
大分県立鶴崎工業高等学校   

『社会とつながる鶴崎工業』 

校訓 勤勉・協調・創意  

所 在 地 :〒870-0133 大分市大字葛木 509 番地 

電話番号:097-527-5261 

FAX 番号:097-527-5263 

U R L :http://kou.oita-ed.jp/turusakikougyou/ 

E-ma i l :a32320@oen.ed.jp 

交通機関:JR 鶴崎駅から徒歩 30 分 

大分バス猪野バス停から徒歩 10 分 

大分バス森町バス停から徒歩 10 分  

１．設置学科・学年別学級数 

学  科 １学年 ２学年 ３学年 

機械科 ２学級 ２学級 ２学級 

電気科 ２学級 １学級 １学級 

建築科 １学級 １学級 １学級 

化学工学科 １学級 １学級 １学級 

産業デザイン科 １学級 １学級 １学級 

 
２．全校生徒数（学年別） 

学   年 男子 女子 合計 

１ 学 年 194 84 281 

２ 学 年 164 71 235 

３ 学 年 172 59 231 

合   計 530 217 747 

 
３．学校の歴史 
明治 39 年に私立工業徒弟養成所として鶴崎町に創設

され、幾多の変遷を経て昭和 36 年に県立鶴崎高等学

校から分離独立、翌 37 年に現在の葛木に移転しまし

た。本年度は創立 116 年目となります。 
 
４．学校の特色 
『社会とつながる鶴崎工業』のキャッチフレーズのも

と「明るく元気で、多様な考えを受け容れ、表現力豊

かで創意工夫できる生徒」を育てたい生徒像としてい

ます。 
 
☆目標を定め、向上心を持って勉学に励みます  
・普通科教員と専門科教員がスクラムを組んで協力し

合い、生徒の成長のためにトライし続けます。 

・毎朝 10 分間、朝の読書を行っています。落ちついた

学習活動にも役立っています。 

・スペシャリストを目指して５つの学科で、専門分野

の知識・技術の習得を目指し、授業中はもちろん放

課後にも学力向上や資格取得に励んでいます。 

☆相手を思いやることができる、誠実な鶴工生が
育っています  

・会社で仕事をする際に役立つ「畏れ敬う」気持ちを

はぐくむことと可愛がられる人間を目指します。 

・本校の良い伝統である「気持ちのよい挨拶の励行」

や「５秒礼」を全生徒で取り組みます。 

・健康管理に注意し、３ヶ年皆勤を目指します。 

昨年度卒業生の３ヶ年皆勤者は 92 名でした。 

☆部活動・ものづくり・ボランティア活動などに
積極的に取り組んでいます  

・部活動は、全校生徒の 80％近くが部活動に参加し、

日々精進しています。また各種ボランティア活動な

どにも積極的に取り組んでいます。昨年度は、工業

部の電気部が、「全国高校ロボット競技大会」で創部

史上初の全国制覇を果たし、大分県高校ものづくり

競技大会では、電気部が電子回路組立部門で最優秀

賞・優秀賞を、建築部が木材加工部門で最優秀賞・

優秀賞を、機械部が旋盤作業部門で最優秀賞、デザ

イン部が家具工芸部門で最優秀賞・優秀賞を受賞し

ました。 

運動部では、ボクシング部が３年連続 17 回目の県学

校対抗優勝を果たしました。上位大会出場権を陸上

部・柔道部が獲得し、柔道部は個人戦で全国大会

に、陸上部は個人でインターハイに出場しました。

総合運動部（自転車）も個人ロードレースで九州大

会出場を果たしました。 

文化部では、写真部が全国高等学校総合文化祭に出

場するなど活躍しました。 

 

５．卒業生の進路 
10 年連続で卒業生全員が進路を決めて卒業してい

ます。昨年度は 78％が就職し、そのうち約 82％が

県内就職でした。日本製鉄(株)、昭和電工(株)、エス

ティケイテクノロジ(株)などの地元企業に就職する

生徒が多い工業高校です。一方、専門性を追求して

立命館アジア太平洋大学を含む 4 年制大学や短期大

学、専門学校に進学した生徒も 19％いました。また

公務員試験（大分県警・自衛官）に 6 名の生徒が合

格しました。 
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大分県立情報科学高等学校 

  
  校訓 

    勇気・愛・創造 

 
所 在 地  〒870-0126 大分県大分市大字横尾 1605 番地 
電話番号    (097) 553-1212   
FAX番号       (097) 553-1214 
Ｕ Ｒ Ｌ    http://kou.oita-ed.jp/jouhoukagaku/ 
交通機関    JR 大分駅からバス 30 分(免許センター行) 

高城駅からバス 10 分(情報科学高校行) 

 
１．設置学科  (1 年･2 年･3 年)内はクラス数 
 情報電子科(2･2･2)  情報管理科(1･1･1) 

情報経営科(1･1･1) 
２．部活動（過去の実績） 

弓道(全国大会優勝３回)、ワープロ(九州大会優
勝・全国大会入賞)、サッカー(九州大会優勝)、野球
(九州大会出場)、バドミントン(全国大会出場)、フ
ェンシング(女子全国大会出場)、テニス女子(九州大
会出場)、ロボット競技（全国大会出場）、電子工作
（全国大会出場）、簿記(全国大会出場)、コンピュ
ータ(全国大会出場)、商業(全国大会入賞) 等 
 
３．学校の特色 
 本校は、昭和６３年４月に工業系学科と商業系学科

を併設した情報系専門高校として開校し、今年で３３

年目を迎え、日々進化する情報化社会で、主体的に活

躍できる生徒を育てることを目的に、教育課程編成や

施設設備の充実を図っています。 

(1)工業科２クラス、商業科混合クラス 

 各学科において基礎的な知識を身に付けます。ソリ

ューション開発によりデザインシンキングの手法を学

び、課題探究に向けての基本を身に付けます。 
 

(2)２年次からのコース選択 
 1 年次は各科とも「機械」や「電気」、また「情報」

や「簿記」など幅広く学び、２年次から自分の適性や

興味関心にそって、それぞれ専門の勉強を学べます。 
 
(3)たくさんの「情報」に関する授業 

 「情報」の授業は、実際にパソコンに触れる機会が

多く設けられています。「情報」の基礎知識を 1 年次

にしっかり学び、より高度な「情報」技術へと深化し

ていきます。高校卒業後、就職者の９割は大分県内に

就職します。商業・工業分野の人材を育成するととも

に、大分のＩＴを支える人材を育成します。 
 
 (4)企業連携による最先端の技術と創造力や思考力を 

育成する学び 
 企業がラボ（研究室）を

本校に常設し、ドローン

をはじめとする先端技術

に触れることにより、創

造力や思考力を育て、課

題解決型授業を展開して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．学校生活  … 進路決定までの流れ 

〔１年次〕 

◇７月 「大学訪問」 
  大学で１年生全員が模擬授業を受けたり、学内を

散策したり、キャンパスライフを楽しみます。高

校とは違った大学の魅力を感じる事ができます。 
◇１２月 「進路ガイダンス」 

   企業や大学・専門学校を招いて、説明会を実施し

ます。 

◇２月 「職場訪問」 

  県内の学校や企業をクラス単位で見学に行きま

す。上級学校の授業体験や、働く人々の話を聞く

などして進路意識を高めます。 
※大分キヤノン・日本製鉄・オーイーシー・県信用組合 等 

〔２年次〕 

◇４月 「コース選択」 

 ２年次より各科専門コースの授業が始まります。      

情報電子科 情報経営科 情報管理科 

ﾒｶﾄﾛコース（R5まで） 情報システム 情報ビジネス 

情報コース 情報会計 ＯＡ会計 

電子コース   

◇９月 「インターンシップ」 

  進路希望別に実際に求人をいただく企業で、イン

ターンシップを実施します。働くことの楽しさや

厳しさを学びます。 
◇３月 「進路ガイダンス」 

企業や大学・専門学校を招いて、説明会を実施し 
ます。 
 

〔３年次〕 

「夢」実現にむけスタートダッシュ!!  

５．進学・就職先 

(1)進学 
大分大学、福岡大学、福岡工業大学、日本女子体育大学、 

九州産業大学、九州国際大学、日本文理大学、別府大学、 

別府溝部学園短大、大分県立芸術文化短大、 

大分県立工科短期大学校 

IVY 高度コンピュータ専門学校、KCS 大分情報専門学校 

藤華医療技術専門学校、大分医学技術専門学校 等 

(2)就 職 
日本製鉄、住友化学、JXTG エネルギー、旭化成、 

STK テクノロジー、昭和電工、ＪＦＥスチール、 

日本郵便、みらい信金、トキハ、大分キヤノン、 

ＪＡおおいた、県信用組合、大分信用金庫、九電工、

ソニーセミコンダクタ、デンケン、九州労働金庫、 

レンブラントホテル 等  

ＳＳ

I

Information Science School
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大分県立大分東高等学校 

校訓 

自律・努力・友愛 
所在地 〒870-0313 

          大分県大分市大字屋山２００９番地 

１．設置学科 各学年別学級数 

 １学年 ２学年 ３学年 

園芸ビジネス科 １ １ １ 

園芸デザイン科 １ １ １ 

普通科 ２ ２ ２ 

２．全校生徒数（各学年別） 

 男子 女子 合計 

１年 ５７ ５５ １１２ 

２年 ５０ ６８ １１８ 

３年 ６２ ５１ １１３ 

合計 １６９ １７４ ３４３ 

３．本校のあゆみ   

本校は、大正９年に開設され、幾多の変遷を経て、

昭和２８年に大分県立東豊高等学校として独立、昭和

３９年に校名が改称され、現在の大分県立大分東高等

学校となりました。 

創立１０２年目を迎えた、普通科と農業系学科 （園

芸ビジネス科・園芸デザイン科） からなる総合選択制

高校です。 

４．学校の特色 

「夢をつくる 夢をみがく 大いなる明日へ」のスロー

ガンのもと、生徒はそれぞれの夢や目標に向かって、

自分の可能性を広げるために、友達を尊重し、互いに

協力しながら、毎日の学校生活を送っています。 

(1)総合選択制～普通科・農業系学科の専門性を維 

持しながら、多様な学習ニーズに対応できます。 

 

 

 

 ・自分の所属する学科の枠をこえて科目選択が可能。  

 ・自分の興味・関心や進路に応じて科目選択が可能。  

(2)S OARING（ソーリン）プロジェクト 

～「総合的な探究の時間」の探究活動。 

・坂ノ市、大在、佐賀関地域でのフィールドワークを通し 

て、地域の魅力や素晴らしさを再発見。 

・課題を設定して、解決に向けて、情報収集、整理、分 

析することで、社会の仕組みを学び、進路意識の醸成 

を図ります。  

(3) EAST RISING ～国公立大学等合格プロジェクト  

 ・国公立大学等を志望する生徒に、個別指導を中心と  

した入試対策等を１年次から実施します。  

 ・国語，数学，英語＋地歴・公民，理科＋小論文，面接 

対策を実施します。 

(4) 恵まれた実習設備による課題研究（農業系学科） 

・園芸ビジネス科では、野菜栽培、パンやジャム等の加 

工品の製造などに関する学習を行います。 

・園芸デザイン科では、草花や果樹の栽培の他、バイ 

オテクノロジー、フラワーデザインなどに関する学習を 

行います。 

５．学校生活 

(1) 特別活動 

専門委員会として、ボランティア活動に組織的・継続

的に取り組んでいます。募金活動への参加や、地域と

の連携による除草作業・花壇の整備、老人福祉施設訪

問などに多くの生徒が参加しています。 

(2) 部活動 

体育系（１２）、文化系（８）、同好会（３）があります。

中でも弓道部、男子ソフトボール部、農業部は令和３

年度九州大会に出場しました。女子ハンドボール部、

女子ソフトボール部は全国制覇の経験があります。 

(3) 学校行事 

生徒一人ひとりが積極的に参加し、自主的に企画、

運営しています。新入生歓迎遠足、クラスマッチ、東輝

祭(文化の部・体育の部)、修学旅行、雅祭(新春行事)

などがあり、中でも東輝祭は大分東高校の華！ 

(4) 卒業後の進路 （過去３ケ年） 

《主な進学先》 鹿児島大学 長崎大学 大分大学 

名桜大学 北九州市立大学 別府大学 日本文理大

学 大分県立芸術文化短期大学 大分県立農業大

学校 別府大学短期大学部 大分短期大学 大分県

立大分高等技術専門校 ＫＣＳ大分情報専門学校 藤

華歯科衛生専門学校 大分リハビリテーション専門学

校 大分医学技術専門学校 NBU 医療専門学校 

《主な就職先》  イオン九州（株） （株）トキハインダス

トリー トヨタカローラ大分（株） （株）ヨネザワ 鶴崎海

陸運輸（株） （株）コメリ つるみ観光（株）ホテル白菊 

大分ゼネラルサービス（株） （株）コープサービスおお

いた  ダイハツ九州(株） 臼杵運送（株） 有限会社草

庵秋桜 大分県警察官 自衛隊一般曹候補生 

電話番号 

FAX 番号 

ＵＲＬ 

交通機関 

 

（０９７）５９２－１０６４ 

（０９７）５９２－１４３８ 

 ｈｔｔｐ://k o u . o i t a - e d . j p / o i t a h i g a s i /  

ＪＲ坂ノ市駅～本校（大分バス） 

ＪＲ大分駅～明野経由～本校（大分バス） 

普通科 ＋ 農業科 

総合選択制高校 
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大分県立由布高等学校                 

 
〒 879-5413 由布市庄内町大龍 2674-1 

   ℡ 097-582-0244 fax  097-582-0341 

   ＵＲＬ  http://kou.oita-ed.jp/yufu/ 

   交通機関 ＪＲ久大本線小野屋駅徒歩５分 

１．設置学科・学級数                            

 

 

２．全校生徒数        

 

 

 

 

３．学校の特色 

（１）本校のあゆみ 

   今年で創立８１年の由布市唯一の普通科高校。 

（２）教育目標 

 「誠実・友愛・努力」の校訓のもと、知・徳・体の調和がとれ、社会

の一員として社会規範を守り、公徳心豊かで、自己実現を目指す

心身ともに健全な人間の育成に努める。 

 【探究的な学び】（SDGｓ4） 

  ・地域の課題を教材として、探究的に学ぼうとする態度を育成する。 

  ・協働・探究をキーワードとする授業を通して、 

学びに向かう力を育成する。 

  ・多様な表現の場を通して、思考力、判断力、表現力を育成する。 

 【協働】（SDGｓ16） 

  ・多様性を認め合う人権意識を涵養する。 

  ・他者との協働を円滑に進める人間関係力を育成する。 

  ・生徒会活動、各種行事を核として、自主性、自発性を育成する。 

 【地域貢献】（SDGｓ11） 

  ・未来の地域社会を生きる一員としての進学力、就職力を育成する。 

  ・地域貢献ボランティア活動等を通して、郷土愛を涵養する。 

・地域活性化への提言や活動への参加を通じて、まちづくり 

への関心を高める。 

（３）教育課程の特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大学入学共通テストを受験し、国公立大学進学を目指す。 

② 基礎基本の定着を図り、私大、短大、専門学校を目指す。 

③ 県内で唯一のコース。観光学や観光地理というユニーク 

な授業と中・韓国語も学べ、フィールドワークも充実。 

国公立大学の商業系推薦も可能。 

 ④ 普通科ながら、商業系の授業も実施され、資格取得後の 

就職を目指す。国公立大学の商業系推薦も可能。 

 

４．学校生活 

（１）生徒主体の学校生活 

 〇学習活動 体験的な学びの重視（フィールドワーク） 

          高大連携、外部人材活用 

               大分大チャレンジ講座、APU との共同研究など 

〇特別活動 活発な生徒会活動,ボランティア活動 

           地域行事へのボランティア参加実績として 

湯平大そうめん流し、牛喰い絶叫大会など 

  〇進路指導 一人一人に時間をかけた進路指導 

          進学にも就職にも丁寧に対応 

（２）部活動  

  野球、射撃、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、

ラグビー、柔道、テニス、郷土芸能、書道、ビジネス＝デ

ザイン、吹奏楽、美術、茶道、放送 

  ○射撃部 

    最近 10 年間で全国優勝２３回（団体 6、個人１７） 

     高校日本代表７名を輩出 

  〇郷土芸能部 

    R1 年度には全国２位にあたる文化庁長官賞受賞 

  〇ラグビーフットボール部 

    ２０１９ラグビーワールドカップ日本代表を輩出 

（３）進路先（過去３年間） 

  進学：熊本大、大分大、下関市立大、北九州市立大 

     長崎県立大、熊本県立大、明治大、関西大など 

  就職：大分県庁、由布市役所、九州郵政、JA 大分 

城島高原オペレーション、トキハ、山水館、菊家など） 

校訓 誠実 友愛 努力 

生徒作成キャラクター 

（こめ太君、どんこちゃん） 

普通科 
１学年 ２学年 ３学年 
３学級 ３学級 ３学級 

男子 女子 合計
１年 45 40 85
２年 40 41 81
３年 46 38 84
合計 131 119 250
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         大分県立臼杵高等学校 

         校訓  誠実 勤勉 
 
所在地 〒875-0042 大分県臼杵市海添 2521 番地 1 
電話番号 （０９７２）６２－５１４５ 
FAX 番号 （０９７２）６２－５１４６ 
URL  http://kou.oita-ed.jp/usuki/ 
交通機関 JR 臼杵駅徒歩３分 
 
１．設置学科 

普通科
 １学年 ２学年 ３学年 

５学級 ５学級 ５学級 
 
２．全校生徒数 

 男子 女子 合計 
１年 １０４ ９２ １９６ 
２年 ９０ ８１ １７１ 
３年 ８４ ９０ １７４ 
合計 ２７８ ２６３ ５４１ 

 
３．学校の特色 
〈歴史と伝統〉 
 明治 30 年に大分県立臼杵中学校（旧制）として創設。

昨年度は創立 125 年目を迎えた、県南で最も歴史のあ

る普通科高校です。 
〈文武両道をめざして〉 
 文武両道をモットーとしており、体育部では女子バ

レーボール部が毎年県大会上位の成績を収めています。

文化部は箏曲部が毎年全国大会に出場しています。他

の部活動も活発に活動しています。 
〈過去３年間の主な進路先〉 
 東京学芸大、和歌山大、広島大、愛媛大、九州工業大

学、長崎大、熊本大、宮崎大、鹿児島大、大分大、福

岡県立大、北九州市立大、山口県立大、下関市立大、

長崎県立大、宮崎公立大、大分県立看護科学大、 
法政大、中央大、国学院大、星薬科大、同志社大、関

西大、関西学院大、立命館大、関西外語大、福岡大、

西南学院大、中村学園大、立命館ｱｼﾞｱ太平洋大 等  

４．学校生活    
〈学校スローガン〉 
『この地で学ぶ この地で伸びる この地で輝く』 
〈３年間を見通した系統的な進路指導〉 
① 総合的な探究の時間等で将来のなりたい姿を考え

させる 
② 様々な職業人による講座の実施（「職業人に学ぶ」） 
③ 大学「出前講義」実施 
④ 進路ガイダンス、先輩の合格体験談（「先輩に学ぶ」） 
⑤ オープンキャンパス参加（大分大等） 
⑥ 学習時間調査（年６回）と個別面談、家庭訪問 
〈進学力向上への取り組み〉 

① ＵＮＣ(臼杵高校難関大ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)の推進 

② 学習支援アプリを活用した個別最適な学びの促進

やアクティブラーニングの推進による授業改善 
③ 習熟度別授業（英語・数学）による基礎・基本の徹

底から難関大学受験への対応 
④ 実践に役立つ土曜講座、個に対応した添削指導 
⑤ 夏季授業・夏季補習（全）・冬季補習（３年） 
⑥ きめ細やかな小論文指導、面接指導 
⑦ 模試反省会や進路志望検討会による分析と対応 
⑧ 共通テスト後の志望校別講座制授業 
〈活発な部活動〉 
体育部 
 野球・サッカー・ラグビー・バスケットボール 
 バレーボール・ソフトテニス・陸上・水泳・剣道 
 卓球・（柔道・テニス） 
文化部 
 箏曲・放送・音楽・美術・書道・茶道・生花 
 英語・囲碁・文芸・ユネスコ・（ダンス愛好会） 
 本校での教育活動の様子は、学校ホームページで

毎日更新しています。ぜひご覧下さい。 
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所在地 〒875-0011 

 大分県臼杵市大字諏訪254-1-2 

電話番号 (0972）63-3678 

FAX番号 (0972）63-3679 

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

交通機関 ＪＲ熊崎駅より約３ｋｍ 

      ＪＲ臼杵駅より約４ｋｍ 

 

１ 設置学科・学年別学級数 

科 海  洋  科 専攻科海洋科 

学  年 １学年 ２学年 ３学年 １学年 ２学年 

学級数 １学級 １学級 １学級 １学級 １学級 

対 象 中学校卒業 水産系高校卒業 

２ 全校生徒数（4月末日現在） 

科 海 洋 科 専攻科海洋科 
合計

 

学 年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 

生徒数 25 35 34 10 6 110 

３ 学校の特色 

  スローガン 

 

 

 

  教育目標 

地域や関係機関と連携した実践的・体験的な学習活動や

創意工夫を生かした特色ある教育活動を通じて水産や海洋

教育の充実を図り、水産・海洋関連を中心とした産業社会

を担う確かな学力・高い専門性や主体的かつ協働的に行動

する意欲と態度を身に付けた職業人の育成を図る。 

（重点目標） 

① 基礎基本となる教養力を身に付けるとともに高い専

門性を育成する。 

② 社会生活を営む上で基礎となる態度や自治力を育成

する。 

③多様性を認め合える人間関係づくりを推進し、協働

力・協調性を育成する。 

 

４．学校生活 

大分県下唯一の水産・海洋系学科を有する高校です。

船舶の運航・管理や、魚を獲り、より美味しく加工し、

販売する仕事に必要な技術の習得をめざします。 

 

  学習活動 

１年次に水産・海洋全般についての基礎的な内容を、２

年次からはより専門的な知識・技術の習得を目標とし

て、次の３つのコースから一つを選択します。 

 〈航海コース〉→漁業生産ならびに船舶運航に関する知

識と技術を習得し、水産業や海運業に従事する人材をめ

ざします。 

 〈機関コース〉→船舶機関の運転や整備に関する知識や

技術を習得し、水産業や海運業に従事する人材をめざし

ます。 

 〈食品コース〉→水産物の生産・加工・流通に関する知

識と技術を習得し、水産業に従事する人材をめざしま

す。 

 

  取得可能な資格等 

五級海技士(航海・機関)、小型船舶操縦士、各種特殊無

線技士、危険物取扱者、ボイラー取扱者、アーク溶 接

技士、潜水士、冷凍機械責任者、HACCP基本技能検定等 

（令和３年度卒業生の資格取得数 一人平均5.8） 

 

  卒業後の進路 

・就職…水産庁等の官庁船やフェリー、海運会社等の船

舶職員、造船所、漁業や水産養殖業、食品製造

業等 

・進学…本校専攻科、福山大学、４年生大学水産学部、

水産大学校、海上技術短期大学、短期大学、専

門学校等 

（令和３年度進路決定率100％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真：共同運航実習船「翔洋丸」平成31年3月竣工) 

〔
 

校訓
 

〕
  熟練

じゅくれん
  躍動

やくどう
  貢献

こうけん 

大分県立海洋科学高等学校 

『ここでしか学べないことがある』 

～海洋
かいよう

で自分開花
か い か

～ 
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大分県立津久見高等学校 

校訓  至誠 感動 進取 

 

所在地  〒879-2421 
津久見市大字津久見 3485 番地 1 

電話番号 (0972) 82-4126（代表） 
FAX 番号  (0972) 82-4128 
URL   http://kou.oita-ed.jp/tukumi/ 
交通機関 JR 津久見駅より徒歩 10 分 
 

１ 設置学科 学年別学級数 

学科名 1 学年 2 学年 3 学年 

普通科 １ １ １ 

生産機械科 １ １ １ 

電気電子科 １ １ １ 

会計ｼｽﾃﾑ科 １ １ １ 

総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 １ １ １ 

２ 全校生徒数 

  男子 女子 合計 

1 学年 ８１ ５２ １３３ 

2 学年 ８８ ６３ １５１ 

3 学年 ８４ ６５ １４９ 

合 計 ２５３ １８０ ４３３ 

３ 学校の紹介 

  平成 23 年 10 月 1 日に旧津久見高校、臼杵商業高

校、海洋科学高校が発展的に統合することを目指し

設置され、地元では「津高」の愛称で親しまれてい

ます。普通科、工業系学科２学科、商業系学科２学

科の５学科が併設され、多様な進路選択に対応した

学習を行っています。 
津久見市の全面的な支援による進学力・就職力ア

ップ事業（土曜講座・資格取得支援）、地域との協働

による高校魅力化推進事業等、地域に愛され、信頼

される学校づくりを推進しています。また、一昨年

よりＷＥＢ会議システムを活用した海外留学生と

の交流や台湾教育研修旅行によるグローバル人材

の育成を行っています。さらに、硬式野球、軟式野

球、ボクシング、レスリング、フェンシング、水泳

部をはじめ、全国・九州大会で活躍をしている部活

動も多く、とても活気のある学校です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
４ 学校生活 

（１）学習活動および学科 

総合選択制により、学科の専門性を高めつつ、進 
路や興味・関心に応じて他学科の教科・科目を選択 
します。 

 

普通科  
進路志望別のコース編成、習熟度に応じた少人数指導、総

合選択科目等により、国公立大学等への進学に対応した学力

の向上を図ります。 
◆工業系学科 

生産機械科  
設計・製図、切削加工等の実習を通して、機械に関する知

識と技術を習得します。豊富な実習と企業体験を通して実社

会で即戦力として役立つ技術を身につけます。 
電気電子科  
進路希望に応じて電気・電子のどちらかのコースを選択し

ます。電力技術、電気保全、コンピュータ、通信、制御等の

幅広い知識と実践的な技術を習得します。 
◆商業系学科 
会計システム科  
会計・原価計算などを専門的に学習し、経営管理や経営分

析に関する知識と技術を習得します。 
総合ビジネス科  

マーケティング、文書デザイン等を専門的に学習し、体験

学習を通じて新製品の企画やビジネスモデルが提案できる

技能を習得します。 
 

（２）部活動 

体育部 硬式野球、軟式野球、ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ、ﾚｽﾘﾝｸﾞ 
水泳、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、弓道、ｿﾌﾄﾃﾆｽ 
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ 

文化部 美術、家庭、書道、吹奏楽、簿記 
商業調査、ﾜｰﾌﾟﾛ、ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ、工業研究 

同好会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、放送 
（３）卒業後の進路（過去３年間） 

進学 国公立大（大分、宮崎、長崎、北九州、下関、鳥取環 

境等）私立大学､短期大学､専門学校など 

就職 九州電力､九州保安協会､日本製鉄、太平洋ｾﾒﾝﾄ、戸髙 

鉱業社、九電工、豊和銀行､九州労働金庫､日本郵政、 

トキハなど 〔目指す学校像〕 

「輝く生徒」・「きれいな学校」 

〔夢実現をサポートする５学科〕 

-45-



大分県立佐伯鶴城高等学校
県の「進学指導重点校」

自治・信愛・剛健
所 在 地 〒８７６－０８４８

大分県佐伯市城下東町７－１

電話番号 ０９７２－２２－３１０１（代）

Ｆ Ａ Ｘ ０９７２－２３－２１１５

http://kou.oita-ed.jp/saikikakujou/Ｕ Ｒ Ｌ

交通機関 ＪＲ日豊線佐伯駅から徒歩２０分

大分バス「中央通り１丁目」又は

「内町入口」バス停から徒歩３分

文部科学省指定

スーパーサイエンスハイスクールSSH

１．設置学科、各学年別学級数

１学年 ２学年 ３学年

普通科 ５学級 ５学級 ５学級

２．全校生徒数

男子 女子 合計

１年 １０５ ９５ ２００

２年 ９４ ８３ １７７

３年 １０７ ８６ １９３

合計 ３０６ ２６４ ５７０

３．学校の特色

創立１１１年の歴史と伝統を誇る学校の歴史～

県南の進学拠点校

明治４４年 南海部郡立佐伯中学校開校

佐伯町立佐伯実科女学校開校

昭和２３年 学制改革により、大分県立佐伯第一

高等学校として新発足

昭和２６年 大分県立佐伯鶴城高等学校と改称

昭和４４年 体育科設置

平成２３年 創立１００周年記念式典

平成２９年 指定第１期（５年間指定)SSH
令和 ４年 指定第２期（５年間指定)SSH

学校教育目標

地域の核となり持続可能な社会の担い手として

活躍する人材の育成

中期目標

・地域の信頼に応え、社会をけん引するリーダーを

排出する県南の拠点校

・地域を愛し、地域に貢献するとともに、文武両道

を実践する生徒

佐伯鶴城 のテーマSSH
地域の核となり持続可能な社会の担い手として

グローバルに活躍する科学技術系人材の育成

佐伯鶴城 の取組】【 SSH
～ＲＩＡＳ育成プロジェクト～

・地域の資源（魅力）を世界に発信する力

・課題を発見し、解決方策を立て実行する力

・結果を分析し、論理的に説明する力

・事物、事象を科学的に思考・判断する力

〇探究型授業の実践

〇学校設定教科「ＲＩＡＳ」によるカリキュラム

〇科学的探究活動の普及

（サイエンスラボ、地元産業魅力説明会 等）

主な研修内容】【

１年生 関東先端科学研修（つくば・東京）

２年生 沖縄自然科学研修

３年生 熊本防災科学研修

大分先端科学研修 など

４．学校生活

海外派遣

、 、１年生若干名が 同窓会等振興基金の支援を受け

イギリス語学研修に参加、ホームステイを体験

部活動

毎年 ％以上高い部活動加入率・・・ 90
全国大会に出場した部活動（過去４年）

陸上・水泳・体操・科学・新聞・放送・弓道

水泳 渡辺一平選手（佐伯鶴城出身）が 年2017
東京都選手権で ｍ平泳ぎ世界新記録樹立200

学校行事

鶴城祭、クラスマッチ、修学旅行（長野・東京）

（令和４年３月実績）合格実績及び卒業後の進路

最難関大に毎年合格！

国公立大８９名（九州大６名、広島大２名、熊本

大４名、大分大１３名、県立看護大５名 等）

私立大１９７名（上智大、津田塾大、東京理科大

同志社大、立命館大、関西大、関西学院大、西南

学院大、福岡大、立命館アジア太平洋大 等）
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大分県立佐伯豊南高等学校 

校 訓  真・凜・美 

所 在 地 〒876-0012   
大分県佐伯市大字鶴望 2851 番地の 1 

電話番号  (0972)22-2361 
FAX 番号  (0972)22-2362 
U R L    http://kou.oita-ed.jp/saikihounan1/ 
交通機関  JR 佐伯駅より 3.2 ㎞,上岡駅より 2.5 ㎞ 
           大分バス大手前バス停から2.0㎞ 
１ 設置学科 学級数  

        １学年   ２学年  ３学年 
食農ビジネス科 １学級   １学級    １学級 
工業技術科   １学級   １学級  １学級 
福祉科     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(2022.4.9現在) 

学 年 男 子 女 子 合 計 

１ 年 ７８ ８３ １６１ 

２ 年 ５９ ６５ １２４ 

３ 年 ６１ ６７ １２８ 

合 計 １９８ ２１５ ４１３ 

３ 学校の特色 

学校の歴史 

平成 26 年 4 月、佐伯豊南高校と佐伯鶴岡高校を発

展的に統合し、大分県立佐伯豊南高等学校設立。 

食農ビジネス科・工業技術科・福祉科・総合学科 

の4学科を併設。 

教育目標 

１． 仲間や自分を大切にでき、心身ともに豊かな人間性

の育成 

２． 自らの在り方や生き方を探求し、自己実現に向けて

学び続ける姿勢の育成 

３． 地域社会や他者との協働を通し、地域に貢献できる

人材の育成 

教育課程の特色および授業形態 

総合学科 
① 人文・自然科学系列 
大学や看護系の上級学校への進学に必要な学力を身

につけます。 
②情報経営系列 
情報処理や流通会計に関する科目を学習し、ビジネ

スの諸活動における能力や態度を身につけます。 
③生活創造系列 
家庭に関する科目を中心に学習し、生活産業を支え

る基礎的･基本的な知識や技術を身につけます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
食農ビジネス科 
生産・加工・流通･消費の学習と｢６次産業化｣に対応

できる知識・技能及び経営感覚を身につけます。 
工業技術科 
ものづくりに必要な設計･加工・組立・制御を学習

し、知識・技術及び実践的な態度を身につけます。 
福祉科 
社会福祉のスペシャリストとして知識･技術と心豊か

な人間性を身につけ、介護福祉士国家資格取得を目指

します。  

４ 学校生活 
特別活動  

部活動では、多くの生徒が部活動に所属して放課 

後を中心に活動しています。 

＜運動部＞   

レスリング、硬式野球、ソフトボール、陸上競

技、ソフトテニス、サッカー、バレーボール、バ

スケットボール、バドミントン、弓道、卓球、相

撲 

＜文化部＞   

農業、工業、茶道、美術、ＪＲＣ、書道、吹奏

楽、家庭、情報処理、簿記、文芸、福祉、総合学

科 

年間の主な行事 

１学期 歓迎遠足、インターンシップ 

２学期 体育大会・文化祭、鍛錬ウォーキング 

３学期 修学旅行(２年)、学修成果発表会 等 

卒業後の進路(６期生の状況) 

(主な進学先) 

大分大学、西南学院大学、中村学園大学、福岡女学

院大学、別府大学、日本文理大学、大分県立芸術文

化短期大学、別府溝部学園短期大学部、県立農業大

学校、他 

(主な就職先) 

三菱電機、西日本高速道路、日本製鐵（株）九州製

鉄所、大分信用金庫、昭和電工、三井E＆Sマシナリ

ー、九電工、城島高原、川澄化学工業、三菱商事ラ

イフサイエンス、佐伯市社会福祉協議会 他 
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＊学力を身につけ、国公立大学等合格をめざします 

＊専門的な指導で高度資格・検定取得をめざします 

＊地域産業の担い手となる人材育成をめざします 

大分県立三重総合高等学校 

 

 
 

～可能性を実力に 

(Grow your potential to your abilities)～ 
所在地 〒879-7141 豊後大野市三重町秋葉 1010 番地 

電話番号 0974-22-5500 

FAX 番号  0974-22-4669 

URL  kou.oita-ed.jp/miesogo/ 

E-mail     a32670@oen.ed.jp 

交通機関 JR 三重町駅から徒歩 20分 

１ 設置学科 

 １学年 ２学年 ３学年 

普通科 
国公立進学クラス １学級 １学級 １学級 

総合進学クラス １学級 １学級 １学級 

生物環境科 １学級 １学級 １学級 

メディア科学科 １学級 １学級 １学級 

２ 全校生徒数 

 男子 女子 合計 

１年(17期生) 59 68 127 

２年(16期生) 53 62 115 

３年(15期生) 63 66 129 

合計 175 196 371 

３ 学校の特色 

◇三重総合はこんな若者を育てます!

 
豊かな人間性や確かな学力、体力を養うことで、

自己の将来に希望を抱き、高い誇りと困難に打

ち克つ強い心を備えた、地域活力の原動力や地

域社会の担い手となる若者 

 

 総合選択制であなたの夢を実現しよう   
希望に応じて選択できる総合選択科目（2年次 4単位、3年次 6単位） 

  深化科目群：各学科で学ぶ内容をさらに深める 

  共通科目群：学科を超えて学びをさらに広げる 

例えば･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇学力向上の取組 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇部活動活性化プロジェクト 
 ＊運動部 11、文化部 9 あります 

＊全校生徒の８５％が部活動に加入 

＊勉強と部活動の両立で豊かな人間性を育てます！ 

校訓  希望 誇り 克己 

大学進学をめざす人は  

   → 入試科目を集中して選択、学力向上 

  （発展国語、発展英語、探究数学Ⅰなど） 

資格取得をめざす人は 

→ 資格がとれる科目を選択、上級資格にも挑戦 

（簿記、財務会計Ⅰ、ビジネス情報管理など） 

様々なことに興味がある人は 

→ 学科を超えて科目を選択、資格にも挑戦 

 （情報処理、フードデザイン、測量など） 

＊R3年度県総体成績  

剣道部女子個人3位･団体3位、馬術部各競技で優勝 

柔道部男子個人優勝※インターハイ出場 

＊R3年度県新人大会成績 柔道部男子個人優勝※九州大会出場 

＊演劇部 九州高校演劇研究大会最優秀 ※全国高文祭出場 

＊神楽部 新人戦日本音楽部門新人大会最優秀 ※全国高文祭出場 

＊各種県大会で優秀な成績をおさめました。 

野球部、陸上競技部、馬術部、吹奏楽部、ビジネス競技部 

美しくあれ 
若みどり 

進路実績（令和４年３月卒業） 

【進学】大分大(5)、宮崎大(2)、鹿屋体育大、山口東京理科

大、宮崎県立看護大、酪農学園大、別府大(4)、日本文理大(5)、

久留米大、東海大、愛知工業大、大阪体育大、西南女学院大、

西日本工業大、大分県立芸術文化短大、別府大短大、別府溝部

短大、大分短大、藤華医療技術専門学校、大分県立農大 等 

【就職】大分県警、竹田市役所、豊後大野市役所、自衛隊、

九電工、トキハインダストリー、川澄化学 クリオ 等 

２０２２ 
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