
 

 

大分県立高田高等学校 
 
 校訓  「気力・気節・気尚」 

  

 

４．学校生活 

(1) 学校行事・地域活動等 

    青鷹祭(文化祭)、体育大会等に全校あげて取り組むほか「ふ 

るさと清掃」など地域に貢献する活動にも力を入れている。 

                    また、「起業家教育プログラム」や「キャリア教育プログラム」、

「地域学」などの探究学習、「未来塾小学校実習」、「未来塾講

演会」、「子ども食堂でのボランティア」、「少年少女発明クラ

ブサポーター」など、地域人材や地元の小中学校と連携した一市

一校ならではの活動も盛んである。   

 

(2) 部活動 

○体育部 10、文化部８の部活動に全校生徒の 80％以上が加入。

○カヌー部は、平成 29 年から日本代表を輩出しており、全国高 

校総体や国民体育大会で個人優勝を獲得。令和３年度、全国・

九州大会出場。 

○柔道部は令和元年度、九州大会新人戦で団体２位。令和３年度、 

 全国高校柔道選手権大分県大会で団体優勝し、全国大会出場。 

○そば打ちチームが、令和元年度全国高校生そば打ち選手権大会

で６位に入賞。 

 

(3) 卒業後の進路（過去３年間の進路実績の概要） 

進学先 （国公立大、私立大、短大等ヘ多数進学） 

国公立大 広島、島根、山口、愛媛、徳島、高知、九州、九州工

業、福岡教育、熊本、長崎、佐賀、大分、宮崎、鹿児

島、鹿屋体育、琉球、福知山公立、山口県立、下関市

立、山口東京理科、高知工科、高知県立、北九州市

立、長崎県立、熊本県立、他 

私立大 成蹊、専修、帝京、東洋、日本、日本体育、立教、

大阪歯科、近畿、龍谷、同志社、関西学院、立命館、

金沢工業、九州産業、福岡、西南学院、西南女学院、

中村学園、福岡女学院、別府、他 

短大 大分県立芸術文化短、中村学園大短、別府大短、他 

専門学校 小倉リハビリテーション学院、麻生看護大学校、大

分リハビリ専門学校、大分県歯科技術専門学校、大

原簿記公務員専門学校、IVY 大分公務員学院、他  

大学校等 水産大学校、大分県立工科短期大学校 

 ※含む過年度卒業生 

就職先 （県内・県外で活躍） 

県外 山口県警、株式会社ベスト電器、株式会社全日警、

日産自動車九州、山崎製パン、自衛官、他 

県内 大分県警、日本郵便、大分トヨペット、トキハ、ト

キハインダストリー、ダイハツ九州、住理工大分Ａ

Ｅ、ムラテックメカトロニクス、別府中央病院、菊家、

九州フセラシ、佐々木食品、大分石油、他 
 

  郵便番号   〒879-0606 

   所 在 地    大分県豊後高田市玉津 1834-1 

    電話番号    0978-22-3145   

    ＦＡＸ番号 0978-24-0956   

   ＵＲＬ    http://kou.oita-ed.jp/takada/   

    交通機関   ＪＲ宇佐駅、豊後高田行バス 高校前下車徒歩 1分  

 

１．設置学科、学年別学級数 

 全日制 １学年 ２学年 ３学年 

普通科 ４学級 ４学級 ４学級 

           

２．全校生徒数（各学年別） 

 

 

 

 

 

 男子 女子 合計  

 

 

 

 

１学年 ７９ ６０ １３９ 

２学年 ７６  ５２ １２８ 

３学年 ７９ ６３ １４２ 

合 計 ２３４  １７５ ４０９  

３．学校の特色 

(1) 本校の歴史 

   今年で創立１１２年目を迎える県下有数の伝統校であり、 

豊後高田市唯一の県立高校。これまでに約２８，０００人の 

卒業生を輩出している。 

 

(2) 学校教育目標 

  「気力・気節・気尚」の“三気の校訓”のもと、未来の担 

 い手となるために、新たな価値を創造し、郷土愛・人間愛に 

 あふれた逞しい人間を育成する。 

 

(3) 教育課程等の特色や授業形態(学びの流れ) 

 

○１年次は希望に応じて標準クラス、応用クラスを選択。 

○２・３年次は進路希望に応じ、国公立大学進学、総合進学 

（私立大学、看護・医療系専門学校）、リベラルアーツ（短大、 

専門学校）、キャリアアップ（主に就職、公務員）の各類型に 

分かれる。 

あ ○最難関大、難関大対策のための個別指導・添削指導を充実。 

○キャリアアップコースでは、情報処理や簿記など専門教科を 

履修。 

○英語と数学では、習熟度別授業や少人数授業を実施。 

 

〈２年次・３年次〉 〈１年次〉 

応用クラス

標準クラス

国公立大学進学

総合進学

リベラルアーツ

キャリアアップ
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大分県立国東高等学校 

     （校訓） 鍛え磨く 探る 挑む 
 
所 在 地 〒873-0503 
    大分県国東市国東町鶴川1974番地 
電話番号  0978-72-1325 
FAX番号  0978-72-1324 
U  R L http://kou.oita-ed.jp/kunisaki/ 
交通機関  JR杵築駅より大分交通バスで40分 
      国東行～国東高校前下車 

１ 設置学科・学年別学級数 

 1学年 2学年 3学年 
普通科（進学コース） 2学級 2学級 2学級 

普通科（ビジネスITコース） １学級 1学級 1学級 

園芸ビジネス科 １学級 1学級 １学級 

環境土木科 １学級 1学級 1学級 

電子工業科 １学級 1学級 １学級 

２ 全校生徒数 

 男子 女子 合計 
1年 ８１ ５６ １３７ 
2年 ８６ ５７ １４３ 
3年 ９５ ６７ １６２ 
合計 ２６２ １８０ ４４２ 

３ 学校の特色 

(1)学校の歴史 
 平成17年 3月 国東農工高、国東高、双国高を統

合し、国東農工高の校地に設置することを決定 
 平成19年 3月 普通科3学級、園芸ビジネス科1

学級、メカトロニクス科1学級、情報システム工

学科1学級を設置する 
 平成19年 4月 新設高校開校準備室設置 
 平成19年 10月 大分県立国東高等学校を設置 
 平成20年 3月 竣工式典を挙行 
 平成20年 4月 開校式、第1回入学式を挙行 
 平成24年10月 創立5周年記念式典を挙行 
 平成26年  4月 電子工業科1学級を設置 
 平成29年10月 創立10周年記念式典を挙行 
 令和  2年 4月 普通科（ビジネス ITコース）・ 
          環境土木科を設置 
(2)教育目標 
 「鍛え磨く 探る 挑む」の校訓のもと、人権を尊

重し世界の正義と心理を愛する精神を育むとともに、

我が国と郷土を愛し、志高く 21 世紀の社会を担う

人材を育成する。  
(3)教育方針 

 ①何事にも挑戦し、生きる力を身につける。 
②他者と協働して問題解決を図る力を身につける。 

 ③郷土の発展に貢献する意欲・能力を身につける。 

 

４ 学校生活 

(1)学習活動 
 ・普通科進学コース【きめ細かく徹底した進学指導】 
  一人一人の学力向上と進学希望を達成するため、 
  1年次から応用A・応用・標準クラスで編成し、2・ 

3年次では更にコース別に授業を行います。 
 ・普通科ビジネス IT コース・園芸ビジネス科・環境土 

木科・電子工業科【専門性を高め、資格取得を推進す 

る学習指導】 

専門の基礎基本を大切にするとともに、高度な知 
識や技術を習得させ、スペシャリストとして活躍 
できる創造性豊かな人材を育成します。 

 (2)部活動 
☆体育部・・・野球・陸上・柔道・弓道・卓球・テ

ニス・バレーボール(女子)・バスケ

ットボール・サッカー・ウェイトリ

フティング 
☆職業部・・・工業技術・情報処理・バイオ・鑑定 
☆文化部・・・放送・文芸・将棋・茶華道・ESS・ 

美術・書道・JRC・新聞同好会 
(3)卒業後の進路 
【主な進学先】（過去５年間） 

大分大、大阪大、岡山大、愛媛大、香川大、鹿児
島大、鹿屋体育大、九州大、九州工業大、熊本大、
高知大、佐賀大、島根大、鳥取大、長崎大､奈良教
育大、新潟大、広島大、福岡教育大、宮崎大、琉
球大、山口大、尾道市立大、北九州市立、高知県
立大、高知工科大、公立鳥取環境大、島根県立大、
下関市立大、長崎県立大、新見公立大、福知山公
立大、宮崎公立大、山口県立大、関西学院大、近
畿大、國學院大、西南学院大、帝京科学大、中央
大、東海大、中村学園大、日本体育大、日本文理
大、福岡大、別府大、立命館ｱｼﾞｱ太平洋大、 等 

【主な就職先】就職決定率100％ 
（県 外）ｱｰﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱、㈱ﾃﾞﾝｿｰ、ﾄﾖﾀ自動車
㈱、ﾄﾖﾀ自動車九州㈱、ﾄﾖﾀ車体、㈱日本製鉄㈱東
日本製鉄所、㈱明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、ﾏﾂﾀﾞ㈱ 等 
（県 内）、ALSOK 福岡㈱、㈱ｲﾝﾀﾌｪｰｽ、梅田真空
包装㈱、㈱ｴｰｴｽｵｰ大分事業所、大分銀行、型研精
工㈱、くにみ農産加工(有)、医療法人輝生会国東
中央ｸﾘﾆｯｸ、九築工業㈱大分支店、山九㈱大分支店、
昭和電工㈱大分事業所、㈲鈴木養鶏場、ｿﾆｰ・太陽
㈱、ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱、ﾀﾞｲﾊﾂ九州(株)、
鶴崎海陸運輸㈱、日本製鉄㈱九州製鉄所、日本郵
便（株）、日田市医師会立日田検診ｾﾝﾀｰ、医療法人
平成会、ﾎﾃﾙ白菊（つるみ観光㈱）、㈱三井E&S ﾏ
ｼﾅﾘｰ、㈱ミナミダ、ﾑｻｼ工業㈱、ﾊﾟｽｶﾙ大分㈱、八
十島ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ株、大分県警、自衛隊、 等 
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大分県立杵築高等学校 

＜ 校 訓 ＞ 

尚学・剛健・真摯・向上 

所在地 〒873-0014 杵築市大字本庄 2379 
電話番号 0978-62-2037 

FAX 番号 0978-62-2122 
URL http://kou.oita-ed.jp/kituki/ 

交通機関 JR 杵築駅より大分交通バス６分 
１． 設置学科  

 
 
 
２．全校生徒数 

   
 
 
 
 
 
３．学校の特色 

明治３０年の創立以来、本年で１２５年目を迎える。 
２万９千名を越える卒業生が、「文武両道」を目指し

て学校の伝統を築いてきた。在校生は、重光 葵(旧中３

回生)氏からいただいた「志
し

四海
し か い

」(志を全世界に広げる)
を胸に、浩然の気を養い、目標に向かって挑戦している。 
  学校教育目標を、『尚学・剛健・真摯・向上』の校訓

のもと、自らを鍛え、他者と協働しながら自己の主体的

な生き方を決定できる、心身の調和の取れた生徒の育成

に努めると定め、その達成のため、「自ら学びに向かう

態度の育成」、「人格の陶冶と体力・技能の向上」を重

点目標とし日々教育活動を展開している。 

本校の代名詞となった「ワンストップ挨拶」、丁寧な

清掃、清廉な身だしなみ、端正な立ち振る舞いによる人

格形成がなされ、文武両道と質実剛健の校風が受け継が

れている。 
 部活動には全校生徒の９割近くが加入し、各部ともに

高い目標を掲げ研鑽に努めている。生徒会活動にも積極

的に参加し、一人ひとりに活躍の場が用意されている。 

 

４．学校生活 

【学習活動】「進学指導重点校」として、学力向上を目

指して、教員は生徒が「主体的に学び、深く思考でき

る授業づくり」に取り組んでいる。 
１年次からの「個別指導」や、英語・数学の「習熟

度別授業」の実施など、個に応じた指導を充実させた

指導体制を整えている。他に、早朝の「十王タイム」、

実力養成の取組として「土曜セミナー」や「夏季・冬

季補習」などを実施している。 
【志四海プロジェクト】グローバル人材の育成を目指し

て「『志四海』プロジェクト」に取り組んでいる。 
  価値観や視野を広げるとともに地元地域を相対的に

見つめ今後の発展に寄与できる人材の育成を目指して

いる。令和元年度には海外への修学旅行を実施したが、

現在新型コロナウイルスの影響のため、オンライン交

流や講演会の実施等に切り替えている。 
【進路実績】（就職以外延数） 
国･公立大 ７５名   私立大 １３１名  
公･私立短大 ２９名   看護・医療系学校 ２９名  
各種･専修学校等 １９名 就職 １１名（内 公務員７

名） 
【部活動】部活動の施設設備が大変充実しており、剣道、

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ、陸上競技、体操、テニスの各部は、県か

ら強化指定を受けている。 
■令和３年度全国高校総体・高校総文・国体・九州大

会等出場部 
体育部（団体）陸上競技、剣道、柔道、空手道 

テニス、卓球、ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 
（個人）陸上競技、剣道、柔道、空手道 

体操、ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 
文化部 放送（九州総文）、書道（書の甲子園） 

 １学年 ２学年 ３学年 
普通科 ５学級 ５学級 ５学級 

 男子 女子 合 計 
１ 年 １０５ ９６ ２０１ 
２ 年 １０２ ９４ １９６ 
３ 年 ９０ １０１ １９１ 
合 計 ２９７ ２９１ ５８８ 

 
 

旧制中学三回生  重光 葵 揮毫 
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所在地 〒879-1504

大分県速見郡日出町大字大神1396-43

(0977 72-2855電 話 番 号 ）

(0977 72-2655ＦＡＸ番号 ）

sogo/ＵＲＬ http://kou.oita-ed.jp/hiji
交通機関 ＪＲ日豊本線大神駅より徒歩８分

１．設置学科・各学年別学級数

１学年 ２学年 ３学年

農業経営 科 １学級 １学級 １学級

機械電子 科 １学級 １学級 １学級

総 合 学 科 ２学級 ２学級 ２学級

２．全校生徒数

男 子 女 子 合 計

１年 80 40 120

２年 88 44 132

３年 98 47 145

計 266 131 397

３．学校の特色

(1)本校のあゆみ

明治42年、日出町外４ヶ町村組合立女子実業補習

、 、学校として創立し 大正13年に県立日出高等女学校

。 、昭和23年に県立日出高等学校と改称しました また

平成9年に総合学科として現在の地へ移転、県立日出

暘谷高等学校へ、平成25年には県立山香農業高等学

校と発展的に統合し、２つの専門学科を加え総合選

択制の日出総合高校へと生まれ変わりました。本年

度で創立121年を迎える伝統と歴史のある学校です。

(2)本校の教育目標

知育・徳育・体育のバラン家庭や地域と協働し、

スのとれた教育を実践し、一人一人の個性の伸長を

図るとともに、豊かな人間性とグローバルな感覚を

備え、かつ自分自身・学校・郷土に自信と誇りをも

って社会の発展に貢献できる人材を育成する。

(3)教育課程の特色や授業形態

野菜・草花・果樹・キノコの栽培農業経営科

や食品製造などに関する科目を学習します。農業実

習は校内圃場や山香農場の実習用施設･設備を利用し

ながら学習を深めます。

機械や電気･電子に関する科目を学機械電子科

習します。専門的な知識や技術の習得と同時に、各

種資格取得の取り組みをとおして実践的な技能も身

につけます。

大分県立日出総合高等学校

校訓：向学・感謝・剛健

２年次より３系列に分かれ、多くの総合学科

選択科目の中から進路目標や興味関心に応じて自ら

選択します。また少人数による授業が展開されるの

で、きめ細やかな指導を受けることが出来ます。

４．学校生活

(1)生徒会活動

生徒会活動では、生徒会長を中心に副会長、書

記、各種委員長などにより各専門部が組織され、

定期的に委員会を開き、諸問題の解決に向けて取

り組んでいます。また多くの学校行事を主体的に

企画運営しています。

(2)部活動

自転車競技、野球、新体操（男 、サッカー、バ）

スケットボール（男 、テニス、弓道、陸上、バレ）

（ ）、 、 、 、 、 、ーボール 女 空手道 放送 音楽 美術 書道

家庭、農業、工業、商業、茶道、卓球などの部・

同好会があり、高校総体など、体育・文化の両面

で活躍しています。特に自転車競技部においては

活躍がめざましく、素晴らしい成果を収めていま

す。

(3)学校行事

１学期は歓迎遠足、教育合宿、生徒総会、生徒

会リーダー研修会、クラスマッチなど。２学期は

体育大会、暘谷祭(文化祭)など。３学期は百人一

首大会、学修成果発表大会などを催します。

また、１年間通してボランティア活動に多数の

生徒が参加してます。

(4)卒業後の進路

、 。 、約51%が就職 約49%が進学 就職では日本製鉄

ダイハツ九州、豊和銀行、二階堂酒造、大分航空

ターミナルなど、地元企業を中心に広範囲にわた

っており、7年連続で就職希望者の100％が就職し

ています。進学では、大分大学、別府大学、日本

、 、文理大学 日本大学等の四年制大学や各短期大学

各専門学校などに進学しています。

(5)その他

自分自身・学校・郷土に自信と誇りをもつ生徒の

育成と地域に求められ選ばれる学校を目指し、

「 」HIJI SO GOOD!! プロジェクト

に取り組んでいます。
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    校 訓  質 実 剛 健 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 設置学科・学級数 

全日制普通科 全１８学級 

        （１・２・３年：各６学級） 

２． 全校生徒数 (人)                                                          

 男子 女子 合計 

１年 １２９ １１２ ２４１ 

２年 １２９ １１０ ２３９ 

３年 １１４ １２０ ２３４ 

合計 ３７２ ３４８ ７１４ 

 

３． 学校の特色 

生徒の力を伸ばし、夢を叶える進学校 

(1) 歴 史 

明治43年3月15日 私立別府女学校を設立 

  昭和 8年7月21日 別府市立別府中学校を設立 

  昭和16年4月 1日 大分県立別府中学校と改称 

  昭和23年4月 1日 別府第一高等学校が発足 

  昭和26年4月 1日 別府鶴見丘高等学校と改称 

 

(2) 学校教育目標 

「学力と人間性を兼ね備えたタフな鶴高生の育成」 

◇本年度重点目標 

① 知識を深め考え抜く力の育成 

② 多様な人とチームで働く力の育成 

③ 未来をみつめ一歩踏み出す力の育成 

 

(3) 教育課程の特色 

1年：共通／難関大学希望の各コース 

2年：文系／理系／難関大学希望の各コース 

3年：文系 文Ⅰコース(私立文系大学等対応) 

文Ⅱコース(国公立文系大学対応) 

      理系  理Ⅰコース(私立理系大学等対応) 

理Ⅱコース(国公立理系大学対応) 

難関大学希望コース    

 

 

 

４． 学校生活 

(1) 学力向上支援体制の充実 

・すべての教科で授業改善を推進 

・習熟度別授業（英語・数学）を実施 

・鶴高タイム、土曜講座 実施 

・大学入学共通テストに対応した取組 

(2) 自己と将来を考えるための支援 

・ＡＰＵとの連携協定 

・鶴見丘未来創世塾（OBによる講演会） 

・グローバルリーダー育成塾等への参加 

(3) 主な学校行事 

4月：入学式・歓迎遠足 7月：ｸﾗｽﾏｯﾁ   

8月：鶴嶺祭(文化祭) 9月：体育大会  

10月：体験入学・鍛錬遠足 12月：2年修学旅行 

1月：新春行事 2月：ｸﾗｽﾏｯﾁ 3月：卒業式・卒業

生による進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

(4) 部活動 (運動部14部・文化部11部) 加入率：83％  

令和３年度の主な成績 

体育部（団体） ○新体操(女：県総体優勝) 

○バドミントン(男:県総体団体･新人大会優勝／女：新人大会 優勝)   

○バレーボール（男：県総体 準優勝） 

体育部（個人）○新体操(男：県総体・新人大会 個人総合優勝／ 

女：県総体・新人大会 個人総合優勝) 

○バドミントン（男：県総体ダブルス 優勝，新人大会ダブルス 優勝

／女：県総体ダブルス 優勝） 

○陸上（男：5000m競歩 優勝） 

○水泳（女：県総体200m個人メドレー 優勝） 

○弓道（女：遠的大会 優勝） 

 文化部  ○美術（高文連美術・工芸中央展 最優秀賞） 

○書道部（高文連書道中央展 優秀賞） 

○吹奏楽部(大分県吹奏楽コンクール 金賞) 

○放送部(九州高校放送コンテスト大分県大会 第 2 位) 

○家庭部(大分県高等学校家庭クラブ研究発表大会 優秀賞) 

○科学部(九州高等学校理科研究発表大会物理部門 最優秀賞) 

○音楽（大分県高等学校音楽コンクール 弦楽器部門 グランプリ) 

(5) 卒業後の進路（令和４年度大学入試） （既卒含） 

難関大学 合格 １１名 

（北海道１、筑波２，九州５，大分(医医)１、山口東京理科(薬)２ ） 

国公立大学 合格１６５名  

（広島２，熊本１４，大分３７，長崎４，鹿児島９ 他） 

私立４年制大学 合格３２４名  

(青山学院３,中央２，明治１，津田塾１，同志社３，（関西学院４，

立命館９，福岡４７，西南学院１５，ＡＰＵ ４ 他) 

所在地   〒８７４－０８３６ 

大分県別府市大字鶴見字横打４４３３－２ 

電話番号     ０９７７－２１－０１１８ 

FAX 番号     ０９７７－２６－４８２５ 

ＵＲＬ  http://kou.oita-ed.jp/bepputurumigaoka/ 
交通機関 JR 別府駅西口よりバスで高校正門前下車すぐ 

君も「チーム鶴見丘」の一員に！ 別府鶴見丘高等学校 
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所在地：〒874-0903 別府市野口原 3088 番地の 91 

電 話：(0977)22-3141    FAX：(0977)22-3142 

ＵＲＬ： http://kou.oita-ed.jp/beppushosei/ 
交通機関：ＪＲ JR 別府駅下車 徒歩約２５分 

      バス 野口原下車 徒歩約１分 

１ 設置学科 学級数 ※グローバルコミュニケーション科 

 １年 ２年 ３年 

普通科  ３学級 

くくり募集 

３学級 ３学級 

ＧＣ科※ １学級 １学級 

商業科 ３学級 ３学級 ３学級 

２ 全校生徒数 

 男子 女子 合計 

１年 ９６ １４６ ２４２ 

２年 １０８ １３２ ２４０ 

３年 ９７ １３４ ２３１ 

合計 ３０１ ４１２ ７１３ 

３ 学校教育目標 

 

 

社会に貢献できる自立した生徒の育成を目指して、「生きる

力」を育てる教育を進めています。３つの学科の特徴を活かし

て互いに高めあい、様々な学校行事や生徒会活動を活性化

させながら、生徒の自主・貢献、創造性の育成に努めていま

す。特に総合的な探究の時間では、SDGs 調査、テーマ別探

究、ビジネスプラン作成、地元別府市の課題を調べるバーチ

ャル市役所、自分が関心を持つ社会的課題について研究す

る探究学習などを行い、社会への視野を広げる教育に取組ん

でいます。 

４ 学校生活 

（１） ３学科の教育 ３学科併置の単位制高校 

◇普通科◇ 

１・２年次では各自の進路目標や習熟度に応じてアドバンス

トクラスと標準クラスに分かれたクラス編成、３年次では進

路希望ごとに国公立（文系・理系）・私立（文系・理系）のコ

ース別クラス編成で授業を行います。 

[目指す進路] 国公立大学や私立大学等への進学 

◇商業科◇ 

簿記・会計・情報処理の資格取得に取り組むとともに、インタ

ーンシップやジョブシャドウイングなどの活動を通じてビジネ

スマナーを身につけます。 

[目指す進路] 県内有力企業への就職及び経済・商学部

系の国公立大学や私立大学のへの進学 

 

 

 

 

 

 

 

◇グローバルコミュニケーション科(ＧＣ科)◇ 

ＣＡLL 教室を利用した英語学習や、県内 ALT とのイングリ

ッシュキャンプ、ニュージーランド語学研修などを通して、英

会話スキルを生かしたコミュニケーション能力を養います。 

[目指す進路] 国公立大学の外国語・国際系学部等や私

立大学等への進学 

（２）部活動  

〇県総合体育大会・学校対抗・個人優勝！７競技 

ヨット部（男子・女子）、水泳部[競泳]（女子総合） 

自転車競技部（男子総合・女子総合） 

水泳部[飛込]（女子）、総合運動部（ライフル）（女子） 

〇全国・九州レベルの活躍！ 

・全国大会出場 

水泳部（競泳・飛込）、自転車競技部、フェンシング部 

総合運動部（ライフル）、吹奏楽部 

・九州大会出場 

水泳部（競泳・飛込）、ヨット部、フェンシング部（男子） 

自転車競技部（男子・女子）、総合運動部（ライフル） 

書道部、美術部、商業部 

◇運動部◇ 硬式野球、陸上競技、水泳、バスケットボー

ル、バレーボール(女)、卓球、サッカー、バドミントン、テニ

ス、弓道、ヨット、フェンシング、自転車競技、ソフトテニス、

総合運動    

◇文化部◇ 美術、科学、家庭、放送、ＥＳＳ、吹奏楽、華

道、ＪＲＣ、茶道、書道、演劇、簿記、商業 

 

（３）卒業後の進路（令和４年３月卒業生実績） 

［国公立大学］大分大１０・愛媛大・北九州市立大 他 

［私立大学］法政大・関西大２・関西学院大・ 

西南学院大５・福岡大４・APU５ 他 

［短期大学］県立芸文短１２・別府大学短１８・溝部短５ 他 

［専門学校］看護・医療系 34 他 

［公務員］大分県(事務・警察事務)・別府市（事務） 他 

［企業就職］金融機関・事務・販売・観光業 他 

◎国公立大学 21 名合格 普通科国公立大合格者が年々増

加！商業科からの国公立進学も手厚くサポート４名合格！ 

◎大学総合型入試躍進 大分大学３名、APU３名、西南学院 

大学２名、関西大学、関西学院大学 他 合格！ 

◎就職内定率 100％ （うち県内就職が 93％） 

◎公務員 16 名合格 別府市 4 年連続現役採用！ 

大分県立別府翔青高等学校 

自主誠心 進取創心 

校訓 

 自主的に考え行動し、社会に貢献できる人間力を持

ち、新しい時代を創造する生徒の育成 
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全員共通 1 年次 

文系／理系 2 年次 

3 年次 

国公立文系        国公立理系 

東大・京大文系    東大・京大理系 

国公立アラカルト 

 

校訓「実力と気品とたくましさ」   

大分県立大分上野丘高等学校 

郵便番号 870-0835                              
所在地   大分市上野丘 2丁目 10番 1号              
電話番号 097-543-6249  FAX 番号 097-546-5400  
ＵＲＬ  http://kou.oita-ed.jp/oitauenogaoka/ 
交通機関 ＪＲ大分駅より徒歩約 15分 

     ＪＲ古国府駅より徒歩約 5分 

      大分バス上野丘高校前バス停より徒歩約 1 分 

 

１． 設置学科 各学年別学級数 

 １学年 ２学年 ３学年 

普通科 ８学級 ８学級 ８学級 

２．全校生徒数（各学年別） 

 男子 女子 合計 

１年 160 162 322 

２年 173 145 318 

３年 178 138 316 

合計 511 445 956 

３．学校の特色 

(１)歴史(１３７年の歴史と伝統)                

 ・県下一の伝統を持つ九州有数の普通科高校 

 ・５万人を超える卒業生が、大分・日本・世界の 

  様々な課題の解決に向け活躍中 

(２)教育目標  

 「実力と気品とたくましさ」の体現 

   ～質実剛健・上野丘から世界へ～ 

  （実力）思考力、柔軟な発想力、創造力 

  （気品）思いやり、人間性、協働性 

  （たくましさ）挑戦心、持続力、粘り強さ    
 誰一人取り残さない持続可能な社会の実現のため 

果敢に挑戦することができるリーダーを育成 

(３)教育課程(多様なコースの設定) 

 

     

 

 

 

 

 〇「授業を中心とした進路実現」 

・主体的な予習・復習と授業との連動 

・思考力等が向上する各教科課題の充実 

〇「第一志望を自ら開拓し実現させる力を養成」 

・卒業生を中心とした東京大学、医大学生等との懇談会 

  
 

 

 

 

４．学校生活 

 (１)学習活動 

 〇「考えることが楽しくなる授業」 

  ・興味、関心を高める精選された教材等により 

   知的好奇心が向上する密度の濃い授業 

 〇「探究心・創造力が向上する GS」 

   総合的な探究の時間 GS（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾃﾞｨ） 

  ・１年「大分からの探究」、２・３年「大分から世 

界へ」 

  ・SDGs をテーマに、ふるさと大分の課題から 

   世界の課題、さらに将来のキャリアを探る学習 

 (２)特別活動 

 〇「自立心を養う生徒会活動等」 

  ・生徒中心の「丘友祭」（文化祭・体育大会） 

 〇「主体性を伸ばす団活動」 

  ・３年間、同じ団（紅・青・白）に所属 

  ・縦のつながりによる自治の精神の涵養 

 〇「人間力を培う活動」 

  ・本物の芸術に触れる「芸術文化体験教室」 

  ・学校周辺の「上野の森クリーンアップ作戦」 

 (３)部活動等 

 〇「幅広いニーズに応える多様な部活動」 

  ・体育部１４ 文化部２０  同好会６ 

  ・平日２時間・休日４時間の短時間集中練習 

  ・多くの部・同好会が九州大会や全国大会に 

 〇「高い挑戦心を育む取組」 

・科学の甲子園、英語ディベート大会等 

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ育成塾、STEAM 研修等 

  ＜大空プロジェクト＞ 

  「本物との出会い」（各分野の専門家）との交流 

・東京大学教授、最先端研究者の講演会 

  ・データ分析探究講座・実践英会話講座 

  ・県内企業等訪問「ふるさとから学ぶ」 

  ・学びのリーダーを育成「大空宿泊研修」 

 〇三菱みらい育成財団、上高同窓会から経費支援 

(４)卒業後の進路（大学合格者数）（R4.3） 

国立大学 ２６０名、公立大学 ２５名 

私立大学 ２９８名、その他（大学校等）４名  

生徒の個性やスキルを最大限に伸ばす学校 

生徒同士が互いに高め合う、磨き合う学校 
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   大分県立大分舞鶴高等学校  

 舞鶴魂   しまれ  がんばれ  

    ねばれ  おしきれ 
所 在 地  〒870-0938 大分市今津留１丁目１９番１号 
電話番号  097-558-2268  FAX番号  097-558-2293 
Ｕ Ｒ Ｌ    http://kou.oita-ed.jp/oitamaizuru/ 
交通機関    大分バス：大洲運動公園行舞鶴高校前下車 
 

 
 
 

 
スーパーサイエンスハイスクール(ＳＳＨ) 

〈文部科学省による研究指定〉 

 
１．設置学科 各学年別学級数 

        １学年  ２学年  ３学年 
  普通科        ７学級  ７学級 
  理数科        １学級  １学級 
 （１学年は普通科・理数科をくくり募集） 
 
２．全校生徒数（各学年別） 

 

 

 

 

 

 

３．学校の特色 

（１）学校の歴史 

  昭和２６年創立 卒業生 ３０，４８０名 
 
（２）教育方針 

清新溌剌とした気風と質実剛健の校風を継承し、  
舞鶴魂｢しまれ、がんばれ、ねばれ、おしきれ｣を、  
高い文武両道を実践する本校の校是としています。 
 

（３）スーパーサイエンスハイスクール 

これからの社会をけん引する「イノベーション創  
出人材」の育成を目指して全校で舞高独自の教科に  
取り組む「基礎枠」と、九州の高校とネットワーク 
を形成して「九州から宇宙を」をテーマに協働で学 
ぶ「重点枠」の２つに指定されています。 

【舞高独自教科の例】 

○舞STEAMｓ 
 教科横断的に行う問題解決的な学習。課題研究の  
基礎的な手法を習得 

【重点枠のプログラムの例】 

 ○宇宙科学探究 
 オンラインを利用した複数の高校共同の課題研究 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（４）「伸びる舞鶴 伸ばす舞鶴」７つのポイント 

① 夢実現をナビゲートする 

・最難関など進路志望に応じたきめ細かいコース 

・理数科・普通科併設の特色を生かした探究活動 

②徹底した授業第一主義を貫く 

・ＩＣＴを活用した学びのＳＴＥＡＭ化 

③高いレベルでの文武両道を実践する 

・短時間で効果的なメリハリある部活動の練習 

④教養を磨きキラリと光る特性を伸ばす 

・海外との交流で視野の広いグローバル人材を育成 

・ＮＩＥ，図書活動で読解力を育成 

⑤生涯を生き抜く体力を増強する 

・生徒主体の「考える体育授業」 

・舞高ならではのラグビー、ドラゴンボート 

⑥人間性や社会性を身に付ける 

・授業前の静座、さわやかな挨拶、心を磨く清掃 

⑦７０周年、新たな伝統づくりに挑戦する 

・地方創生に向けた行政、大学、企業との連携 
 
４．学校生活 

（１）主な学校行事（令和４年度当初予定） 

  ５月 教育合宿（１年） 
                                                                                                                      ９月 柏葉祭文化の部・体育の部 
    １０月 体験研修（１年理数科：屋久島） 

１１月 修学旅行（２年：検討中） 
    １月 海外研修（２年理数科：タイ） 
 
（２）部活動 

＜体育部26＞ 野球部・テニス部（男）・カヌー部・

ラグビー部・弓道部・陸上部は国体に向けた強

化指定部。多くの部が九州大会・全国大会の常

連です。 
     県国体強化指定・・・６部（R4年度） 
     （R3県高校総体 団体優勝２） 

＜文化部 16＞ 美術部・放送部・書道部・吹奏楽

部・科学部は、全国大会や九州大会に出場し好

成績を上げています。 
 

（３）卒業生の合格実績（難関大は、過年度含む） 

＜R4.3卒業生＞（国公立大現役合格率７４．８％）  
国立大202名 公立大 50名 難関国公立大42名  

＜R3.3卒業生＞（国公立大現役合格率７２．６％） 
国立大168名 公立大 30名 難関国公立大32名 

 男子 女子 合計 
１年 154 167 321 
２年 158 158 316 
３年 162 154 316 
合計 474 479 953 

８学級 
くくり募集 
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大分県立大分雄城台高等学校

誠実・自主・創造

所在地 〒870 1155大分市大字玉沢1-
250番地
電話番号 (097)541－0123

番号 (097)541－3654FAX
URL http://kou oita-ed jp/oitaoginodai/. .
E-mail a @oen ed jp32270 . .
交通機関 大分駅方面から富士見が丘，緑が丘

野津原方面（木の上経由）バスにて
大分雄城台高校前バス停下車徒歩10分

１．設置学科 各学年別学級数

１学年 ２学年 ３学年
全日制 普通科 ６学級 ６学級 ８学級

２．全校生徒数
男 子 女 子 合 計

１年 １２３ １１８ ２４１
２年 １０５ ９４ １９９
３年 １２７ １０５ ２３２
合計 ３５５ ３１７ ６７２

３．学校教育目標
「誠実・自主・創造」の校訓のもと、社会におい

いて逞しく生き抜き、積極的に社会貢献できる生徒
の育成

４．学校の特色
昭和４８年開校。大学・短大等進学を主とした高

いレベルでの を目指す普通科進学校。「文武両道」
創立５０年目。平成１９年度から進学重視型の単位
制普通科高校に移行。

◇豊かな人間性と学力向上の調和的実践
・学年が進むにつれて少人数となる学級編成
・難関大学を目指すアドバンストクラスの導入
・生徒も教師も授業を大切にする学校
・ の学校生活「日日全力」
・真の の推進「文武両道」

「師弟同行」・生徒と教師が共に学びあう
・ の実践「雄城坂はあいさつの坂」
・端正な身だしなみ・清掃の徹底

「OGIメモ」・主体的に行動する生徒の育成を図る

ＥＳＤ（持続可能な開発◇学校全体の学びをつなぐ
教育課程のための教育）

校訓

５．学校生活

８：００ 朝学習開始１日の時間
（ ）８：１５ 授業開始 7限まで

１６：１０ 終礼終了
１６：３０～１９：００

部活動

教育プログラム(1年)学校行事
歓迎遠足，クラスマッチ
九月祭(文化の部・体育の部)
修学旅行(2年)，新春行事
霊山七瀬強歩大会(1,2年)
ＥＳＤ成果発表会

生徒が自主的に企画，運営する九月祭は雄城台の華！

毎年85％以上部活動 高い部活動加入率・・・
全国大会に出場した部活動（過去3年）
ハンドボール男子・陸上・水泳・弓道
・科学・放送・文芸

※令和４年度大分県スポーツ協会強化指定

＝３競技４種別

， ，ハンドボール(男 陸上競技(男女)女)
，ラグビー，弓道(男女)，水泳(男女)

バスケットボール(男女)，サッカー
(男) 剣道(男女) 硬式野球 テニス(男， ， ，

， ， ， ， ，女) 科学 吹奏楽 文芸・新聞 美術
書道，茶道，華道，放送，ＥＳＳ，ユ
ネスコ・ＪＲＣ，囲碁・将棋

（令和３年度入試結果・既卒生含む）進路実績
国公立大学 101名
筑波大1，九州大1，広島大1,山口大1，熊本大3,

大分大31, 佐賀大4,鹿児島大2,宮崎大2,北九州市立大6，

山口県立大4,長崎県立大5, 県立看護科学大7 等

私立大学 205名
日本体育大4,立命館大1,明治大1，関西学院大2,近畿大4,

中村学園大1, 福岡大19,久留米大12,ＡＰＵ2,別府大25,

日本文理大19 等

大分県立芸術文化短大14 等短期大学22名
名看護医療専門学校等 18
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