクール

漢字力・英単語力を養成するために、それぞれ
週一回朝テストを行っています。

　Dominico 数学検定
　漢字検定・英語検定
インターンシップ

高校２年次に進路に応じてインターンシップを
実施することにより進路を意識した高校生活を
目指します。

教育課程

進学・就職のための課外や個に
応じた最適な指導を行います! 

個別面談・教科・各種検定
小論文・作文

面接指導 Web学習

◦簿記検定
◦秘書検定
◦ビジネス文書検定
◦医療事務検定
◦介護事務検定
◦調剤薬局事務検定
◦ＩＴパスポート 
◦販売士検定 
◦食生活
　アドバイザー検定

◦食育実践プランナー資格
◦食育アドバイザー資格
◦（調理師免許）

放課後学習 取得可能な検定・資格 H30年度進路実績

進学や就職のた

め、生活のスキル

アップのために

必要な資格取得
は

個別対応します
。

2年次までにほぼ

全員が3級以上を

取得し、さらに上

級を目指してい

ます。

活躍する女性派
遣講座、

各種専門学校（医
療・美

容・調理・韓国語
）による

出前授業など

中学１年レベルからの
学び直し学習

受験対策 
＋ 大学49%

（うち、国公立大学29%）

専門学校
25%

就職 24%

その他 2%
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◎姉妹校への短期留学◎
  オーストラリア　 フィリピン
　期間は夏休みの約１か月です。現地での学費と
航空運賃（国際線）を学校が全額支援します!!
　毎年各3名程度です。
◎留学生も受け入れています◎

　毎年フィリピンの姉妹校から先生方が来校され
２週間英語だけの授業が行われています。この間、
希望者を対象に土日を利用してのイングリッシュ
キャンプ（学校泊）も実施しています。

交換留学 
～ Overseas exchange ～ドミニコ国内留学＆イングリッシュキャンプ

～International exchange right here in Dominico～

本校生と留学
生に

聞きました！

私は高校2年の夏から約1
年間、	カナダに留学させて
いただきました。留学を通
して、英語で日常会話が
磨	かれたのはもちろんの
こと、外国の高校生は、政
治や経済の話を普通にする
のだと驚き刺激を受けまし
た。そして、この留学を通
して将来の目標ができまし
た。上智大学進学も決まり、
人生の可能性が大きく広が
りました。	

I	love	coming	to	Dominico	
every	day.	 I	have	 the	best	
classmates	I	could	ask	for.	
They	always	keep	me	busy	
laughing	 and	 smiling.	 I	
couldn’t	have	asked	for	a	
better	or	more	supportive	
school	during	my	exchange.

米田藍子さん
（三股中出身）

	English	camp、丸２日間、フィ
リピンの先生方との	all	English	
の生活は、まるで本当に留学し
ているような気分になりまし
た。異国の文化に触れ、楽しん
で学べ、何にでも挑戦しようと
いう前向きな自分改革にもなり
ました。		

池上沙奈さん
（舞鶴中出身）

サラさん
（カナダ出身）

英語を通して世界を知り、 
国際社会の中で生きる力を育みます

英語学習を通して、世界の人とのコミュニケーション力を向上させ、
英検の積極的な資格取得から進学・就職へとつなげます。

ケン先生
	（アメリカ出身）

Dominico“使える英語”の教育DOMINICO
HIGHSCHOOL

　受験までに英検２級以上の合格を目指し、
準２級は全員取得させ、国公立・難関私立
大学進学を見据えた英語教育を行います。

　英語の基礎・基本を習得し、「話す・聞く」
力や 「書く」力を向上させることで、

“使える英語”力が定着する学習を行います。 

 リベラルアーツコース キャリアアーツコース

Ⅰ	 enjoy	 teaching	 English	 at 	 Dominico ！　At	
Dominico , 	 you 	 can 	 learn 	 rea l 	 Engl i sh 	 every	
day.	 	Let’s	study	English	together ！			

ドミニコで英語を教えるのを楽しんでいます。あな
たはドミニコで毎日、本物の英語を身につけること
ができます。一緒に英語を勉強しましょう！ 

コース別の
目標と

使゙える英語 ゛
の授業 

英検受験者の合格率

2級
40%

2級
（受験者19名）

32%合格

準2級
（受験者38名）

42%合格
※H30年度に受験してい
　ない取得者もいます。

準2級
33%

3級7%

未受験
20%

H30年度英語選択生
（2・3年生15名）

H30年度
全学年全コース

準2級以上
73%合格
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女子力 MAX! !
～笑顔咲く青春の１ページ～

全国高等学校
総合文化祭
弁論部門

「九州大会最優秀賞」
「全国優良賞」

聖母祭

遠足

文化祭「愛真祭」

○入学式
○１年生オリエンテーション
○聖母祭（保護者への感謝の集い）
○体育祭

○かるた大会

○ドミニコスプリング
　コンサート

○交流学習
○３年生修養会
○卒業証書授与式
○韓国姉妹校交流会

○クリスマス会
○球技大会
○冬季課外

○慰霊祭
○修学旅行
○遠足
○勤労体験学習

○交流学習（幼稚園）
○ドミニコ国内留学
○イングリッシュ・キャンプ

○文化祭「愛真祭」
○２年生修養会
○宮崎県高等学校総合文化祭

○インターンシップ
○上級学校訪問

○夏季課外

○創立記念日
○交流学習（幼稚園）

○生徒総会
○宮崎県高等学校総合体育大会
○１年生修養会

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

2
February

3
March

Dominico の一年間

Dominico なら

ではの行事。

いのちの大切さ・

感謝する心を学

びます。

相談室には
ライフマスターが

常駐しています！

　友達のこ
と、勉強の

こと、部活
のこと、生

き方のこと
…。なんで

も気軽に相
談できる愛

情あふれる
愉快なマス

ターの存在
や言葉がこ

ころを励ま
してくれま

す。相談室
には生徒だ

けでなく、保
護者もよく訪

れています。

文 化 祭 は 合 唱 コ ン
クール・ドミニコア
イドル・模擬店など
など、それぞれの個
性が光ります。

○サッカー部…九州高等学校女子サッカー選手権大会宮崎県予選優勝、九州高等学校女子サッカー選手権
大会ベスト８、皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会宮崎県予選優勝、皇后杯JFA全日本女子サッカー
選手権大会九州大会出場

○音楽部…全国高等学校総合文化祭信州大会器楽管弦楽部門出場
○サービス接遇実務検定…文部科学大臣賞受賞（団体の部）○コンピュータ部…情報モラル標語総務大臣賞受賞
○弁論…全国高等学校総合文化祭信州大会弁論部門優良賞受賞、九州大会最優秀賞受賞
○宮崎県学校発明工夫展…3年連続特賞受賞   ○宮崎県教育書道展…特選受賞

平成30年度 活動実績

13：00　授業（5～7限）

15：35　清掃

15：55　終礼

放課後　部活動・課外　など

17：10　スクールバス出発

19：15　スクールバス出発

8：15　登校

8：20　朝礼

　　　　読書

8：45　授業（1～4限）

12：15　昼休み

修学旅行

クリスマス会

体育祭
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広がるこころの輪
～活躍の場が広がる、友人の輪が広がる、そして、心の“和”となっていく～

Dominico の部活動

サッカー部

合唱部

家庭部

キッズアクト部

バドミントン部

ダンス部

茶道部

インターアクト その他の部活動

ソフトテニス部

音楽部

英語部

直向きに一つ上へ

Poralis

ファッションショーは、
乙女心を刺激します。

子どもたちの成長を
身近で感じます。

目標は高く！

笑顔はじける !

和のこころ、ここにあり！

ボランティアで、思いやりや
奉仕の心を養います。

九州初のガーネットコートで
日本一を目指します！

H30年度全国高等学校総合文化祭
信州大会出場

ケン先生と一緒に
英会話を楽しんでいます！

　ついに県制覇。次は全国大会を目指し
ます。

　Poralisとは、北極星のこと。人々の心
にメッセージが届くよう、ことばを大切に
歌っています。

みんなでドレスづくりやクッキングを楽しん
でいます。地元企業とのコラボ商品も開
発中‼

　放課後、いつでも、隣接するドミニコ幼
稚園で園児たちと触れ合えます。

　強化部の一つとして、専門の指導者の
もと、技術はもちろん身も心も強くなりま
す。

　ひまわりのような笑顔で楽しく踊ってい
ます。

　週に一回、落ち着いた静寂な雰囲気の
中で活動しています。

　校内外で、様々なボランティア活動をし
ています。

　監督は元ナショナルチームで現役国体
選手。2026年の宮崎国体代表選手を育成
します。

　地域のイベントなど、ハンドベルの音色
を地域に届けます。

　ゲームや会話など、授業とはまた違った
雰囲気で英語が楽しめます。

◦陸上部　◦書道部
◦コンピュータ部
◦美術部　◦演劇同好会
◦バレーボール同好会
◦カトリック研究同好会
◦ひまわり部

※ひまわり部……本 校に部活動
等がなく学校外で活動している者
を、学校が支援すると判断したも
の（水泳、卓球、新体操など）
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Q 女子校は女子だけの生活だから、いじめがあるのではな
いかと不安です。

A 男子の目を気にすることがないぶん、ありのままの自分
が出せる女子だけの生活は意外と快適です。実際、上級
生と下級生の関係もとてもフレンドリーです。別々の人
間が生活している以上、多少のトラブルはつきものです
が、それを乗り越えることで人との絆は深まっていきま
す。それぞれの個性を認め尊重するDominico こころの
教育も充実しています。いじめを見逃さない学校の体制
も整っています。

Q カトリックの学校ということで、宗教上の戸惑いを感じ
ています。

A 宗教というと戸惑いがあるかもしれません。しかし、実
際行われている教育は、人として生き方の教育、こころ
の教育です。キリスト教徒になる必要もありません。

Q  卒業生の進路状況を教えて下さい。
A 昨年度は、大学が49％（大学進学者のうち、国公立

29％合格）、専門学校25％、就職24％となっています。

Q 普通科ですが、高校卒業後の就職についてもしっかり面
倒をみてくれますか。

A 進学にも就職にもしっかり対応できる体制を整えていま
す。Dominicoには生徒の夢実現のためにとことん面倒
をみる先生方がいます。少人数なので、一人一人に目が
行き届き、個別に対応することができます。あなたの希
望をまずは届けてください。

Q 英語が苦手なので、英語に熱心な学校だということが逆
に不安です。

A 苦手な人も一から学び直しができます。また、ネイティ
ブのケン先生を中心とした英会話授業で、英語が徐々に
聞き取れるようになりますし、“使える英語”の授業に、
3年間、まじめに取り組むことで簡単な日常会話もでき
るようになります。

Q 私立高校なので、授業料等が高く経済的な負担が大きい
のではないですか。

A 国からの就学支援金があり、在校生の半数程度の人は授
業料が1万円以内であり、無料になる人もいます。よく
調べてお尋ねください。また、本校の課外は無料です。
寮費の月額35,000円はとても安いです。

Q 家から学校まで遠いのですが、通うことができますか。
A 公共の交通機関やスクールバスを利用して遠くから通学

している人たちがたくさんいます。通学距離が遠くて不
安な人は相談してください。一人ひとりに対応したス
クールバスの停留所や公共交通機関とスクールバスの乗
り継ぎ方等を検討します。

Q 高校に進学しても、中学時代の（部）活動を続けること
ができますか？

A できます。（部）活動内容によっては、「ひまわり部（p.9 
参照）」として、学校として応援する場合もあります。
ご相談ください。これまでは、卓球、水泳、新体操など
がありました。

Q 入学時に選んだコースは、2年になる時変更できますか？
A 不可能ではありません。ですが、1年生からコース別の

特色あるカリキュラムが組まれていますので、入学前に
しっかり考えて選択してください。わからないことは、
気軽に相談してくださいね。

ドミニコには礼法という礼儀
を学べる授業があり、将来絶対に
生かせると思います。クラスの雰
囲気も良く、毎日がとても楽しい
です。
前田梨沙さん（小松原中）

女子校ならではの楽し
さがたくさんあり、先輩や

先生方がわかるまで丁寧に教え
てくれます。私はバドミントン部
で思いっきり練習できています。

毎日充実していてすごく楽
しいです!!
津崎心海さん（五十市中）

私はテニスと勉強が両立でき
るようにドミニコに来ました。
ここは女子ばかりでとても楽しい
です。大会で県一位を取ります！

宮本優愛さん（沖水中）

高校に入り、全く環境
が違う中、いろいろ挑

戦することは楽しいです！！どん
どん挑戦していきます！
　　前田あやめさん（妻ヶ丘中）

私はサッカー部に入っています。
目指しているのは全国に行くこと。
そのためにたくさん練習して頑張っ
ています。とても楽しいです。
　　𦚰黒丸陽菜さん

　　（三股中）

Dominico の制服

冬 服

夏 服

合 服

Pink

White

Dominico 1 年生の声

Dominico Ｑ＆Ａ 平成30年度
退学者

｢0人｣

体育着
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施設案内

寮の風景

　礼法の授業や茶道部などの活動で使います。
全教室に冷暖房が完備されています。

作法室

　７年後の宮崎国体で日本一を目指します！
九州発のガーネットコートです！

テニスコート

　天然芝のグラウンドは季節によって色が変
わり、とてもきれいです。

グラウンド

　年間を通して様々な行事で利用します。

愛真館

　隣接するドミニコ幼稚園で、体験をしたり、
放課後に遊んだりすることができます。

幼稚園

寮生代表
飯干はなさん

（帖佐中出身）
　学年を越えて交流ができ
たり、誕生会やクリスマス
会など寮ならではの行事が
たくさんあり、毎日を楽し
く過ごすことができていま
す。勉強ができる環境も整っ
ているので、文武両道を目
指す人には最適です！

寮

入寮費
20,000円

寮費（月額）
35,000円

（食費・光熱費
を含む）

お風呂 外観

娯楽室

食堂

食堂個室

誕生日会

宮崎カリタス学院奨学金（返金不要です）

校納金

入試時 聖ドミニコ奨学金

専願入試受験者対象
●中学３年次の実力テストもしく

は入試成績が、本校規定に照ら
して優秀な者

●本校指定部活動等を希望し、部
活動と勉強を両立させて他の模
範となる学校生活を送れる者

　（サッカー部、ソフトテニス部、
バドミントン部、音楽部） 等

一般入試受験者対象
●入試成績が、本校規定に照らし

て優秀な者
　（※専願者の入学手続日まで有効）

在学時

宮崎カリタス
修道女会奨学金 学費全額免除 ●入学後、人物・学業成績等で

　極めて優れた者

アントニオ・
カヴォリ奨学金 授業料全額免除 ●入学後、人物・学業成績等で

　優れた者

ファミリー 姉妹奨学金 姉妹在学→姉が授業料半額免除

入学金　120 , 0 0 0円

学　費 諸会費

※授業料
24,000円/月

施設設備費
8,300円/月

後援会費等
3,400円/月

※授業料24,000円は、国の就学支援金制度に
より、所得に応じて5段階での減額があり、無
料になる場合もあります。

奨学金区分

Ａ 入学金全額免除・
授業料全額免除

Ｂ 授業料全額免除

Ｃ 入学金全額免除

Ｄ 入学金半額免除

（英検３級以上取得者も対象）

ド
ミ
ニ
コ
は
頑
張
る
人
を
応
援
し
ま
す
！

保護者等の道府県民税所得割額と
市町村税所得割額との合算額（目安年収）

就学支援金 授業料負担額

      ０円非課税（250万円未満程度） 24,000円 0円

 8万5,500円未満（350万円未満程度） 19,800円 4,200円

25万7,500円未満（590万円未満程度） 14,850円 9,150円

50万7,000円未満（910万円未満程度） 9,900円 14,100円

50万7,000円以上（910万円以上） 0円 24,000円

※	宮崎県・鹿児島県の他の私立高校と比較して、最も安い授業料です。



オープンスクールのご案内 令和 2 年度入学試験のご案内

スクールバス路線（例） 交通のご案内

夏の体験入学① ７月29日㈪

夏の体験入学② ８月３日㈯

秋の体験入学 10月５日㈯

クリスマス体験 12月７日㈯

入学試験日 １月29日㈬

試験内容

専 願 一 般

国語　英語　数学
面接

※英語はリスニングを含みます

国語　英語　数学
社会　理科

面接
※英語はリスニングを含みます

学校法人  宮崎カリタス学院
都城聖ドミニコ学園高等学校

〒885-0061宮崎県都城市下長飯町881番地　ＴＥＬ（0986）39-1303（代）　ＦＡＸ（0986）39-4117
ホームページ：http://www.mdominico.ac.jp　メールアドレス：mdominico@mdominico.ac.jp

●	JR線「西都城駅」にて下車…広口交差点から宮交バス
　「川原谷行き」に乗車して約5分
●	JR線「都城駅」で下車…宮交バス
　「川原谷行き」に乗車して約15分

※年度により多少コースの変更があります。
※定期的利用の他に臨時の利用も可能です。
※夕方便は、第1便（17：10発）と第２便（19：15発）があります。
　但し、路線は限られています。

合
同
庁
舎
■

明道小■

警察署■

都城聖ドミニコ学園

国
道

　号
線

10

志布志方面へ

ドミニコ学園前

109
号
線鹿児島

方面へ

宮崎方面へ
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