
大分県立大分南高等学校 

  校 是 

          気力  節  友情 

 
所在地   〒８７０ １１０９ 

       大分市判田台南１ １ １ 
 電 話   ０９７（５９７）６００１ 
 ＦＡＸ   ０９７（５９７）２５７７ 

ＵＲＬ     http://kou.oita-ed.jp/oitaminami/ 
交通機関   ＪＲ豊肥線中判田駅より徒歩 15 分 

 
１．設置学科・学年別学級数  

 １年 ２年 ３年 
普通科 ３学級 ３学級 ３学級 
福祉科 ２学級 ２学級 ２学級 

２．全校生徒数（学年別） 

 男子 女子 合計 
１年 94 109 203 
２年 72 113 185 
３年 70 114 184 
合計   236 336 572 

３．学校の特色 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        

 
 

 

 

 

普通科について 

１年では全員同じカリキュラムで勉強し、２年からは文 
系・理系のクラス編成となります。さらに３年では、国 
公立大学や私立大学、専門学校への進学などの希望に応 
じた４つのコースへと編成され、進路目標達成に向けて 
学習を深めます。 

 

福祉科について 

３年間を通して福祉の専門科目を学びます。介護福祉士 
の国家試験合格を目指し、国内有数の福祉実習設備を完 
備した校内の福祉棟で基礎を学びます。令和３年度の国
家試験合格率は 98.7％で、全国平均 72.3％を大きく上
回る成果をあげ、介護福祉士合格者数全国 1 位を誇って
います。 

 

部活動・同好会 

【運動部】硬式野球／サッカー／ソフトテニス(男女) 
テニス(男女)／ソフトボール／バレーボール(男女) 
バスケットボール(男女)／卓球(男女)／弓道(男女) 
空手道(男女) 

【文化部】吹奏楽／美術／書道／放送／茶道 
囲碁・将棋 

 

受け継ぐ伝統 そして未来へ ～南風にのせて～

 「気力・節・友情」の校是のもと、知的で緊張感の 

ある学校づくり、豊かな感動体験のある学校づくり 

を通して、正義と真理を愛し、生きる力に満ちた心 

身共に調和の取れた人間を育成する。 

大分南高校の生徒の１日は爽やかな挨拶『グッ 

ドモーニング南高生』で始まります。南高生は凱 

風祭・文化の部や体育大会など多くの行事を通し 

てクラスや学年の団結を深めています。 

部活動では広大なグランドで硬式野球部・サッ 

カー部・テニス部などが躍動し、女子ソフトボー 

ル部・空手道部・男子バレーボール部・弓道部が 

インターハイなど全国大会に出場しています。 

また、文化部では書道部・吹奏楽部・放送部が全 

国大会などで活躍の場を広げています。 

「地域とともにある学校」を目指し、グローバ 

ルな視点を持ち、地元大分で活躍できる人材の育 

成を目指しています。 

〇昭和 58 年（1983 年） 

開校【市内４番目の合同選抜普通科校】 

〇平成７年 （1995 年） 

単独選抜に移行 

〇平成 24 年（2012 年） 

福祉科 2 学級開設、創立 30 周年記念式典挙行 

〇平成 30 年（2018 年）～令和 2 年（2020 年） 

文部科学省「スーパー・プロフェッショナル 

・ハイスクール（ＳＰＨ）」に指定 ＜福祉科＞ 

〇令和４年（2022 年）（今年度） 

創立４０周年記念行事（予定） 

「気力・節・友情」の校是のもと、知的で緊張感の 

ある学校づくり、豊かな感動体験のある学校づくり 

を通して、正義と真理を愛し、生きる力に満ちた心 

身共に調和の取れた人間を育成する。 

 
「進化を遂げよ   凱風魂  」 

-29-



大 分 県 立 大 分 豊 府 高 等 学 校  
    校  訓  
            『感動・理知・友愛』 
 

所 在 地 〒870-0846 大分市花園 3丁目 3番 1号 
電話番号 （097）546－2222  
FAX 番号  （097）546－2405 
Ｕ Ｒ Ｌ http://oitahoufu-h.oita.ed.jp/ 
交通機関 JR 大分駅より大分バス２０分 
                    ｢府内大橋｣下車、徒歩３分 
 
１．設置学科 各学年別学級数 

普通科 
１学年 ２学年 ３学年 
６学級 ６学級 ７学級 

 
２．全校生徒数（各学年別） 

 男子 女子 合計 
１年 １０８ １３３ ２４１ 
２年 １０３ １３４ ２３７ 
３年 １２０ １０９ ２２９ 
合計 ３３１ ３７６ ７０７ 

 
３．学校の特色 
 昭和６１年４月１日開校。平成１９年に併設型中

高一貫教育校（公立校では県下唯一）となり、全国

に誇れる学校づくりをすすめています。 
(1) 教育目標 
 創造的な知性と豊かな人間性、逞しさを備え、高

い志を持って、国際社会でリーダーとして活躍でき

る人材の育成 
(2)学校スローガン 
 「Challenge and Step Up with Passion」 
(3) 学級（コース）編成 
  １年          ２年              ３年 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文Ⅰ・理Ⅰ・・・国公立大学・看護系大学・ 
私立大学を目指すコース 

文Ⅱ・理Ⅱ・・・難関を含む国公立大学を目指す

コース 
 文 理 Ｓ ・・・文理融合カリキュラムによって 
         最難関大学を目指すコース 

  
４．学校生活 
(1)学習活動 

入学直後に高校での学習方法を習得することか 

らスタートし、その後一人ひとりの進路希望に応 

じた細やかな学習指導とコース編成を行っていま 

す。平成２６年度より、思考力・判断力・表現力の

育成を図る授業改善に全教科で取り組むととも 

に、ICT 機器の活用やデジタル教科書の導入による

GIGA スクール構想に沿った学びづくりにも積極的

に取り組んでいます。令和４年度からは、授業を週

３４時間とし、生徒の自主的・主体的な学習活動を

推進しています。 
 ・Hofu Time（毎朝） ・土曜講座（月２回） 
 ・休日の学校開放（随時）  
(2)特別活動 

学習活動とともに特別活動にも積極的に取り組 

み、この二つが本校の教育活動の両輪となってい 

ます。各種行事は生徒会執行部や委員会の生徒の 

主体的活動を中心に計画が進められ実施されて 

います。主な活動は、豊饒祭（文化祭と体育大会） 

・クラスマッチ・新春行事・遠足・ＨＣＣ（教育合

宿・学習合宿）・修学旅行・中高合同奉仕活動等で

す。 
(3)部活動 

進学校の部活動として「短時間で効率のよい活 

動」を合言葉に学習との両立を図っています。本 

年度も国公立大学合格者の約８０％が部活動との 

両立を達成しました。 
 ［文化部］演劇 美術 書道 文芸 新聞 放送 
   吹奏楽 自然科学 茶道 将棋  家庭 

 ※囲碁      ※ESS     ※クイズ同好会 
 ［体育部］硬式野球 サッカー バレーボール 
   バスケットボール ソフトテニス 卓球 陸上   

柔道  弓道 テニス  カヌー フェンシング    
 剣道  ※ダンス 

※は同好会 
 (4)卒業後の進路（Ｒ４年度入試の実績） 

国公立大学では 大阪大３名、九州大７名、名古

屋大１名、東京外語大２名、筑波大２名、お茶の水

女子大２名、国公立大(医)６名、国公立大(薬)３名、

国公立大(歯)１名、広島大８名、熊本大１３名、大

分大４４名（医学科含む）など計１８９名が、私立

大では、早稲田大、明治大、同志社大、立命館大、

西南学院大、福岡大等に多数合格しています。 

Ａ(標準) 
コース 

  
  
  

Ｓ(応用) 
コース 

文系 

文理Ｓ 

文Ⅰコース 

文理Ｓ 

理系 

文Ⅱコース 

理Ⅰコース 

理Ⅱコース 
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  大分県立大分工業高等学校 
   校訓  正確 勤勉 健康 
「技術の道で未来をひらく大分工業」 
 

所 在 地 〒870-0948 

     大分市芳河原台 12 番 1 号 

電話番号  097-568-7322 

ＦＡＸ番号   097-568-7319 

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

交通機関 ＪＲ豊肥線敷戸駅下車 徒歩 10 分 

     大分バス 大分駅前発大分工業行 30 分 

 
１．設置学科 各学年別学級数 

                １学年  ２学年  ３学年  
    機械科      ２学級  ２学級  ２学級  
    電気科      １学級  １学級  １学級  
    電子科      １学級  １学級  １学級  
    建築科      １学級  １学級  １学級  
    土木科      １学級  １学級  １学級  
    工業化学科  １学級  １学級  １学級  

 
２．全校生徒数 

 男子 女子 合計 
１年 ２６０ ２２ ２８２ 
２年 ２５２ １７ ２６９ 
３年 ２４９ １９ ２６８ 
合計 ７６１ ５８ ８１９ 

 

３．学校の特色 
 本校は今年で創立１２１年、「工業教育をとおして、

地元産業界から求められる優秀な人材、大分県の持

続的発展を担う人材、さらには技術で未来をひらく

人材を育成する。」を教育目標として様々な教育活

動に取り組んでいます。工業の基礎的・基本的な知識や

技能・技術の習得だけでなく、ものづくりや検定・資格取

得、進学補習等をとおして一人一人の個性を生かすキャ

リア教育を行います。また、就職・進学・公務員のいずれ

の進路にも対応できるよう選択科目が準備され、自分の

希望に合わせた学習ができる補習のシステムもありま

す。生徒は、「文武両道」を合い言葉に勉学と部活動の両

立に積極的に取り組んでおり、将来の夢を実現するため

充実した高校生活を送っています。 
 ３万１千人を超える卒業生が、国内外を問わず幅広い

分野で活躍しており、産業界からの高い評価もあって、毎

年企業からの高卒求人数は県内一位となっています。ま

た、毎年卒業生の約 80％程度が就職しますが、国公立大

学をはじめ上級学校への進学者も数多くいます。卒業生

には両リーグで首位打者を獲得した福岡ソフトバンクホ

ークスの内川聖一選手や、イタリアセリエＡで活躍した

バレーボールの加藤陽一選手がいます。 

 

４．学校生活 
（１）学習活動 
 普通教科と専門教科を６：４の割合で学習します。

専門教科では特に少人数グループに分かれての実験

・実習に重点を置き、企業見学、インターンシップ

等の校外での多様な体験学習を取り入れて応用力や

実践力を身に付け、ものづくり産業界で活躍できる

知識や技能・技術を習得します。 
（２）特別活動 
 ８割を超える生徒が部活動や同好会活動に加入し

ています。近年では「未来ロボット工学研究部」や

「ウエイトリフティング部」が日本一に輝きました。

その他本校の特性（ものづくり）を生かした活動が、

九州大会や全国大会で活躍しています。 
〔体育部〕バレーボール、ウエイトリフティング、 

柔道、剣道、ボクシング、ラグビー、野

球、弓道 サッカー、テニス、バスケッ

トボール、卓球 ソフトテニス、山岳 
〔文化部〕放送、美術、未来ロボット工学研究 
〔同好会〕書道、機械、電気、電子、建築、土木、 

化学、家庭 
（３）学校行事 
 歓迎遠足、教育合宿（１年）、クラスマッチ、体

育大会、大工祭（文化祭）、強歩大会、修学旅行（２

年）等があります。特に、学科対抗で優勝を争う体

育大会は、独自の伝統ある団体競技等で大変盛り上

がり、保護者や地域住民等、多数の観覧者に親しま

れています。 
（４）卒業後の進路 
 大卒者もなかなか入社できない企業に毎年多数の

卒業生が就職しています。 
■Ｒ３年度卒業生の主な進路先 
【就職】 
〔県 内〕日本製鉄、昭和電工、ENEOS 大分製油所、

佐伯建設 
〔県 外〕九州電力、三井化学大阪、トヨタ自動車 
〔公務員〕国家公務員（電子・土木）、大分県警 
【進学】 

大分大学、宮崎大学、日本大学、福岡工業大学、

KCS 大分情報専門学校、大分臨床工学技士専門学校 
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           大分県立 
           大分工業高等学校 
                定時制課程 
 
 
 
所在地  〒870-0948 大分市芳河原台12番１号 
電話番号   （０９７）５６８－７３２５ 
ＦＡＸ番号 （０９７）５６８－７３２５ 
ＨＰアドレス  http://kou.oita-ed.jp/daikoutei/ 
交通機関  JR豊肥線敷戸駅下車 徒歩１５分 

大分バス 大分駅前発大分工業行 終点 
 
１． 教育方針  

適正な判断力と健全な人生観・職業観を有し、心     
身ともに健全で社会に貢献できる人材を育成する。 
 

２． 設置学科 各学年別学級数 
 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 

機械科 １ １ １ １ 
電気科 １ １ １ １ 

 
３． 全校生徒数（各学年別） 

 男子 女子 合計 
１年 9 1 10 
２年 9 1 10 
３年 5 1 6 
４年 10 0 10 

科目履修生 0 0 0 
合計 33 3 36 

 
４． 学校の特色 
・昭和３０年４月１日定時制課程（夜間）設置 
・昭和５３年４月１日現在の校舎に移る 
・平成２１年度新入生から単位制に移行 
・平成２３年バリアフリー対策（多目的トイレ） 
・平成２３年度学校創立１１０周年記念式典挙行 
・西日本一の広さと緑豊かなキャンパス 
・最新機器と充実した施設・設備（全定共用） 

 
正門付近 

５． 学校生活 
（１）学習活動 
 本校は、昼間働きながら夜間勉強する単位制の定時制

高校です。約 7 割の生徒が就業しています。社会人の方

も生徒として入学してきます。現在生徒数が少なくＩＣ

Ｔ機器を使用したわかりやすい少人数授業を行っていま

す。一人ひとりの学力に応じたきめ細かい学習指導を行

うことに努めています。専門科目では座学・実習等をとお

して基礎・基本を習得し、卒業後の進路に役立つ第一種、

第二種電気工事士や各種技能士等の資格の取得を目指し

ています。また、マイコンカーラリーBasicクラスに出場

して県大会で優勝する生徒、ロボット相撲九州大会で上

位に入賞して全国大会に出場する生徒もいます。 
（２）特別活動や学校行事 
「学年マッチ」（「ボウリング大会」など）や「体育大会」、

「文化のつどい」など様々な学校行事があります。特に

「卒業生を送る会」は生徒会主体で企画・運営し、定時制

ならではの心温まる行事です。 
運動部（ソフトテニス・卓球・バドミントン・バスケッ

トボール・陸上など）活動があり、全員いずれかに参加し

ます。限られた練習期間ですが、６月には定時制通信制体

育大会（県体）に出場します。県体で優勝すれば全国大会

等に出場できます。 
（３）卒業後の進路 
 最近の主な就職先・進学先は、次の通りです。 
・河野電気（株）・大分高等学校自動車工学専攻科 
・（株）クロレラ本社  ・九州電気専門学校 
・玄武電設（株）    ・日本文理大学 
・佐々木建設（株）   ・別府大学短期大学部 
・㈱日本マイクロニクス ・（株）サカイ引越センター 
・（株）松浦養殖       ・（株）ジェイテック 
・山九大分ビジネス(株)  ・鶴崎海陸運輸(株) 
・大分林業アカデミー  ・KCS大分情報専門学校 
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       大分県立大分商業高等学校 
校訓 士魂商才 質実剛健  

 
所 在 地 〒８７０－０９３１ 大分市西浜４－２ 
電話番号（０９７）５５８－２６１１ 
FAX 番号（０９７）５５２－８１２０ 
U R L http://kou.oita-ed.jp/oitasyougyou/         
交通機関 JR大分駅よりバスで１５分           

牧駅より徒歩２０分  
              

１． 設置学科 （各学年別学級数）  
   
 
 
    
        

２. 全校生徒数 （各学年別）     
  
 
 
 
 
 

３．学校の特色 

 
          
              

       
 
 

 １学年 ２学年 ３学年 
商 業 科 ３学級 ３学級 ３学級 
国際経済科 １学級 １学級 １学級 
情報処理科 ２学級 ２学級 ２学級 

 男子 女子 合計 
１年 ６７ １７３ ２４０ 
２年 ６５ １７１ ２３６ 
３年 ５０ １８２ ２３２ 
合計 １８２ ５２６ ７０８ 

（１）  歴史 ～  学校創立１０５年！ 

 ・大正６年５月 開校（生徒数５０） 
  ・昭和２８年 大分県立大分商業高等学校に改称 
 ・昭和３８年 現在地（西浜）に校舎移転 
 

(２) 教育目標 

「生涯にわたり学び続ける力を育み、未来を切り

拓く生徒の育成」 
 

(３) 「即戦力」 となる社会で活躍できる人材を育成！  

・商業専門高校として、実社会で求められる人材の

育成を目標とした指導が行われています。一人ひとり

のキャリアの成長を意識した実践的な諸活動、たとえ

ばインターンシップや販売活動といった様々な体験

的学習活動に取り組み、生徒は教室での学習内容を

自分自身の目や耳で確かめながら、「良き商業人」 

となるための自覚を深めていきます。 

・産業界や大学関係者と連携した教育活動も充実し

ており、ビジネスを実践的に体験し、自らの将来に役

立つものとして調査・研究していく「課題研究」の時

間、大分大学経済学部が主催する「高校生なるほど

アイデアコンテスト」等に参加するなど、商業につい

て多面的に学ぶための充実した環境が整備されて

います。 
 

◇生徒の能力や可能性を引き出す学習指導 

・本校では、共通教科に加えて専門科目（マーケティ

ング分野・ビジネス経済分野・会計分野・ビジネス情

報分野）の学習を行います。生徒は、社会人として役

立つ様々な知識や技能を、日々の授業を通して身につ

けていきます。学習を深めることで、簿記や珠算・電

卓、ビジネス文書や情報処理、商業経済や英語、ビジ

ネスコミュニケーションといった資格を取得するこ

とも可能です。 
・高度な国家資格合格を目指したり、上級学校への進

学を希望する生徒には、大分大学と連携した学習活動

（大商ビジネスセミナー）等も用意されており、個々

の生徒の能力や可能性を活かすための取り組みが実

践されています。 
◇自主性・自律性・協調性を育む各種活動 

・生徒一人ひとりが、部活動や課外活動、学校行事等

に自主的・意欲的に取り組んでいます。清掃活動や障

がい者支援等のボランティア活動も定期的に行われ

ており、地域社会とも連携しながら学校内外の活動を

通して社会性を育む雰囲気が養われています。 
・部活動には約８割の生徒が加入しており、全国レベ

ルの成績を残している部が多数あります。甲子園出場

回数県内最多の通算２１回を誇る伝統の野球部をは

じめ、国体で成績を残している男子水球部、平成28年

度全国第３位となった男子ソフトテニス部や女子ソ

フトテニス部、女子バレーボール部、女子バスケット

ボール部等、強豪校として全国に名前を知られていま

す。また「地域スポーツ・文化クラブ」では、校内で

活動できない取り組みも応援しています。文化部で

は、簿記部・珠算部・ＯＡ部・商業調査部・コンピュ

ータ部等、商業系の部活動も活躍しており、九州大会

や全国大会に出場しています。また、吹奏楽部は令和

３年度マーチングバンド全国大会に出場するなど活

躍しています。 
◇就職にも進学にも強い進路指導  

・就職、進学ともに、「希望進路１００％実現」を達成

しています。就職は、地元金融機関等、大分市を中心

とした県内企業がほとんどです。進学は、大分大学や

北九州市立大学等の国公立大学、同志社大学、関西外

国語大学、福岡大学や APU 等の私立大学をはじめ、

芸術文化短期大学や専門学校に多数合格しています。 

-33-



校 訓
自律・恕思・創造

870-0833〒

1-11所在地 大分市上野丘東

097-543-2981電話番号

097-543-2979FAX 番号

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

写真

１．設置学科
１学年 ２学年 ３学年

音楽科 １学級 １学級 １学級
美術科 １学級 １学級 １学級

２．全校生徒数

男子 女子 合計
１年 １４ ６２ ７６
２年 １１ ６４ ７５
３年 ９ ６５ ７４
合計 ３４ １８９ ２２５

３．学校の特色
（学校の歴史）
昭和２３年 別府市に音楽・美術・外国語の課程を

おく県立別府第二高等学校として開校
昭和２６年 別府緑丘高等学校と改称
昭和３６年 高校の専攻科を芸術短期大学に移管
昭和４０年 県立芸術短期大学附属緑丘高等学校と

改称
昭和５５年 芸術短期大学校地内に移転
平成 ４年 大分県立芸術文化短期大学附属緑丘高

等学校と改称
平成 ９年 創立５０周年記念式典
平成１８年 大分県立芸術緑丘高等学校と改称
平成２０年 創立６０周年記念式典
平成３０年 創立７０周年記念式典

（教育目標）
豊かな人間性と高い専門性を育み、校訓である「自律
・恕思・創造」を体現させることで、芸術文化の振興
に貢献し、社会を豊かにできる人を育てる。

（教育課程の特色や授業形態）
個性を活かした弾力的で魅力ある教育課程を編成し

専門教科の指導の充実を図ることはもちろんのこと、
普通教科の基礎力の向上を図っている。

４．学校生活
（学習活動）

ピアノ、声楽、作曲、弦楽器、管楽器、打【 】音楽科
楽器、音楽総合の専攻別に専門の教師のもとでマン
ツーマンの指導を受ける。音楽の基礎的理論の学習
、 。や オーケストラ・合唱・吹奏楽の授業も行われる

また、県内外の音楽大学の教授による特別レッスン
も実施し、技能の向上を目指している。冷暖房を完
備した練習室は快適です。

１年生では絵画、彫刻、デザイン、鉛筆・【 】美術科
木炭デッサン、着彩などの基礎的学習を行い、２年
生から日本画、油絵、彫刻、デザインの各分野別・

、 、専門別に分かれ さらに３年次ではデザイン分野が
ビジュアルデザイン･クラフトデザインへと分かれ
る。各専門の教師の下で授業が進められている。

（特別活動）
「巡回演奏会 「定期演奏会 「サマーコ【音楽科】 」、 」、

ンサート 「ふれあい音楽会 「グリーングリーンコ」、 」
ンサート 「卒業演奏会」を開催し、また国際的な」、
音楽に触れるために著名な講師による「公開レッス
ン」等を実施している。

美術科最大の行事である「美術制作展」を【 】美術科
大分市美術館で開催するほか、美術作品に触れるた
め春には「美術展鑑賞 、秋には「文化財鑑賞」が行」
われている。

その他、修学旅行（東京）では芸術鑑賞や美大訪
問をするほか、美術大学や、県外の予備校講師によ
る特別授業を実施している。

（部活動）
〔部活動〕合唱部、放送部、美術部、吹奏楽部
〔同好会〕バドミントン、球技、ダンス

（卒業後の進路）
■４年制大学…

東京藝術大学、大分大学、沖縄県立芸術大学、武
蔵野音楽大学、国立音楽大学、洗足学園音楽大学、
エリザベト音楽大学、武蔵野美術大学、京都芸術大
学、九州産業大学、別府大学
■短期大学…

大分県立芸術文化短期大学、九州大谷短期大学、
西日本短期大学、宮崎学園短期大学、別府大学短期
大学部、別府溝部学園短期大学

５ 中学 みなさんへ生の
本校は、全国的に３校しかない公立の芸術専門高校
の１つで、音楽・美術を専門に学びます。
施設、設備、指導者が充実した、すばらしい教育環
境の中で、伸び伸びと学習し個性を活かして芸術活
動に日々精進しています。通学は、 大分駅から徒JR

芸術を学びたい中学生歩 分・自転車 分です。30 15
志高く、チャレンジしてください。のみなさん、

大 分 県 立 芸 術 緑 丘 高 等 学 校
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      大分県立大分西高等学校 

     校  訓  明るく 優しく 正しく 強く 

学校標語「笑顔と挨拶 おもいやり」 

所在地  〒870-8560  大分市新春日町２－１－１ 
電話番号 097－543－1551 FAX 097－543－1553 
URL   http://kou.oita-ed.jp/oitanisi/ 
交通機関 JR 大分駅より徒歩 15 分 
 
１ 設置学科・学年別学級数 
        １年次 ２年次 ３年次 

総合学科  ６学級 ６学級 ７学級 
 

２ 全校生徒数 
 男子 女子 合計 

１年 ５８ １８４ ２４２ 
２年 ５９ １４０ １９９ 
３年 ４９ １４３ １９２ 
合計 １６６ ４６７ ６３３ 

 
３ 学校の特色 
 
 
 
（１）沿革及び教育目標 

昭和３７年４月、大分県立大分女子高校として創

立、平成１５年度に男女共学の総合学科進学校として

新たなスタートを切り、今春２０期生が入学しまし

た。「明るく 優しく 正しく 強く」の校訓のもと

に、厳しくも愛情のある学校づくりを推進するととも

に、社会の変化に対応できる「生きる力」を育成し、

一人ひとりの個性を大切にした知・徳・体の調和のと

れた人間形成を目指します。 
（２）選択制・少人数制授業 

大分西高は５０分の授業を週３４時間実施してい

ます。大学入学共通テストの受験に必要な科目を履修

し、さらに総合学科の特長を活かした科目を選択でき

るシステムです。 
 １年次は数学で習熟度別授業を行っています。２、

３年次は各自で時間割を作ります。 
 国公立大学受験を希望する生徒は最大で６教科７

科目を選択し、さらに自由選択講座２単位で興味関心

のある科目を選択します。英語、国語、数学は、習熟

度や進路希望別に発展、標準の科目に分かれます。 
私立文系の希望者は英語を中心とした科目選択や、

将来の希望に合わせて体育、芸術、家庭、情報などの

専門科目を多く取る科目選択もできます。 
 少人数制授業も多く、先生と生徒が一体となって楽

しく充実した授業を行っています。 

  
  
  
  
  
  
  
  

学習環境の整った総合学科棟    
４ 学校生活 
（１）「夢ナビプロジェクト」 
「産業社会と人間」と「総合的な探究の時間」を併

せた「夢ナビプロジェクト」を実施しています。内

容は、職業・進路・学問研究、スピーチ 
コンテスト、おおいたまほろば計画、フィールドワー 
ク、国際理解学習、個人研究等です。「夢ナビ」で自 
分の夢を発見・挑戦・実現することで、生きる力の育 
成をはかります。また、「夢ナビ」で培った総合力と 
個人研究を携えて大学入試に臨みます。 

 
（２）特別活動 
部活動の入部率は 93％(R3)。国体強化指定になぎ

なた、陸上競技、体操、バドミントン男子、駅伝女子、

ソフトボール女子など 5 種目が指定されています。文

化部は吹奏楽、演劇、JRC、美術、囲碁･将棋を始め

県下有数の部が多数あります。生徒会が企画する「西

龍祭」は文化祭と体育祭を併せた行事です。「明優正

強」の校訓のもと全校生徒のパワーを結集して盛り上

がります。 
（３）卒業後の進路（令和４年３月卒業生） 
 合格者数 主な進学・就職先 

国公立 
４年制大学 102 名 

神戸大学、九州大学、山口

東京理科大学（薬）、九州工

業大学、佐賀大学、大分大

学、長崎大学、福岡教育大

学、北九州市立大学、大分

県立看護科学大学 等 

私立 
４年制大学 163 名 

東洋大学、立命館大学、関

西学院大学、近畿大学、西

南学院大学、福岡大学、

APU 等 
短期大学 61 名 県立芸術文化短期大 等 
専門学校 69 名 別府医療センター附属大分中央看護学校 等 
就職 6 名 公務員 等 
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大分県立爽風館高等学校 ３ 部制（ 定時制） 課程

校 訓 「 自新自律 至誠協働 」

所在地 〒870-8525

大分市上野丘 1-11-14
電話番号 097－547－7700（ 代表）

Ｆ ＡＸ 097－543－6389

Ｕ Ｒ Ｌ http://kou.oita-ed.jp/sofukan-sanbu/
交通機関 Ｊ Ｒ大分駅から徒歩15分

１．設置学科と生徒数 (４ 月９ 日現在)

３ 部制 学科 生徒数

男 女 合 計

Ⅰ部（ 午前） 普通科 110 143 253
Ⅱ部（ 午後） 普通科 97 117 214
Ⅲ部（ 夜間） 普通科 21 15 36

商業科 7 6 13
合 計 235 281 516

２．学校の特色

① 今年、 開校１ ３ 周年を迎えます。 県下でも屈

指の施設・ 設備を誇り、 受講システムも大学

に近く 、 開講科目から各自の進路、 興味等に

応じて選択し、 各自の時間割を作ります。 授

業は９ ０ 分で、 多く がグレード 別・ 少人数で

実施されます。

② 午前の定時Ⅰ部、 午後の定時Ⅱ部、 夜間の定

時Ⅲ部から選択した部に入学しますが、 他部

の授業を履修することで３ 年間で卒業するこ

ともできます。 各自で学ぶペースを選択でき

ます。 また、 準学年制を導入し、 全日制のよ

いところを取り入れた学校です。

③ 単位制で、 ７ ４ 単位以上修得等の条件を満た

せば卒業できます。 英語検定や簿記検定等の

資格を単位に読み替える事もできます。 前期

・ 後期の２ 学期制で、 半年単位で単位認定を

するので、 秋入学や秋卒業も可能です。 予備

校とのダブルスクール、アルバイト との両立、

資格取得等、 各自がテーマを決めて時間を活

用することができます。

④ 授業等をとおして人と関わる力を付け、 人の

役に立てることに喜びを感じる生徒の育成を

目指しています。「 人間関係スキルアッ プ」

「 ライフスキルト レーニング」 は、 他者とう

まく 関わるスキルやコミ ュニケーショ ンの仕

方を学びます。 また、 年次が進めば、 授業等

での集団圧力が低く なり、 不登校経験者でも

しっかり学力を付け、 単位修得ができ易い環

境があります。

⑤ 全日制の様なクラスはありませんが、 週に１

回ラボの時間があり、 ラボクラス（ 15~20 人程

度） の担任がいます。「 困り」 があったら、 ラ

ボ担任等に相談することで、 校内・ 外の支援ネ

ット ワークの支援を受けられます。 スクールカ

ウンセラーに加えてスクールソーシャルワー

カーも配置されています。

⑥ 高校生を「 大人扱い」 する学校です。 選択の

自由度の高さなど「 自由」 が特徴の一つでは

ありますが、 各自が主体的に考え、 行動しな

ければいけないという 「 責任」 も大きい学校

です（ 他の生徒のチャレンジを妨げる行為は、

厳しく 指導）。 他者を思いやる優しさも身に

付け、 人生を切り拓く ことを願っています。

３．学校生活

① 主な学校行事（ Ｒ４ 年度予定）

交流会(４ 月)、 Sofu Festival( 文化祭)９ 月、

スポーツレク大会( 11 月)、 生徒総会( 12 月)

② 部活動及び同好会等（ R ３ 年度）

部： バド ミ ント ン、 演劇、 美術

同好会： 卓球、 放送、 文芸

その他： 図書館ボランティ ア

４．主な進路先（ 過去３ 年間）

大学： 大分県立看護科学大学、 尾道市立大、

福岡県立大、 北九州市立大、 島根県立

大、 京都橘大、 京都女子大、 立命館ア

ジア太平洋大、 近畿大、 大妻女子大、

福岡大、西南学院大、九産大、別府大、

日本文理大、 崇城大学、 立正大 等

短大： 別府大学短期大学部、 芸文短大、

別府溝部学園 大分短大等

専門学校： IVY、 KCS、 大分臨床検査技師、

日本文理大学医療、 大分経理、 麻生情

報ビジネス 等

就職： 製造、 建築、 宿泊、 医療・ 福祉 等

５．入学試験

・ 春季： 特別・ 一次・（ 二次）・ 転編入

・ 秋季： 特別・ 転編入
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通信教育で高校卒業を
大分県立爽風館高等学校通信制課程

めざしませんか
所 在 地 〒870-8525

大分市上野丘1丁目11番14号

電話番号 097-547-7700（代表）

097-547-7735（通信制職員室）

ＦＡＸ番号 097-543-6389

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

交通機関 ＪＲ大分駅から徒歩15分

ＪＲ古国府駅から徒歩12分

金池バス停から徒歩12分

１ 設置学科・学級数

普通科・15学級

２ 生徒数

令和４年度 在籍数984名（活動生773名）

令和４年度 入学者(秋季は３年度)

秋季 新入 13名、転入・編入110名

春季 新入 116名、転入・編入102名

３ 学校の特色

①学校の歴史

平成22年4月開校

②創学の理念

夢を持ち、情熱を持って明日を拓く人を

つくる

③教育目標

生徒一人ひとりの個性や能力を伸長し、

調和のとれた豊かな人間性を育み、社会に

有為な人材を育成する。

④教育課程の特色

・ です。単位制による通信制課程

、「 」 。・学年がないので 留年 もありません

・２学期制で、学期毎に単位認定を行いま

す このため 条件を満たせば前期末 ９。 、 （

月）での卒業も可能です。

・ 。最短３年で卒業できます

４ 学校生活

①学習のしくみ

普段は自宅等で自学自習により学習し、

月２回程度（主に日曜日）登校し先生から

直接指導を受けることで学習を進めます。

・ …通信制での学習の基本は、自「レポート」

宅での自学自習です。自宅で教科書などを

参考にしながら学習し、レポートを作成し

て学校に提出し添削指導を受けます。内容

が不十分なレポートは再提出になります。

各レポートにはそれぞれ期限（この日まで

に提出し合格することが必要）が決められ

ています。科目ごとに定められた回数のレ

ポートをすべて合格することが必要です。

・ …月２回程度（年間で２０「スクーリング」

日程度）登校し 「スクーリング（面接指、

導 」に出席して先生から直接指導を受け）

ます。科目ごとに定められた回数以上のス

クーリング出席が必要です。

・ …レポートとスクーリングの条件「テスト」

を満たせば、学期末の定期考査を受験する

ことができます。

レポートや定期考査の結果を総合的に判

断し、合格すれば単位が認定されます。

、 、※レポート提出 スクーリング出席の状況は

毎月送付される学習状況通知票で生徒自身

が確認します。通信制での学習を確実に進

めるためには、 です。自己管理が何より重要

②特別活動

学校行事やホームルームなどの特別活動

に、卒業までに３０時間以上参加します。

・学校行事

生徒総会、爽風祭(文化祭 、生活体験発）

表会、進路説明会、キャリアガイダンス等

・部活動

書道、情報処理、イラスト、文芸、ハング

ル、卓球、バドミントン

③卒業後の進路等

進路志望の達成に向け、丁寧な指導を行

います。

・過去４年間の主な進路先

進学：茨城大、山口大、大分大、北九州市

立大、福岡県立大、慶應大、東海大、近畿

、 、 、 、大 福岡大 別府大 APUアジア太平洋大

日本文理大、県立芸術文化短大 等

就職：山九、国道九四フェリー、自衛隊、

ウエキコーポレーション他県内外の企業等

５ 入学者選抜

・入試は春季と秋季の年２回実施。出願書類

は、本校と各教育事務所で配付します。
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所 在 地   〒870-0104  大分市南鶴崎３丁目５番１号 
電話番号  097-527-2166 
FAX 番号  097-521-5443 
ＵＲＬ   http://kou.oita-ed.jp/oitaturusaki 
交通機関   ＪＲ｢鶴崎駅｣より徒歩 10 分         
      大分バス｢鶴高前｣バス停より３分      

 

１．設置学科・各学年別学級数  ３．部活動 
 １学年 ２学年 ３学年 
普通科 ６学級 ５学級 ６学級 

 
２．全校生徒数 

 男 子 女 子 合 計 
１年 １３３ １０８ ２４１ 
２年 １０２ ９５ １９７ 
３年 １０９ ８３ １９２ 
合計 ３４３ ２８６ ６３０ 

 
４．学校の特色 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
５．令和 3年度卒業生の主な進路実績 

国公立大学  ７３名 岡山大、愛媛大、山口大、熊本大、長崎大、大分大、大分県立看護科学大 他 
私 立 大 学 ２０８名 日本体育大、関西大、西南学院大、福岡大、中村学園大、ＡＰＵ 他 
国公立短大 １２名 大分県立芸術文化短大 
私 立 短 大   １２名 別府大短、 別府溝部学園短  
専門学校等  ２９名 大分中央看護、大分リハ、大分県立工科短、他 
就   職   ６名 公務員（大分県警、自衛隊 他）、民間企業 

 

体育部 文化部 
サッカー※、テニス男子※、 
ハンドボール女子※、剣道※、

バスケットボール女子※、

バスケットボール男子、

バレーボール女子、水泳、

硬式野球、テニス女子、

ソフトテニス女子、卓球、

弓道、陸上 

コーラス、吹奏楽、 
ギター・マンドリン、
文芸、新聞、茶道、 
美術・写真、書道、
舞台映像研究、放送、
ＪＲＣ、ＥＳＳ、 
科学同好会 
※印は強化部 

２０２２年 創立１１２周年 
大分県立大分鶴崎高等学校 
 校訓 
     克己 ・ 友愛 ・ 創造 

「我等に意気と力あり」 

 調和のとれた人間性豊かな人格の育成をめざし、学習活動と部活動の両方に力を入れる学校。 
 ICT 機器を活用した分かりやすい授業。友人との対話により深まる思考。高みを目指す自主学習。 

部活動加入率 84％。文武両道の達成（全国大会・九州大会への出場）に向けて 克己 の日々。 

「我等に夢と理想あり」 

 自ら設定した課題に主体的に取り組む「知来館プロジェクト」（総合的な探究の時間） 

 多様な進路希望にきめ細やかに対応するコース制。（ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）×(文・理)×(国公立・私立) 

 それぞれの目標に向かって共に頑張り、励ましあうことで育まれる 友愛 の気持ち。 

「我等に愛と自由あり」 

 生徒の 創造力 で運営される活発な生徒会活動。満足度 99％の翔鶴祭（文化祭・体育大会）。 

 地域に愛される「つるたか」。明治 43 年(1910)の開校以来、地元鶴崎に根ざした学校。 

 創立 111 周年を迎える多くの同窓生に支えられた教育活動。 

＊生徒会活動やボランティア活動も活発です。 

翔鶴祭 

(上:体育の部 下:文化の部) 
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