
大分県立中津東高等学校

校訓）自立 創造 誠実さ（

規律ある生活習慣、基礎学力が身につき、
希望進路が達成できる学校

所 在 地 中津市大字上如水145番地3〒871－0004

0979-32-3800 0979-32-3802電話番号 ＦＡＸ

交通機関 ＪＲ東中津駅下車 徒歩20分
大交バス「中津東高校入口」から徒歩10分

1 設置学科・学級数等

機械科 1 学級
工 電気科 1 学級
業 土木科 1 学級

生産システム科 1 学級
ビジネス会計科 1 学級商
ビジネス情報科 1 学級業

２ 全校生徒数

男 子 女 子 合 計
１ 年 151 78 229
２ 年 142 96 238
３ 年 141 93 234

434 267 701合 計

３ 学校の特色

【学校の歴史】
平成17年 3月 ｢高校改革推進計画」により、中津商

業高校、中津工業高校を発展的に統
合し、新設高校として中津工業高校
の校地に設置することが決定

平成20年 3月 設置学科及び学級数を決定
◆全日制：６学科７学級
◆定時制：２学科２学級

平成20年 9月 ｢大分県立中津東高等学校｣を設置
平成21年 4月 開校式、第１回入学式を挙行
平成23年 4月 機械科１学級減
平成30年11月 創立１０周年記念式典
令和 4年 4月 第１4回入学式を挙行

【教育目標】
自らの夢や希望に向かって、たゆみない努力で挑戦

し、国際社会や地域社会に貢献できる心豊かで創造力
とたくましさを兼ね備えた人材を育成する。

【キャッチフレーズ】

hallenge reation ommunication nnovationC C C I

挑 戦 創 造 伝 達 刷 新

☆校訓のもと、商業・工業の専門学科を有する総合選
択制の高校として、将来の地域社会を支えるため、挑
戦の精神と創造力を持ったスペシャリストとしての産
業人を育成します。

☆社会の形成に主体的に参画し、産業人としての職業
観・倫理観にあふれ、未来を拓く実践力のある人材を
育成します。

４ 学校生活

■総合選択制の導入
（工業科 ・ （商業科）■ものづくり系 ビジネス系）

【学 習】
◇機械科

設計・製図・工作を始めとする機械に関する知識
と技能・技術を習得する学科

◇電気科
電気工学を基礎とし、その応用として、ロボット・
コンピュータなどの先端技術にも対応できる実践
的な技術を習得する学科

◇土木科
社会基盤整備に関する専門知識を学習し、情報

社会に対応できる土木・建築技術を習得する学科
◇生産システム科

ものづくりを総合的に学習し、素材・生産・商品・
物流システム等の知識・技術を習得する学科

◇ビジネス会計科
簿記・会計分野を中心とした経理事務に関する

専門的な知識・技術を習得する学科
◇ビジネス情報科

ビジネスに必要な情報の収集・処理・管理など
情報活用に関する知識・技術を習得する学科

【部 活 動】
◎運動部
硬式野球、バレーボール、バスケットボール、卓球、
サッカー、ソフトテニス、陸上、相撲、柔道、剣道、

（ゴルフ、ライフル射撃）総合運動部
◎文化部
工業クラブ 、（ﾛﾎﾞｯﾄ・機械工作、土木ｸﾗﾌﾞ、生産ｸﾗﾌﾞ等）

商業クラブ（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、ﾜｰﾌﾟﾛ、簿記、珠算・電卓、
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）、ＪＲＣ、家庭専門、吹奏楽、書道、放送

未来に向けて に取り組む中津東高校ＣCＣＩ
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  大分県立中津東高等学校 

定時制 
   校訓   

自立・創造・誠実さ 

所在地 〒８７１－０００４ 中津市上如水１４５－３ 

電話番号 （０９７９）３２－２３４６ 
FAX 番号 （０９７９）３２－２３４６ 

URL  http://kou.oita-ed.jp/nakatuhigasitei/ 
交通機関 JR「東中津駅」から徒歩２０分 

     大交北部バス「中津東高校入口」から徒歩５分 

１．設置学科   各学年別学級数 
   １年次 機械科 １学級 商業科 １学級 
   ２年次 機械科 １学級 商業科 １学級 

３年次 機械科 １学級 商業科 １学級 
４年次 機械科 １学級 商業科 １学級 

２．全校生徒数 

 男子 女子 合計 

１年 ３ １   ４ 

２年 １ ４  ５ 

３年 ５ ０  ５ 

４年 ２ １   ３ 

合計 １１ ６  １７ 

３．学校の特色 

○キャッチフレーズ 

「働きながら学ぶことに誇りを持とう！」        

○学校の歴史 

平成２１年４月９日、中津工業高校と中津商業高

校が発展的統合し、中津東高校として開校しました。 
○教育課程の特色や授業形態 

定時制は４年間で卒業することを基本としていま

すが、本校では『単位制』を採用し、２年次から通

信制高校との併修による『三修制』（３年間で卒業

すること）も取り入れています。 
授業は少人数編成で実施し、基礎・基本の定着を

重視し、細部に行き届く学習指導を行っています。

各種の『資格取得』を推進し『生きて働く力』の養

成をめざしています。 
一日の仕事を終えた生徒は、１７時頃に登校し、

校内の給食室で手作りの給食を食べ、１８時から４

時限の授業（各４５分）を受けます。 
授業は定時制棟の専用教室で行われ、グラウンド

や体育館、機械科の実習設備や商業科のコンピュー

タ室などは全日制と共用しています。 

 
独立した定時制棟 

４．学校生活 

○学習活動 

機械科・商業科ともに、座学と実習の授業があ

り、毎時間楽しく和気あいあいとした雰囲気の中

で学習しています。校時は次のとおりです。  

１７：１５～１７：５０ 給 食 

１７：５５～１８：００ ＳＨＲ 

１８：００～２１：１５ 授業（１～４時限） 

本校では将来の進路選択に役立つよう、次の資

格取得をめざす指導を行っています。危険物取扱

者、技能検定、ガス溶接・アーク溶接技能、計算

技術検定、基礎製図検定、全商簿記検定、情報処

理検定、商業経済検定、ビジネス文書実務検定、

ビジネス計算実務検定、英語検定、漢字検定等 

○学校行事 

新入生歓迎親睦会、体育祭、文化祭、球技大会、

お別れレクリエーションなどの学校行事を、生徒

会を中心に運営しています。 
また、働きながら学ぶ定時制生徒にとって日頃

の生活で経験したことを発表する『生徒生活体験

発表大会』も大切な行事の一つです。 

○部活動 

   『定時制通信制高等学校体育大会（定通県体）』

が６月上旬に開催され、バドミントン・卓球に出

場しています。昨年度は、バドミントンのダブル

スで男女とも優勝し、全国大会に出場しました。 
  ○卒業後の進路 

例年、大学や短大等に進む者がいる一方で、専

門性を活かした就職も可能です。昨年度は卒業生

全員が正社員として就職しました。 
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大分県立宇佐高等学校 

校訓    剛健・友愛・創造 
 
・所在地     〒872-0102 
               宇佐市大字南宇佐 1543 
・電話番号     0978-37-0117 
・FAX 番号   0978-37-0866 
・URL     http://kou.oita-ed.jp/usa/ 
        ＊ホームページは、頻繁に更新して

います。ぜひご覧ください。 
・メールアドレス   a32930@oen.ed.jp 
・交通機関    大交北部バス「宇佐高校入口」

下車 1 分 

 

１ 設置学科、学級数 

普通科 

1 学年 ２学年 3 学年 計 

4 学級 ４学級 ４学級 1２学級 

 

２ 本校の特色 

（１）本校の歴史 

・ともに明治時代に設置された旧宇佐高校と四

日市高校が発展的統合し、平成 19 年に新た

に開校。今年度創立 1６年目を迎えました。 

（２）多様な進路目標に応じた進路指導 

 ・高い進路目標を意識づけるための進路講演会 

・志望大学合格に向けた徹底した個別指導 

 ・これまでの実績による私大指定校推薦 

 ・地域を代表する有力企業への就職 

（３）学習意欲を高める教育環境 

  ・電子黒板やタブレット端末を活用した授業 

 ・次代を担う人材育成をめざす地域探究学習 

・外部人材を活用した STEAM 教育 

（U-STEAM） 

（４）第一志望達成のための学級編制 

 ・一人一人の自己実現に向けた進路目標、能

力・適性に応じた学級編制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アド：アドバンスト（応用）クラス   

スタ：スタンダード（標準）クラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）自主・自立性を伸ばす諸活動 

 ・生徒会が中心となって取り組む学校行事 

 ・主体性を尊重した効率的な部活動 

 ・地域や市内中学校と連携した多彩な活動 

 ・校外での交流型学習  

 

３ 卒業後の進路（令和３年度末の合格実績） 

国公立大 ３９名  私立大   １００名 

短大    ４名  専門学校   ４４名 

 就職    ４名       ※現役生のみ 

 

４ 本校の主な学校行事 

４月 〇面接週間～各学期初めに設定 

＊次年度進路選択等の面談は随時実施 

  ９月 ～本校最大の学校行事～ 

      ○茜祭（文化祭） 

○体育大会 

１０月 〇オープンスクール（中学生体験入学） 

     ～中学生・保護者・中学校職員を対象に学

校選択の参考としてもらっています。本校

では当日の運営および全体会での説明を在

校生が行っています。 

１２月 〇修学旅行～スキー研修(北海道ルスツ)＋札

幌自主研修（2022 予定） 

 

５ 部活動 

 体育部：硬式野球、相撲、弓道、サッカー、バ 

スケットボール、剣道、ウエイトリフ 

ティング、バレーボール、硬式テニ 

ス、バドミントン、卓球 

 文化部：書道、ESS、美術、放送、吹奏楽、 

茶道、家庭、科学 

 ＊九州大会出場：相撲、ウエイトリフティング、放送 

＊全国大会出場：相撲、ウエイトリフティング、 

弓道（インターハイ個人７位）、 

放送（第 68 回 NHK 杯全国高校放 

送コンテスト優勝） 

                （令和３年度実績） 

  
文Ⅱ 

〈宇佐高のよさ〉 

生徒一人一人に 

応じたきめ細か 

な指導 

高い進路目標をも

ち、その実現に向

けて努力する宇佐

高生の育成 

 

１年 ３年 ２年 

アド 

スタ 

アド

文系 

スタ

文系 

スタ

理系 

アド

理系 
理Ⅰ 文Ⅰ 

理Ⅱ 
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地元で学び、地元に貢献、地元と共に 

～宇佐産業科学高校 ～ 

  
 

 

 

 

 
 

 所在地  〒 879-0471   大分県宇佐市四日市 292 番地 

 電話番号  0978-32-0044   FAX 番号  0978-32-0624 
 URL     http://kou.oita-ed.jp/usasangyoukagaku/ 
 Facebook https://www.facebook.com/usasangyou/ 
 交通 「大分交通バス勤労青少年ホーム前」徒歩１分 
１．設置学科・学級数・定員 

   グリーン環境科 １学級（３５人） 

   電 子 機 械 科 １学級（３５人） 

   ビジネス管理科 １学級（３５人） 

   生活デザイン科 １学級（３５人） 
 
２．卒業後の進路 

 
 

 
 
 
 
 
 
 県内就職のうち、９０％以上が、地元「宇佐・中津・

豊後高田」の企業です。「地元で学び、地元に貢献、地元

と共に ～宇佐産業科学高校～」を実践しています。 

《主な就職先》 

 三和酒類、大分県信用組合、TOTO サニテクノ、ダイハツ

九州、九州市光工業、マレリ九州、九州フセラシ、双葉産業、

和田病院、中九州クボタ、吉野プラスチックス、ムラテック

メカトロニクス、住理工九州、別府中央病院、トヨタ自動車

九州、愛知製鋼 など多数 
 
３．学校の特色 

 本校の前身、宇佐郡立農学校は明治３４年（1901 年）に

創立し、その後、県立四日市農学校（大正１２年）、県立四

日市農業学校（昭和２８年）、県立宇佐農業高等学校（昭和

４５年）などの改称を経て、平成５年に現在の大分県立宇佐

産業科学高校となりました。 

 卒業生は産業界、農業経営者、行政機関など、地元を中心

に多くの分野で活躍しています。平成２０年には農業、工

業、商業、家庭の４学科を有する県下唯一の総合選択制高校

として新たなスタートを切りました。 
本校では、各学科で学習する専門教科の知識や技術を確

実に身に付けるために、専門科目に関する授業の半分は実

験・実習を行います。 

 
 
 

 
 
 

 

  
２年次には、３～５日間、各学科の専門性を重視したイン

ターンシップに取り組み、その経験を進路決定に活かして

います。 

 また、各自の興味・関心、進路に応じて学科の枠を越えて、

教科や科目を学習（総合選択）することもできます。4 つの

学科と地域が連携して「うささんマーケット」を開催し、「ド

ローン体験」「実習製品の販売」「電気列車の走行」など、

地域の賑わい創出活動を行っています。ぜひ、一度立ち寄っ

てみてください。 

 

４．中学生の皆さんへ 

 地方では人口減少や高齢化が進み、未来の担い手確保が

重要な課題になっています。大分県では、県内で活躍し、地

域の活力となる人材を育成し、定着につなげたいと考えて

おります。本校は、「地元で学び、地元に貢献、地元と共に」

を学校スローガンに掲げて、卒業生が地元に就職、または一

度進学などで地元を離れても、故郷の魅力を忘れず、いつか

は地元で貢献してくれることを目指した教育に取り組んで

います。世界農業遺産に指定

された院内地区両合棚田の保

全活動で、大自然の恵みと偉

大さ、歴史を感じ、郷土の新し

い魅力を発見できます。高校

での授業や実習での学びを生

かして取組む「うささんマー

ケット」や「出前授業」「コン

テストへの作品応募」では、自分の成長が実感できます。 
またこれからの技術革新に対応した教育として、ドロー

ンサッカー、ドローンプログラミンを体験的に楽しく学べ

る環境を整備しています。宇佐産業科学高校でしかできな

い学びがここにあります。 
 中学生の皆さん、将来なりたい自分の姿を見つけ、目標に

向かって自分を成長させ、成長した自分が地域の発展と幸

せな人生を創り出すことを夢見て、高校生活を責任をもっ

て充実させましょう。 
 本校のことが知りたい方は、学校のホームページや 
Facebook に情報がたくさん掲載しています。是非ご覧くだ

さい。

令和３年度卒業生の進路状況 

県内就職

44%

県外就職

4%

大学・短大等

25%

専門学校

26%

その他

1%
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大 分 県 立 安 心 院 高 等 学 校

校 訓

明朗誠実 自発創造 協調奉仕
所在地 〒８７２－０５２２

大分県宇佐市安心院町折敷田６４番地

電話番号 ０９７８－４４－０００８

番号 ０９７８－４４－０２６４FAX
http://kou.oita-ed.jp/ajimu/U R L

交通機関 大分交通･亀の井バス、高校前下車１分

各学年別学級数１．設置学科

１学年 ２学年 ３学年

普通科 ２学級 ２学級 ２学級

（令和４年５月１日現在）２．全校生徒数

男子 女子 合計

１年 ２８ １７ ４５

２年 ３１ １８ ４９

３年 ３２ ２８ ６０

合計 ９１ ６３ １５４

３．学校の特色

今年で創立 。７６年目

平成１２年全国で２番目に連携型中高一貫教育を

導入。２２年度から小中高一貫教育を導入。

（１）学校教育目標

「明朗誠実、自発創造、協調奉仕」の校訓のも

と「人間尊重の精神」を培い、地域や社会の一

員として高い志をもって主体的に考え、他者と

。協働できる生徒を育成する

（２）本校の特色（教育課程・授業）

「普通科コース制」＜４コース６類型＞

２２単位の専門科目で、生徒の進路希望や興味関

心に応える本校だけの特色ある教育課程。

２年次よりコース選択

①【一般コース（文系・理系 】）

国公立大学・私立大学等を志望する生徒に対し

て、希望する進路の達成を目指す。

②【園芸マネージメントコース】

草花・野菜に関する基礎的な知識と栽培技術習得

のための園芸実習を行う。

③【食文化コース】

栄養のあるおいしい食物を衛生的につくる技術や

食生活についての正しい知識を学ぶ。

④【情報コース（情報会計類型・情報技術類型 】）

簿記・会計能力を中心に商業の知識○情報会計…

とコンピュータを活用できる技術を習得する。

情報に関する基本的知識や技術を学○情報技術…

、 。び 実習を通して情報の収集・発信能力を養成

（３）文科省研究開発学校の指定（延べ22年間）

Ｈ12～Ｈ21 中高一貫教育

Ｈ22～Ｈ24 小中高一貫教育「未来探求科」

Ｈ27～Ｈ30 小中高一貫教育「地球未来科」

Ｈ31～Ｒ４ 小中高一貫教育「地球未来科」

（４）大学との連携

・大分大学との高大連携遠隔配信授業

・ＡＰＵ留学生との交流

（５）各種検定試験等資格 延べ４１８名

英検・漢検・製図・簿記・情報処理・食物調理

小型車両系建設機械・フォークリフト 他

４．学校生活

＜学習活動＞

個に応じた将来を見据えた進路指導、習熟度別授

業（英語）や個人添削、小規模校の利点を生かし

た、一人ひとりを伸ばす丁寧な指導

＜部活動＞

野球･バレーボール･バスケットボール体育部

陸上競技･弓道･サッカー･ソフトテニス

和太鼓・演劇･茶道･ ･美術・科学文化部 ESS
放送・園芸・インターアクト・家庭・商業

※科学部が５年連続九州大会出場

令和 年度＜卒業後の進路＞ ３

○進学７０名【延べ合格者数(現役)】

国公立大等１２名・

、岡山大(工)、島根大(総合理工)、大分大７名

宮崎大(農)、北九州市立大(文) 他

私立大２６名、短大１０名、専門学校２２名・

龍谷大、福岡大、中村学園大、久留米大、

日本文理大、別府大、九州栄養福祉大、

九州共立大、県立芸術文化短大 他

○就職９名（希望達成率１００％）

鬼怒川ゴム、双葉産業、つるみ観光ホテル白菊

サンリブ、大分県警、大分県職員(警察事務) 他

地球未来科の取組～小学生との交流～
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