
 

大分県立竹田高等学校 
       校   訓 

   自律自尊・進取研鑽・和衷協同 

 所 在 地 〒 878-0013 

 大分県竹田市大字竹田2642番地 

 電話番号 (0974)63-3401 

 FAX番号 (0974)63-1865 

 交通機関 JR 豊肥本線 豊後竹田駅から 

 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 

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 年    ６１    ５８   １１９ 

２ 年    ４８    ６１   １０９ 

３ 年    ７２    ５９   １３１ 

合 計   １８１   １７８   ３５９ 

３ 学校の特色                               

・学校の歴史 

明治30年 大分県大分尋常中学校竹田分校として開校 

昭和23年 大分県立竹田高等学校と改称 

    ＊今年度、１２５周年を迎えています。 

伝統校であるからこそ、各界で活躍する卒業生を数多

く輩出し、その卒業生にも支えられています。里見奨

学金・学林会奨学金（共に給付）など充実した奨学金

制度もその一つです。 

 

・教育目標 

「自律自尊」・「進取研鑽」・「和衷協同」の校訓のもと、

生徒が主体的に学び他者と協働する力を高め、よりよい社会

づくりに貢献できる人材を育成する。 

 

・教育課程の特色や授業形態（令和４年度） 

 １年：応用・標準クラス 

 ２年：文系コース・数理コース（各習熟度別クラス） 

 ３年：文Ⅰ（就職・公務員） 

    文Ⅱ（私立大・短大・専門学校） 

    文Ⅲ（国公立大文系） 

    数理（国公立大理系・私立大理系） 

 

総合的な探究の時間発表会  山岳部インターハイ 

 

４ 学校生活 
・学習活動 

 生徒一人ひとりが自分に合った授業を選択し、主体的に学習

に取り組み、力を伸ばしています（伸ばす竹高）。3年間を

通して他者と協力し課題を解決する力を身につけています。 

「総合的な探究の時間」の取組や「人間関係づくりプログラ

ム」が充実しています。 

・特別活動・学校行事 

 生徒会を中心に「コロナ禍でも元気一杯、活力ある学校」と

なる取組をしています。行事は教育合宿（１年）、岡城址で

の歓迎遠足、修学旅行（２年）、「竹田コミュニティプラン

ニング」成果発表会等があり、なかでも生徒が最も熱くなる

行事は「臥牛祭(文化祭・体育大会)」です。他にも生徒会主

催で地域奉仕活動やクラスマッチを開催しています。 

・部活動 

 体育系12、文化系10の部・同好会があり、例年90％前後の生

徒が入部しています。下校時間の19：30まで短時間で効率よ

く練習を行っています。令和３年度は、山岳部（縦走・スポ

ーツクライミング）が九州大会や全国大会へ出場しました。

書道・吟詠部や放送同好会も全国大会に出場しました。高校

から新たな部活動にチャレンジする生徒も多いです。 

・卒業後の進路 

90％以上の生徒が進学します。令和３年度は、国公立大では

京都大、九州大、山口大、熊本大、長崎大、大分大、宮崎

大、鹿児島大、北九州市立大などに、私立大では、明治大、

東京理科大、立命館大、福岡大、西南学院大などに合格して

います。短大や専門学校への進学、一般企業や公務員に就職

する生徒もいます。生徒それぞれの進路志望に応じた、きめ

細かな指導を行っています。 

 

・竹田高校HP も充実しています。詳しくは、下記QR コー

ドからご覧ください 
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大分県立久住高原農業高等学校 

      

所 在 地 〒878-0204 竹田市久住町栢木5801-32 

電話番号 0974-77-2200 FAX番号 0974-77-2272 

URL    http://kou.oita-ed/kujyuu/ 

交通機関 竹田交通 竹田～久住～直入支所線 

久住高原農業高校前バス停 徒歩１分 

 

１ 設置学科 

 １学年 ２学年 ３学年 

農業科  １学級 １学級 １学級 

２ 全校生徒数と寮生徒数 

全校生徒数 寮生徒数 

 男子 女子 合計 男子 女子 

１年 １５ １１ ２６ １１  ５ 

２年 ２４ ７ ３１ １７  ５ 

３年 ２６  ６ ３２ １９ ４ 

合計 ６５ ２４ ８９ ４７ １４ 

３ 学校の特色  

（１）スクールテーマ 

 

 
大自然に囲まれた環境を最大限に活用。 
本校は生徒の力を最大限に伸ばします！ 
 

（２）学校教育目標 

  

 

 

（３）目指す生徒像 

  

 

（４）魅力ある久住高原農業高校の取組 

  ○地域との協働による高校魅力化推進事業 

・地元中学校への生徒による出前授業 

・地域課題をテーマに一人一研究の実践 

   ・地域に公開する学習成果発表会の実施 

   ・地域の祭りに参加（郷土芸能継承プロジェクト） 

   ・農業大学校、農業系大学へのキャンパス訪問 

  ○特色ある教育環境、農業学習 

・企業と連携したスマート農業学習の推進 

・ドローン操作技術の学習と向上 

・グローバルＧＡＰ・アジアＧＡＰ取得 

・有機ＪＡＳ認証圃場 

 ・地域の農家や農業法人との連携授業 

 ・九大高原農業実験実習場との連携 

○環境保全とボランティア活動 

・入山公廟清掃、大船山・黒岳清掃登山 

   ・地域清掃活動、竹楽ボランティア 

（５）特色ある教育課程 

  ○久住の大自然の環境を活かし、「作物」「野菜」「草

花」「畜産」の専門科目を実践的に学びます。 

〇自然環境を大切にする心の育成に向け、「竹田久住

高原学」で地元学・地域環境を学びます。 

〇学校設定科目「チャレンジＭｙ農場」で、地域農

業が抱える課題や問題を科学的、論理的に解決で

きる手法を学びます。 

○２年次からのコース制導入により、少人数制授業

が実現し、より丁寧な指導が受けられます。 

（６）部活動 

  ○軟式野球部、陸上部、うし部、農業鑑定部、農業

愛好部、折り紙同好会があります。 

  ○うし部は全国でも珍しい部活で、和牛のオリンピ

ック「共進会」の出場を目指しています。 

（７）卒業後の進路 

 ○主な進学先（過去３年間） 
   島根大学、東京農業大学、南九州大学、日本文理

大学、大分県立農業大学校、宮崎県立農業大学校、
別府大学短期大学部、各種専門学校等 

  ○主な就職先（過去３年間） 
   農事組合法人エコファーム２１、農事組合法人芦

刈農産、お花屋さんぶんご三重、（有）うしの中山
大久保病院、名水美人ファクトリー、大分県椎茸
農業協同組合、（株）吉田喜九州、自衛隊 

（８）竹田市運営の学生寮が新設 

 ○令和元年に新しい学生寮が敷地内に完成。 

校 訓 高爽・創生・躍進 

農業留学生募集中！ 

久住高原農業高校でしか味わえない 

「農業」で学ぶ「感動」がきっとある！ 

揺るぎない希望を抱き、 

高い誇りと何事にも打ち克つ強い意志を持ち、

地域の文化・経済の発展の担い手として 

たくましく生きる農業人材を育成する。 

『小さな学校の大きな希望』 

①自ら学び、課題解決能力を身につけ、社会の変化

に応じて自らの判断で行動できる生徒 

②夢や目標を見つけ、それに向かって自ら能力や適

正を伸ばし挑戦し続ける生徒 

③豊かな人間性と自然を愛する心を持ち、自律した

社会人として活躍できる生徒 -50-



        大分県立玖珠美山高等学校 

         校訓 自立・創造・協同 

 

所 在 地 〒879-4403 玖珠郡玖珠町帆足160 

 電話番号     (0973)72-1148 

 F A X 番 号     (0973)72-1149 

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

 交通機関 ＪＲ久大線豊後森駅から徒歩５分 

 

◆設置学科・各学年別学級数(令和４年度) 

 

◆全校生徒数（令和４年度） 

 １学年 ２学年 ３学年 合計 

普 通 科 ８７  ８２  ６４ ２３３ 

地域産業科 ２５  ２８  １９  ７２ 

合   計 １１２ １１０  ８３ ３０５ 

 

県下高校初のコミュニティ・スクール導入！ 
地域に根ざした教育活動により、思考力・判断力・

表現力の育成や、市民性を涵養し、一人一人の夢を

実現します。 

                            

◆スローガン 

 

 

 

 

◆校訓 

「自立」 

自ら学び、考え、判断し、常に前進する力 

「創造」 

自分と社会の幸せのために新しいものを生み出す力 

「協同」 

自ら人と協力し、お互いの心を合わせチームで働く力 

 

◆学校教育目標(育成したい生徒像) 

「自立・創造・協同」の校訓のもと、高い識見と豊

かな情操を養い、社会を逞しく生き抜く力を身につけ

た、心身ともに健全な生徒の育成 

 

◆令和４年度重点目標 

（１）深い学びの実現と学びに向かう力の伸長による進 

  路希望の達成 

（２）自他を敬愛する人権感覚と豊かな人間性の育成 

（３）保護者や地域と連携した魅力ある学校づくりの推進 

（４）安全・安心な教育環境の整備と働き方改革の推進 

◆学科紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆主な進路先（過去３年分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜就職希望者 就職率１００％＞ 

 １学年 ２学年 ３学年 

普 通 科 ３学級 ３学級 ３学級 

地域産業科 １学級 １学級 １学級 

美山PRIDE 

地域産業科 

普 通 科 
大学進学を中心とした幅広い進路希望に対応する

ため進路目標に応じたコースを設置し、基礎学力の定

着を図り、知識を活用する取組を通して問題解決能力

を身につけた人材を育成します。 

農業の基礎的学習を基に、野菜、畜産、食品製造の

専門的知識と技術力を習得し、経営や流通の専門学習

や総合選択制による、商業、情報等の幅広い学習を通

して地域の人材や資源等を活用した地域課題の解決

に向けて取り組める人材の育成を行います。 

     ＜令和３年度も健闘しました！＞ 

○国公立大学 

九州大学、九州工業大学、大分大学、広島大学、 

高知大学、熊本大学、長崎大学、鹿児島大学 等 

○私立大学 

中央大学、東京農業大学、別府大学、九州産業大学、

立命館大学、立命館アジア太平洋大学、福岡大学 

京都産業大学、福岡工業大学 等 

○専門学校 

藤華医療技術専門学校、平岡調理・製菓専門学校 等 

 

小国町役場、自衛官、公月測量設計、高梨販売 

日本郵便九州支店、大山町農業協同組合、 

老人保健施設はね、玖珠NOK、新栄合板工業 等 

 

＜進学＞ 

＜就職＞ 
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  大分県立日田高等学校 
〒877-0025 日田市田島 2丁目9-30  

TEL 0973-23-0166（代表） 

FAX  0973-23-0167 

ＵＲＬ     http://kou.oita-ed.jp/hita/ 

交通機関  JR 日田駅 

  

 

１ 設置学科 各学年別学級数 

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 ８２ ９８ １８０ 

２年 ８９ ８０ １６９ 

３年 ８７ １０３ １９０ 

合計 ２５８ ２８３ ５３９ 

３ 学校の特色 

・志高く、知・徳・体の調和のとれた心豊かで 

たくましい人間の育成  

・創立１０１周年の伝統（大正１０年大分県立 

日田中学校として開校） 

・スーパーサイエンス･ハイスクール指定校 

 

 

SSH（スーパーサイエンスハイスクール）とは？ 

「文部科学省より指定を受け、理科・数学に重点を置いた   

カリキュラムの開発や大学等との連携による、先進的な 

理数系教育を実施する高等学校」のことです。 

 

・SSHによる教科「SS 探究」の主な内容  

「水郷ひた」の地の利を生かした「Water Science」等、

他の学校では体験できない独自の科目を開設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SSH関係の主な活動  

「海外（マレーシア）研修」 

国際的な科学技術人材 

の育成を目的に全て 

英語を用いての研修 

です。 

 （２年生SS クラス） 

「SSH 成果発表会」 

SSH関係教科の一年間の 

研究成果をパトリア日田 

にて発表します。 

（２年探究Ⅰの成果発表）⇒ 

 

４ 進路指導の特長 

 丁寧な進路指導と様々な体験を通して、生徒たちは進路 

 目標達成のために頑張っています。 

 

〇入学時のつまずきをなくすために 

 入学後、ﾌﾚｯｼｬｰｽﾞｾﾐﾅｰで学習習慣・学習方法を指導 

〇個に応じた指導の充実 

 学習習熟度別指導を数学・英語で導入 

 土曜学習会（PTA 主催）、学習合宿、添削指導等 

〇教員の授業力の向上を目指して 

 日田高深い学び３視点による授業改善 

 

・卒業生の合格実績（現役延べ数） 

   

 

５ 部活動 

 部活動加入率が９５％を超えています。多くの生徒が、 

勉強に部活動に、充実した毎日を送っています。 
 
 

  

 

  

 

 

〇アジアジュニア日本代表：ボート部【男】 

  新型コロナ感染症感染拡大防止のため大会は中止 

〇インターハイ出場：ボート部【男】 

  男子シングルスカル２位、男子舵手付クォドルプル３位 

○全国選抜大会出場：ボート部【男】 

  男子ダブルスカル９位 

○全国選抜大会出場：弓道部【女】 

女子個人６位 

進学 
国公立

大学 

準 

大学 

私立

大学 

国公

短大 

私立

短大 

その

他 
計 

H30 98 1 164 11 11 22 307 

H31 99 3 159 3 12 21 297 

R２ 104 1 241 5 7 20 378 

R3  90 2 213 9 10 42 366 

R4 93 ０ 244 10 ７ 29 383 

就職 公務員 サービス業 その他 計 

H30 1 0 0 1 

H31 6 1 0 7 

R2 5 1 2 8 

R3 1 2 0 3 

R4 ３ 0 2 ５ 
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大分県立日田三隈高等学校 

         校訓  自立・実践・信頼 

所在地 〒877－0000      
       大分県日田市大字友田1546-1  
 電話番号    (0973) 23-3130                 
 FAX番号    (0973) 23-3131                  
 ＵＲＬ  http://kou.oita-ed.jp/hitamikuma/ 
 交通機関 JR久大本線光岡駅下車徒歩10分   

日田バス三隈高校前下車1分       
１ 設置学科 総合学科  

１学年(4学級)２学年(4学級)３学年(4学級) 
２ 全校生徒数  
  男子  女子  合計   

１年  25 82 107 
２年  17 94 111 
３年  31 84 115 
合計  73 260 333 

３ 本校の特色  
  昭和３９年に日田三隈商業高校として開校し、

昭和５８年に普通科を増設、校名を日田三隈高校

と改名しました。平成８年大分県下初の「総合学

科」に改編し、今年で２７年目になります。  
 本校は、キャリア教育を体系化した独自のシス

テム（Mikuma PAS System）を有しており、３年

間を見通した様々な教育活動を通じて、進路希望

を達成する力を身につけるとともに、生涯にわた

る「生きる力」を育成しています。  
※Mikuma PAS Systemとは  
  １年次の PAS First では、「産業社会と人間」の学習

を通して、職業調査や職業人インタビュー、ライフプ

ランの作成等を行い進路や社会について学びながら、

４つの力「調べる力・まとめる力・発表する力・聞く

力」を身につけます。２年次の PAS Second では、イン

ターンシップなどの体験的学習を行い、３年次の PAS 

Third では、一人一人がテーマを設定して研究を行う

ことで、４つの力に加え実践的な力を身につけます。

これらの活動を通して「生きる力」を身につけ、全員

が進路目標を達成しています。そして、３０歳になっ

て提出する「３０歳のレポート」を PAS Final に位置

づけています。 

４ 学校生活  
（１）学習活動  
 本校には、①人文社会系列 ②自然科学系列 

③ビジネス情報系列 ④ビジネス会計系列 

⑤生活科学系列 の５つの系列があります。 

 系列は学科やコースとは違い、その系列の科を中心

に、自分の興味・関心や将来の進路に応じて様々な科

目を組み合わせ、個別の時間割を作成しています。本

校では、科目選択や様々な学習活動を通じて、「選択す

る力」を身につけます。 

（２）特別活動  
   生徒会を中心に、日田支援学校との交流や地域と

連携したボランティア活動に参加しています。また校

内の美化清掃活動にも力を入れています。 

（３）部活動  
体育部：硬式野球、バレー、硬式テニス、陸上、 

ボート、バスケット、弓道、卓球、 

ソフトボール、バドミントン 

文化部：演劇、ギター・マンドリン、生活研究、 

      華道、茶道、商業、美術、放送 

体育部、文化部ともに盛んに活動しています。 

ボート部は全国大会の常連校ですし、ギター・マンド

リン部は県内最大規模のマンドリン合奏団として高い

評価を得ています。また、商業部の三隈マーケットは

常設店舗のほか県外百貨店等でも販売活動を行ってい

ます。 

 

    

                 
 

（４）卒業後の進路 

  例年３年生の全員が進路を決定して卒業します

（進学77％、就職23％）。進学先は大学・短大・看

護医療系・専門学校と多様であり、高校生活全般

の実績を活かして主に推薦入試で合格を決めて

います。就職先も地元の企業・日田市役所をはじ

め、県内の企業を中心に就職を決定しています。 

（５）中学生の皆さんへ  
日田三隈高校のキャッチフレーズは、“未来の自分に

ワクワク  私は三隈高校で「生き方」をデザインする！”

です。 

昨年度の卒業時アンケートでは 98％の生徒が「本

校で学んで良かった」と回答しています。総合学科で

の学習に意欲を持ち、様々な活動に積極的に取り組む

生徒の入学を待っています。 

 

正門から校舎に続く桜並木 

グループ学習の様子 

部活動の様子 正門から校舎に続く桜並木 

三隈祭（学園祭） 
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大分県立日田林工高等学校 

校訓 敬愛･勤勉･創造 

所在地〒877-0083 大分県日田市吹上町 30 

電話番号  0973 (22)-5171  FAX 番号 0973 (22)-5173 

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

交通機関 ＪＲ久大線日田駅よりバス約 10分  

 

１. 設置学科 各学年別学級数 

・農業系:林業科 

・工業系:機械科、電気科、建築土木科 

※全学科各学年１学級 
 

２. 全校生徒数（各学年別） 

 男 子 女 子 合 計 

1 年 １２１ ２１ １４２ 

2 年 １１５ ２０ １３５ 

3 年 １２３ １２ １３５ 

合計 ３５９ ５３ ４１２ 

 

３. 学校の特色 

 『匠の技で未来をつくる日田林工』 

 

1901(明治 34)年に創立され 121 年の歴史と伝統を

もつ農・工併設（農業系学科１学科、工業系学科３

学科）の学校です。卒業生は今春で24,087人を数え、

地元産業界をはじめ全国で幅広く活躍しています。 

＜学校教育目標と重点目標＞ 

敬愛、勤勉、創造の校訓のもと、高い専門性を有

し、自ら考え行動できる心身ともに健全な生徒を育

てる。 

 １．規律ある生活習慣を確立するとともに、人権を

尊重する調和のとれた生徒を育てる。 

２．授業改善による基礎学力の定着とコミュニケー

ション能力を育成することで希望進路の達成を

図る。 

３．体験学習を重視し「１．１」の精神で、ものづ

くりや資格取得に挑戦させ、専門性を高めさせる。 

＜専門性が高く特色ある実習＞ 

教室では基礎・基本的知識を学び、実習棟では体

験を主とした実習が毎週行われます。小班に分かれ

実践的な技能･技術の習得に取り組み、さらに資格取 

得にもつなげています。各科独立した実習棟には最 

新設備や実験装置を備え県内屈指の専門高校として

産業界の第一線で活躍する技術者が巣立っています。 

また、林業科では 77ha を有する三花演習林での宿

泊実習を在学中に４回(1泊･2泊2回ずつ)行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画的に資格取得に挑戦＞ 

本校独自の「資格のしおり」を活用し、学科毎に将

来の職業に必要不可欠な資格を取得します。 

林業科：伐採等特別教育、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習 

機械科：技能検定(機械検査･機械加工等)、ｶﾞｽ溶接技能講習 

電気科：電気工事士、電気主任技術者試験 

建築土木科：測量士補、建築・土木施工管理技士 

 

４. 学校生活 

＜特別活動＞ 

○体育部(１４)  

野球･ソフトテニス･陸上競技･サッカー･柔道･剣道･

卓球･バレーボール･バスケットボール･バドミント

ン･相撲･ソフトボール･弓道・総合運動 

○文化部(６) 

吹奏楽・美術・放送・囲碁・ＪＲＣ・家庭クラブ 

○ものづくりや各種大会へ挑戦する専門部(５) 

林業・機械・電気・建築・土木各クラブ 

＜学校行事＞ 

 学科対抗の伝統の体育大会（10月）、学科やクラス

の特色を活かした月隈祭（11 月）、千年あかり等の地

域ボランテイア（11 月）、体験型の修学旅行（12月） 

＜卒業後の進路＞ 

 令和 3 年度卒業の 100％が希望進路を達成しまし

た（企業求人数は 2031）。公務員および進学希望者に

は個別指導や特別補習を実施しており、公務員に 10

名合格、大学等に 32 名が進学しています。 

 

◇◇◇◇◇◇  中学生の皆さんへ  ◇◇◇◇◇◇ 

 『林工』は、県下有数の実習設備を備えるなど充

実した教育環境の中で、生活を支える技術や資格を

習得でき、就職を中心に公務員･進学(専門高校枠の

国公立推薦含む)など皆さんの進路希望に十分に応

えられる専門高校です。部活動や学校行事も活発で、

勉強に限らず様々な場面で自分の可能性を引き出せ

ます。就職力や進学力を身に付け、進路実現に向け

て挑戦する皆さんを待っています。 

林 業 科：『森林と環境を科学する学科』 

 機 械 科：『夢をかたちにする学科』 

 電 気 科：『未来を創造する学科』 

建築土木科：『快適で安全な生活環境を創造する学科』 
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大分県立中津南高等学校 

       校訓 礼儀・誠実・進取・向上 

所 在 地 〒８７１－００４３ 

       大分県中津市高畑２０９３番地 

電話番号 ０９７９－２２－０２２４ 

FAX 番号 ０９７９－２３－４６７８ 

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

交通機関 ＪＲ中津駅下車 徒歩 20 分  または 

       大分交通バス 豊田町２丁目下車 徒歩５分 

１．設置学科 
      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（４／９現在） 

 男子 女子 合計 

１年 95 102 197 

２年 91 95 186 

３年  105 89 194 

合計 291 286 577 

３．学校の特色 

（１）歴史 

学校創立１２９年を迎えました。 

県下で二番目に長い歴史を誇る伝統校です。 

（２）教育目標 

校訓「礼儀・誠実・進取・向上」のもと、「知・徳・体」

の調和のとれた全人教育を推進し、本校の特色ある

教育活動を実践することで、持続可能な社会の実現

に寄与する人材を育成する。 

次代を担うリーダーを育てます 

（３）授業形態 

授業時間の

充実 

選択授業の

充実 

習熟度別授業の 

実施 

標準より多い時

間数を確保して

います。 

進路希望に応

じた科目選択が

可能です。 

英語・数学では生徒

の習熟度に応じた授

業を展開しています。 

（４）進学先 

  卒業後、多くの生徒が大学等へ進学します。 

〈２０２２年度大学入試合格者総数〉  

国公立大 学 1３３名 

九州大６名、大分大(医)２名、山梨大（医）、筑波大、

大阪大、神戸大、広島大、千葉大、大阪公立大、 

熊本大、岡山大、九州工業大、長崎大、山口大、 

福岡教育大、北九州市立大、佐賀大、大分大、宮崎大 

国公立大現役合格率（合格者数／受験者数）72.6％ 

部活動生合格率 73.2％(文化部 71％、運動部 75％) 

多くの卒業生が文武両道を成し遂げています。 

私 立 大 学 ３４３名 

慶応義塾大、明治大、立教大、青山学院大、関西大 

同志社大、立命館大、西南学院大ほか多数合格 

 

４．学校生活 

〈学習活動〉 

①「学問のススメ」の活用 

   中学校での既習事項を整理した「学問のススメ」

を活用→高校での学習をスムーズにスタート 

②「わかる授業・学力を伸ばす授業」の実施 

授業研究や研修に基づいた授業改善の推進→

主体的・対話的で深い学びを重視した質の高い授

業の実施→確実な学力の定着 

③発展的な学習環境と学力の深化発展 

土曜講座、夏季・冬季補習、朝学習等の充実→

主体的に思考・判断して表現する力の向上 

  ④自ら課題を発見・解決する探究学習 

      総合的な探究の時間「SUSUME プロジェクト」

の実施→地域・日本・世界の課題発見・解決に向

かう姿勢の確立 

⑤自学力向上のための校外合宿の実施 

     ・１年次４月の教育合宿：仲間づくり、高校での学

習方法の習得や規則正しい生活習慣の確立 

・３年次８月の勉強合宿：極限まで学習に頑張る

ことができる自分への気づき、目標達成に向けての

強い意識の確立 

 ⑥グローバル人材育成に向けた特色ある活動 

   ２年次、７月のイングリッシュセミナーへの参加、 

毎年３月実施のカナダ短期海外留学等の実施→

向上・挑戦する意欲の高まり 

〈主な学校行事等〉 

  充実した特別活動に、皆積極的に参加しています！ 

（ 4 月）入学式､歓迎遠足､1 年教育合宿 
（ 5 月）生徒総会、県総体 
（ 6 月）南北親善球技大会、進学講演会 
（ 8 月）3 年勉強合宿 
（ 9 月） 中学生体験入学会、開扇祭 
（10・12月） 職業人に学ぶ 
（12 月） 福澤弁論大会､修学旅行 
（ 3 月）卒業式､クラスマッチ､短期海外留学《希望者》 
〈部活動・同好会〉 

【運動部】空手道､バスケットボール､サッカー､ 

卓球､テニス､弓道､野球､剣道､柔道､陸上､水泳 

【文化部】ESS､新聞､文芸､演劇､科学､茶道､放送､ 

    JRC､美術､音楽､書道､吹奏楽､かるた 
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大分県立中津南高等学校
耶馬溪校

進取 向上校訓 礼儀 誠実

所 在 地 〒８７１－０４０４
大分県中津市耶馬溪町大字戸原1650-3
０９７９－５４－２０１１電話番号
０９７９－５４－２５１９FAX 番号
http://kou.oita-ed.jp/yabakei/Ｕ Ｒ Ｌ

交通機関 ＪＲ中津駅よりスクールバスで４０分

１．設置学科

普通科

１学年 ２学年 ３学年

１学級 １学級 １学級

(1) 本校のあゆみ
昭和４０年４月に「県立耶馬溪高等学校」とし

て独立、平成７年にはコース制を導入しました。
平成１９年、中津南高校の分校となり 「中津南、

耶馬溪校」として、新たな一歩を踏み出高等学校
しました。今年度、耶馬溪校として１６年目を迎
えます。

(2) 学校テーマ

小さな学校の大きな挑戦
～一人一人が主役になれる耶馬溪校～

(3) 学校標語
「笑顔と挨拶 おもいやり」

(4)教育目標
礼儀・誠実・進取・向上 の校訓のもと 知「 」 、「

・徳・体」の調和のとれた全人教育を推進し、本
校の特色ある教育活動を実践することで、持続可
能な社会の実現に寄与する人材を育成する。

２．学校生活

(1) 学習活動
① コース編成（３コース）

２年次より、希望コースを選択します。３つの
、 、コースの特性に合わせて 全授業の６０％以上が

１クラス３解体(または２解体)の少人数授業形式
で実施しています。一人一人の進路希望や適性
に沿ったきめ細やかな個別指導で学力をつけ、第
一志望の進路を達成します。

進学コース
地元大学、短大等との連携や個別指導により進

学力を育成します。基礎学力を定着させるととも
に個に応じた指導や外部講師招聘による授業を通
じて進学力を身につけます。

情報会計コース
地域経済や地域活性化の担い手としての総合的

なビジネス実践力を育成します。地域や外部機関
と連携した実践的・体験的な活動を通して、専門
的能力、人間力を身につけ、ビジネス社会に対応
できる人材の育成を目指します。

生活福祉コース
地域の福祉施設・短大等との連携により実践的

な介護・保育系の人材を育成します。地域との交
流や福祉施設実習、外部講師を招聘した体験的な
学習を通して知識・技術を身につけ、福祉に関わ
る専門的な資格取得を目指します。

☆取得できる資格

漢字検定・語彙読解力検定進学コース
数学検定・実用英語検定

全商珠算・電卓実務検定情報会計コース
全商ビジネス文書実務検定
全商簿記実務検定
全商情報処理検定
日商簿記検定

介護職員初任者研修生活福祉コース
認知症サポーター養成講座
食物調理技術検定
保育技術検定

② 放課後補充学習
月２回程度放課後に習熟度別少人数グループに

分かれて、苦手分野を克服する放課後補充学習に
より、基礎・基本の学力の定着を図っています。

授業「耶馬溪学」③ 耶馬溪校ならではの
「理科」の選択科目で、本校生徒が小学生にホ

タルについて教える「ホタル授業」を発展させた
ものです。ホタルを始めとした耶馬溪町の自然が
教材です。地域の人たちとホタル観賞会を行った
り、河川の環境を考えたりしながらホタルの幼虫
放流を行います。

(2) 学校行事・生徒会活動
４月 入学式・対面式・歓迎遠足
５月 ホタル授業 県総体壮行会
６月 ホタル鑑賞会 生徒総会
７月 クラスマッチ 平和学習
９月 面接指導、進路激励会 体育大会

１０月 体験入学会
１１月 紅葉祭（文化祭）
１２月 クラスマッチ
１月 修学旅行
２月 ホタル幼虫放流式
３月 卒業式

(3) 部活動・同好会
運動部①

総合運動部 ソフトテニス同好会
バドミントン同好会

文化部②
家庭部 放送部 情報研究部
科学部 書道同好会 耶馬溪同好会

３．卒業後の進路（令和4年3月卒業生実績）
大学・専門学校①

別府大学、大分県立工科短期大学校、小倉リハ
ビリテーション学院 他
就 職②

、 、 、 、ダイハツ九州 全日警 いずみの園 さつき苑
耶馬渓製作所 他

（就職・進学率１1年連続１００％）
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    大分県立中津北高等学校 
 
    校訓 君の知性を磨け 
          君の人格を高めよ 
            君の身体を鍛えよ 
 
  〒871-0024  中津市中央町１丁目６番８３号 
           （ＪＲ中津駅下車 徒歩 15 分） 
    電  話       ０９７９－２２－０２４４ 
   ＦＡＸ     ０９７９－２２－９９１９ 
    ＵＲＬ      http://kou.oita-ed.jp/nakatukita 
 
  １．設置学科・学級数・生徒数 

学科
 

学年
 

学級数
 生徒数 

男子 女子 計 

普通科 
１年 ５学級 67 112 179 
２年 ４学級 55 100 155 
３年 ５学級 51 100 151 

合計 173 312 485 

 
 
 ２．歴史・沿革 

明治 44 年（1911 年）郡立高等女学校として創立 
昭和 23 年（1948 年）大分県立中津第一高等学校と改称 
昭和 26 年（1951 年）大分県立中津西高等学校北校舎と改称 
昭和 28 年（1953 年）大分県立中津西高等学校南北両校舎を分離 

北校舎を大分県立中津北高等学校と改称 

平成 23 年（2011 年）創立百周年記念式典挙行 
令和 ３年（2021 年）創立百十周年記念式典挙行 

 
 
  ３．学校の特色 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４．学校行事・部活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    ５．卒業後の進路 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◯コース編成 
 ２年次に文理選択、３年次に４コース制のカリキュラム 

◯確かな「生きる力」の育成 
・自ら学びに向かう力の育成 
・「哲学対話」による思考力・表現力・傾聴力の向上 
・基本的生活習慣の確立 

◯快適な教育環境 
・学生食堂や宿泊施設を備えた北高会館 
・多目的に使える NK ホール 
・校舎内の自学スペース 

生徒会中心の行事運営 下線は生徒会が中心に活動 
 ４月  入学式／歓迎遠足 
      NKSP（校内教育合宿） 
 ６月  県総体／生徒総会 
     南北親善球技大会 
７月  授業研究会 

平和授業講演会 
 ９月  北高祭（文化祭） 

 ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（9 月 23 日(金)） 
 
 
 
 

１０月 体育大会 ごみゼロ運動 
       授業研究会 
１１月 県新人大会／人権講演会 
１２月 校内球技大会／修学旅行 
  １月 百人一首大会 
       大学入学共通テスト 
  ３月 卒業式   
      高校入試（一次） 

 

国国公公立立大大  ２２１１名名合合格格（（令令和和４４年年春春）） 
 国公立大学 広島大 熊本大 大分大 山口大 宮崎大  

北九州市立大 長崎県立大 高知工科大 下関市立大など 
 私立大学   関西学院大 西南学院大 中村学園大､福岡大､別府大など 
 専門学校    大分中央看護 麻生看護大学校 県立工科短期大学校など  
 就  職    大分県警察 海上保安庁 株式会社中津急行など 
 

 国公立 
大学 

私立 
大学 

国公 
短大 

私立 
短大 

専門 
学校 就職 

R4 21 109 9 22 53 5 
R3 27 98 6 18 57 10 
R2 27 81 2 17 64 7 

 

１年 ２年 ３年

文 Ⅰ （文 系 ３教 科 重 点 型 ）

文 Ⅱ （文 系 ５教 科 重 点 型 ）

理 Ⅰ （理 系 ３教 科 重 点 型 ）

理 Ⅱ （理 系 ５教 科 重 点 型 ）

４ク ラ ス

文 系

理 系

部活動－確かな文武両道  
[文化部]弁論 新聞 放送 科学 美術 家庭 茶道 ESS  ボランティア 
        吹奏楽 音楽 書道    [同好会]マンガ研究会 
[運動部]陸上競技 バスケットボール バレーボール 野球 サッカー 
        卓球 弓道 剣道 柔道 空手道 テニス 水泳 
 
＜ 令和３年度 の主な実績＞ 
  ●バスケットボール部（女子） 

第 69 回大分県高等学校総合体育大会 準優勝 
第 74 回全国高等学校バスケットボール選手権大会大分県予選 第３位 
令和３年度大分県高等学校新人バスケットボール競技大会 準優勝 

  ●書道部 
   第 66 回毎日学生競書展 個人 文部科学大臣賞（全国一） 
   第 58 回全国学生書道展 個人 文部科学大臣賞（全国一） 
   第 46 回全国高等学校総合文化祭（とうきょう総文 2022）大分県代表 
 ●空手道部 
   第 69 回大分県高等学校総合体育大会 男子個人形 第３位 
 ●柔道部 
   女子第３5 回大分県高等学校新人柔道大会 女子個人 第３位 
 ●吹奏楽部 
   第 34 回大分県マーチングコンテスト 銀賞 
   第 39 回九州マーチングコンテスト 銀賞 
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