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・mail :oita@oita-h.ed. jp

大分高等学校 検索

大分高等学校までのアクセス

ＪＲ大分駅下車
■大分バス本社前３番乗り場（マクドナルド前） ～ 大分高校前

　（明野団地循環線 -下郡変電所経由）・・・・・・・・・・・・・・約20分

■朝日生命ビル前６番乗り場 ～ 大分高校前

　（明野団地循環線 -萩原経由）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約30分

ＪＲ高城駅下車
■大分バス高城駅前～大分高校前
　（明野団地循環）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約15分
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デザイナー／ハナエ･モリ（森英恵）中･高共通

男子冬服　56,052円
ブレザー、スラックス、ベスト、
カッターシャツ、ベルト、ネクタイ

男子夏服　15,984円
夏シャツ、夏スラックス

女子冬服　55,296円
ブレザー、スカート、ベスト、
ブラウス、タイツ(冬に着用)、
くつ下 (合服と夏服に使用)

　　　

女子夏服　33,480円
夏半袖上衣、夏長袖上衣、
夏スカート

■高校受験費用　前期・後期　各10,000円
■入学時前後に必要となる費用(各科コースにより異なります)

　入学金、教科書代、副教材代、靴関係一式、体操服一式、柔道または剣道着等　約200,000円程度

■毎月必要となる費用　授業料、施設維持費、教育充実費、PTA会費、後援会費　計22,950円※1～32,850円

※1：「就学支援金」9,900円が支給された場合。他に、実習費（コースにより異なる）がかかります。

就学費用（平成 26 年度 1 年生のものです）
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亀山真紀子 Makiko  Kameyama
大分中学校出身

TOKYO Univ.

TOKYO Univ.

なりたい自分を探そう！

東京大学 文科Ⅲ類

大分高等学校

I will be‥‥   

東京大学 理科Ⅱ類

九州共立大学 経済学部

後藤もも Momo  Goto
大分中学校出身

Baseball
井上恭輔 Kyosuke  Inoue
三重中学校出身



大学進学に向けて、
勉強を頑張りたかったから。

山口花菜
特進２年

（明野中学校出身）

勉強できる環境が
整っていたから。

大津涼泉
特進選抜２年
（大分中学校出身）

薬師寺芽衣

書道を深く学べる
大分で唯一の高校だから !!
部活が有名で文武両道の

学校だから。

特進個性（書道）２年
（大在中学校出身）

県立高校に落ちたから。
でも大分高校で良かったと
心から思っています。

宮﨑真菜
特進個性（美術）２年
（大東中学校出身）

制服が可愛かった
からです。

橋本真美
特進個性（進学）３年
（城東中学校出身）

県立受験に失敗したけど、
今はバスケ部主将で

頑張ってます。

勝河　拓

名門大分高校で
野球をするため。

普通科３年
（戸次中学校出身）

梶原悠希

自動車が好き
だったから。

自動車工業科２年
（滝尾中学校出身）

伊藤孝太
自動車工業科２年
（朝地中学校出身）大津峻一

部活動が盛んで、
サッカー部に

入りたかったから。

商業科３年
（坂ノ市中学校出身）

加藤　遙

大学の進学に力を
入れていたから。

特進１年
（大在中学校出身）

難関国公立大学、有名私立大学
合格を目指す!

国公立大学合格を目指す!

基礎学力の向上と人間形成を徹底指導 !
※2 年次から特進または特進個性へのコース変更も可能

部活と両立。大学進学を目指す!
進学、音楽、美術、書道、アスリート

普 通 科 商 業 科

自動車工業科

アニメコース   平成27年度 新設 高校生活を体験するオープンキャンパス

場所：大分高等学校（体育館）　

東京大学・京都大学をはじめとした難関国
立大学や、早稲田・慶應などの有名私立大
学への進学を希望する君はこのクラスへ。

大分大学をはじめとした国公立
大学や、MAR CH・関関同立など
有名私立大学を希望する君はこの
クラスへ。

職業人としてのチカラを身につけたいなら商業科へ。大学や専門学校への道も!!

卒業時には整備士国家試験の実技試験が免除されます。
現代の車社会を陰で支える整備士にきっとなれる!!

アニメを通じてCGや
映像の技術を学び、
進学・就職を目指します。

大学・短大・専門学校への進学を中心に、就職指導へも
対応。医療福祉系資格取得を目指す君もこのクラスへ。

専門科目を学ぶことで、より一層その道を
極めることを目指す君はこのクラスへ。
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I will be‥‥   ｢進みたい道｣を確実にサポート

自動車の勉強が
できるから。
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不登校を経験した生徒を対象にキメ

細かな指導を行い、３年後の進路決

定を目指します。

OPEN  CAMPUS
8.52015 （WED）（平成27年）

就職から大学進学まで進路をしっかりサポート !

整備士の資格取得と､工業系資格取得に力を入れ､
就職から大学進学まで。

予定

沖　哲也
特進個性（進学）３年
（鶴崎中学校出身）

特進
個性
特進
個性

特進特進特進
選抜
特進
選抜

商業商業

自動車自動車
普通普通

適応
指導
適応
指導

勉強にも音楽にも
頑張れる環境
だったから。

衛藤日向子

（大分西中学校出身）
特進個性（音楽）３年

福祉コースが
あったから。
岩本莉奈

（神奈川県　生麦中学校出身）
普通科３年

商業の勉強を
したかったから。

松尾彩花

（大東中学校出身）
商業科３年
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熱く燃えた、あの日を忘れない ! 文武兼備、何事にも一生懸命、それが分高魂。みんなで一つになったこと、達成感、たくさんの

感動を残す日々。多くのクラブが全国大会出場を果たし、優秀な成績を収めています。

野球･サッカー･剣道･ハンドボール･卓球･陸上･ゴルフ･バスケットボール･ソフトテニス･ボウリ ング・アーチェリー・テニス・吹奏楽･美術･書道･放送･弁論･インターアクト（ボランティア）･囲碁･華道･茶道･
特進新聞･図書･購買･生徒会･情報処理･ダンス同好会･自動車同好会･水泳同好会･将棋同好会 ･空手同好会･弦楽合奏同好会・お菓子同好会

野球部
第96回全国高等学校野球選手権大会大分大会／優勝（甲子園出場）
第134回九州地区高等学校野球大会大分県予選／優勝（九州大会出場ベスト８）
第125回大分県高等学校野球選手権大会／優勝
第124回大分県高等学校野球選手権大会／優勝

サッカー部
第60回大分県高等学校総合体育大会／優勝（２年連続９回目）
第90回全国高校サッカー選手権大会／全国３位
　　　　　　　　　　　◎大分県勢として初の快挙!
平成26年度大分県高等学校新人大会サッカー競技／優勝（２年連続６回目）

バスケットボール部
平成26年度大分県私学大会／３位
平成27年度南九州四県対抗大分県予選／ベスト８

ソフトテニス部
第61回大分県高等学校総合体育大会　･男子団体／ベスト16

囲碁部
第21回大分県高等学校囲碁選手権大会
　・女子団体／優勝　・女子個人／３位

書道部
第19回全日本高校･大学生書道展
　・団体賞／優勝（最優秀校）
第39回全国高等学校総合文化祭出場
第21回九州高文連
　美術・工業・書道・写真展　宮崎大会出場
第３・４・６回書道パフォーマンス甲子園／優勝

放送部
第60回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト
　・朗読部門／優秀
第38回全国高等学校総合文化祭
　・茨城大会アナウンス部門／優勝

図書部
第35回大分県学校図書館報コンクール／入選

吹奏楽部
第39回大分県アンサンブルコンテスト（フルート三重奏）／金賞（大分県代表）
第39回九州アンサンブルコンテスト／金賞
平成26年度大分県吹奏楽コンクール／金賞（大分県代表）
第59回九州吹奏楽コンクール／銀賞

アーチェリー部
JOCジュニアオリンピックカップ
　　第33回全国高校アーチェリー選抜大会　･女子個人／優勝
第2回ユースオリンピック大会　･女子個人／5位・8位

美術部
2012全国高等学校野球選手権大分大会
大会パンフレット表紙原画
　･優秀賞｢決戦｣
　･優秀賞｢勝利を託して｣

ダンス同好会
第４回全日本高等学校チームダンス選手権大会決勝大会／出場（小編成部門）

水泳同好会
第61回大分県高等学校総合体育大会
　・自由形／７位入賞

自動車同好会
平成26年ホンダエコマイレージ九州大会／第４位
第43回二輪車安全運転大分県大会（大分県運転免許センター）
　・高校生クラス／優勝　◎全国大会出場
　・女性クラス／優勝　◎全国大会出場

剣道部
第61回大分県高等学校総合体育大会
　･女子団体／準優勝（九州大会出場権獲得）　･男子団体／ベスト４
2012北信越かがやき総体（インターハイ）
　･女子団体／５位　　･女子個人／優勝

ハンドボール部
平成26年度全国高校ハンドボール選抜大会九州選抜予選　･女子／優勝
平成25年度全九州高等学校体育大会　･女子／準優勝
第61回大分県高等学校総合体育大会　･女子／優勝　　･男子／３位

ボウリング部
第38回全日本高校生選手権大会大分県予選大会
　・男子個人／優勝、３位
第62回大分県高等学校総合体育大会ボウリング競技
　・男子団体／優勝　　・男子個人／優勝

陸上部
第32回全九州高等学校新人陸上競技大会
　・女子走幅跳／優勝
第69回国民体育大会陸上競技大会
　・少年A女子走幅跳／出場
第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
　・女子走幅跳／出場
　
卓球部
平成26年度大分県春季新人大会　女子Ｓ／２位
平成26年度全国大会大分県予選　男子団体／３位

ゴルフ部　
17年連続国民体育大会出場
第33回九州ジュニアゴルフ選手権　女子個人／優勝
第19回日本ジュニアゴルフ選手権　女子個人／２位
トヨタジュニアゴルフワールドカップ2014　女子日本代表／優勝

自動車同好会

美術部
吹奏楽部

陸上部

ハンドボール部

ソフトテニス部 ボウリング部 剣道部

サッカー部

バスケットボール部

書道部

ゴルフ部

卓球部

卓球部

野球部

ソフトテニス部

ダンス同好会

放送部

剣道部

主な部活動
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教育
方針

難関大学合格への徹底指導、一人ひとりと向き合う教育指導、

将来の道を見据え、各種検定を実施。実績が物語る確かな

進学･就職率、文武両道で部活動にも積極的に参加。

5 7 9 11 1 3
●ＰＴＡ総会･科別ＰＴＡ
●全校一斉スポーツテスト
●中間考査

●期末考査
●明野地区
　ボランティア清掃
●進研模試
●ワープロ検定
●表計算検定
●ビジネス能力検定

●推薦資格試験
●実力考査
●情報処理検定
●体育大会

●芸術鑑賞会
●バス遠足
●日商簿記検定
●全商電卓検定
●危険物取扱者試験
●計算技術検定

●前期入試
●センター試験
●漢字検定
●卒業試験
●かるた会

●新入生準備登校
●卒業式
●学年末考査
●クラスマッチ
●遠足
●明野地区
　ボランティア清掃
●整備士国家試験

6
●県高校総体

●開校記念日
●英語･漢字検定
●危険物取扱者試験

4
●入学式
●新入生歓迎会
●遠足
●課題実考
●新入生教育合宿

2
●後期入試
●マラソン大会
●日商簿記試験
●ワープロ検定
●表計算検定

12
●期末考査
●弁論大会
●明野地区
　ボランティア清掃
●修学旅行
●ワープロ検定
●表計算検定

10
●吹奏楽部定期演奏会
●中間考査
●英語･漢字検定

8
●オープンキャンパス
●私学フェスタ
●特進文化祭
●夏季補習
●高３生進路相談
●私学体育大会
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一年を通じて分高生活を楽しむために、充実した行事が盛り込まれています。　※学校行事は変更する場合も あります。

5    Oita High School 入学式 スポーツテスト 教育合宿 進路相談 文化祭 体育大会 遠足 かるた会

中学生の皆さん、

皆さんは現在学校で、勉強に部活動に、

自分の思うように頑張れていますか？

　学校ってなかなか自分の思うようにはい

かないものですね。でも、一日のうちで学

校にいる時間が一番長いのです。そこで自

分の夢に向かって自分らしく頑張れなけれ

ば学校にいる時間がもったいなくなってし

まいます。

　私たち大分高校は、先生達は皆さんの気

持ちを大切にして、皆さんが夢を実現する

ために精一杯応援していこうと考えていま

す。たくさんの魅力的な学科・コースがあ

ります。たくさんのクラブがあります。そ

こでは皆が活き活きと勉強に課外活動に頑

張っています。

　皆さんが夢を叶えるために私たちと一緒

に高校生活を送る決断をされることを期待

しています。

大分高等学校　理事長・校長

理学博士

小山  康直
Oita High SchooI Principal ／ Yasunao Koyama
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基礎学力の向上と定着を第一目標として

います。2年次より、医療福祉系や情報系

の資格取得も可能なプログラムです。

県下最大､週41時間（放課後の特別授業２

時間分を含む）の授業数を確保。志望大学

突破のために確実な力を育みます。

専攻分野の教科を設定しています。1年次

には4時間、2年次には8時間、3年次には

13時間と、より専門性を高めていきます。

表計算ソフトなど、様々なアプリケーショ

ンの習熟や各種資格取得などに重点を置

いています。

自動車原理はもちろん、整備実習を通し

て、エンジニアとしての知識や技術の習得

を目指したカリキュラムです。

英語

8h

国語

5h

数学

8h

社会

4h

理科

6h

体育
3h

その他

5h

特進
選抜
39h

特進
個性
30h

専攻

4h

英語
5h

国語

4h数学

3h

社会

2h

理科
2h

体育

その他

4h

6h

普通科
30h

英語

4h

国語

5h

数学

5h社会

2h

理科
2h

体育

その他

4h

8h

商業科
30h

専攻

10h

英語

3h国語

3h

数学

3h

社会 2h

理科2h

体育

その他

3h
4h

自動車
工業科
30h

整備

12h

英語

2h
国語

3h

数学

3h

社会 2h

4h
体育

その他

4h

※1 年次 一週間の参考

各科ごとの特徴あるカリキュラム。個性を育む教育を実践しています。



友成 航平さん
平成19年度卒

大分県警察本部刑事部科学捜査研究所　研究員

広島大学　生物生産学部 卒業　　
広島大学　大学院　生物圏科学研究科　修了

〈国東中学校出身〉

目標や学力に合わせたきめ細かい指導
で、希望の大学に合格できました。大学院
修了後、大分県警の科学捜査研究所で科
学的側面から犯罪捜査に携わっていま
す。まだまだ勉強中ですが、専門を生かせ
る仕事に就けて、充実した毎日です。

“みんなが家族のようなアットホームな
学校”。卒業した今でもその環境は変わっ
ておらず、学校を訪ねると先生方がいつ
も温かく迎え入れてくれます。まるで、
実家に帰ったような気持ちになれ、ホッ
とする空間です。そんな大分高校が私は
大好きです！

御手洗 慶子さん
平成16年度卒

担当番組：日曜夕方６時～スパークオンウェイヴ・
　　　　　土曜日朝１１時３０分～ほっとはーと大分など

〈蒲江中学校出身〉
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平成 26 年度 進学実績

突破力、自分力を磨く
目的や個々の能力に寄りそう細やかな指導、そして緻密
なプログラム。“確実な力” と “自信” を育みます。

東京大学（2）・大分大学(医／医)（2）・東京工業大学（1）・九州大学（5）・神戸大学（1）・

広島大学（1）・熊本大学（2）・九州工業大学（2）・大分大学（20）・鹿児島大学（3）・山口

大学（2）・鳥取大学（1）・琉球大学（1）・首都大学東京（1）・神戸市立外国語大学（1）・

兵庫県立大学（2）・福岡県立大学（1）・北九州市立大学（1）・熊本県立大学（1）・大分

県立看護科学大学（2）　※大分大学20名には医学部医学科の人数を含んでいます。

国公立大学

防衛大学校（2）

文科省管轄外

早稲田大学（4）・慶應義塾大学（2）・東京理科大学（5）･明治大学（2）・中央大学（2）・同志社大学（3）・立命館大学

（5）・関西学院大学（4）・関西大学（4）・近畿大学（4）・西南学院大学（6）・福岡大学（7）　※主な大学のみ

私立大学

東京大学
国立大学医学部
大分大学

2名
2名

20名

平日７時間以上の授業　＋　土曜４時間授業（毎週）

難関国公立大学、有名私立大学合格を目指す!

特進

特進
選抜

現役合格

村井莉緖(明野中学校出身)
志望大学：大分大学
I  will  be：子どもの頃からの夢で
ある医療関係の仕事に従事し、
地元大分に貢献したいです。

武島孝佑(滝尾中学校出身)
志望大学：広島大学
I  wi l l  be：バスケと勉強の両立
は大変だけれども、最後まで全
力を尽くして、目標を突破した
いです。

志望校への
現役合格にこだわる !!

I  wi l l  be‥‥　SCHOOL GUIDE 2016

選抜・特進クラスとも、個々の適性に応じた学習クラスを編成し、習熟度別授業を

行っています｡また級友と切磋琢磨することで、更なる学力向上が期待できます｡

３年次、志望大学合格100％を目指します。

高尾山の自然に抱かれ､冷暖房完備の快適な学習環境の中､毎週39時間以上の授業

数を確保しています｡ゆっくり授業を行っても､授業数が多い分おのずと授業進度

は早くなります｡高校２年で高校の内容を終え､３年次には目標大学に応じた指導

を行います｡大分高校伝統の｢添削指導｣も３年次に追加されます。

イギリス、オーストラリア、ヨーロッパ等海外への修学

旅行を実施中。

特進特進

特進
選抜
特進
選抜

有名最難関大学から国公立大学合格まで一直線

県下最大の授業時間を確保

語学研修旅行（ホームステイ）

テレビ大分 勤務  アナウンサー



主な実績

部活と両立、大学進学合格を目指す!
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I  wi l l  be‥‥　SCHOOL GUIDE 2016

進学、音楽、美術、書道、アスリート

東京藝術大学・福岡教育大学・金沢美術工芸大学・島根大学・

高知大学・大分大学・大分県立芸術短期大学

国公立大学（短大含む）

武蔵野美術大学・多摩美術大学・国立音楽大学・東京音楽大学・

環太平洋大学・エリザベト音楽大学・九州産業大学・福岡大学

私立大学（短大含む）

福岡ビジョナリーアーツ・福岡リハビリテーション専門学校・香蘭ファッションデザイン専門学校・

ヒューマンアカデミー福岡校・IVY総合技術専門学校・大分県歯科技術専門学校

専門学校

大分県警察本部・自衛隊

公務員

又川 裕也さん
平成23年度卒

(有)インテリアナカマチ 勤務
〈判田中学校出身〉

店舗内装にかかわる設計プラン、デザイ
ンや図面等をCADで作成や現場管理の仕
事もしています。
商業施設の修理や改装等もしています。
まだ入社1年目なので会社の戦力になれ
るように今は頑張っています。
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桑原 美緒さん
大分県立日田三隈高等学校教諭

〈上野ヶ丘中学校出身〉

希望大学への進学、高校の音楽教諭、私の
夢を実現する土台は大分高校にありまし
た。専門科目の勉強や特別招聘講師によ
る指導、演奏会経験等、豊富な学習環境
は、必ず皆さんの夢に近づけてくれるは
ずです！

平成15年度卒

優れた専門性、個性を伸ばすプログラムや実技指導。
自分の力で切り拓く実力を身につけます。

大学進学に向けて確実な学力アップと、部活動との両立を高い次元で果たします｡

もちろん、部活に入っていなくても、勉強に打ち込むだけでも０Ｋ!!

全国・世界で活躍する音楽家を講師に迎え(年間20回以上)、個人の技術はもちろ

ん、より深い音楽表現を学び、有名音楽大学への現役合格を目指します。

世界に羽ばたく芸術家やデザイナーになるために､特別講師を招きデッサンなどの

指導も受けています。また、英語力の向上に力を入れ、名門美術大学合格を目指し

ます。

『書』を書くことから、自分の感性を磨き､人間的な成長を目指します。また、確かな

実力をつけ、自分が志望する進路を実現させます。

スポーツトレーナーなど外部講師からの指導や、栄養学・スポーツ理論などを学ぶ

ことで、競技力の向上と体育系大学や専門学校への進学を目指します。

永井千絵(別府朝日中学校出身)
I  wil l  be：書道を通して学んだ人と
の関わり方などを生かし、誰もが
頼ってくれる養護教諭になりたい
です。

志賀七海(挾間中学校出身)
I will be：公務員を目指しています。
地域の方々の意見に耳を傾け、人と人
との繋がりを大切にし、多くの人々の
力になりたいと思っています。

犬山奈々子(碩田中学校出身)
I  w i l l  be：音楽大学に進学し、音
楽についての知識を高め、音楽関
係の仕事に就職することです。

坂本さくら(滝尾中学校出身)
I will be：音楽の先生になることです。
音楽の知識を学ぶために大分高校の音楽
コースに来ました。
私はサックスという楽器を吹いていますが、
サックスを教える先生にも憧れています。

特進
個性
特進
個性

進学専攻 キメ細かい指導を実践します。

音楽専攻 プロの主音を間近で体感できます。

美術専攻 大学教授からのアドバイスを受けられます。

文字を通して｢自分｣を表現できるようになります。書道専攻

専門知識を備えさらなる高みへ。アスリート専攻

｢進みたい道｣を確実にサポート



新設　アニメコース  コミケ(東京)にも参加予定!!

新海 美優さん
平成25年度卒

プロゴルファー（広島CC所属）
〈賀来小中学校出身〉

私は幼い頃からプロゴルファーになると
いう目標に向かって頑張ってきました。
大分高等学校にはそんな私に対していろ
いろな面で多くのサポートをしていただ
きました。おかげで高校卒業後すぐにプ
ロゴルファーのテストに合格できまし
た。今後の更なる飛躍を目指して現在奮
闘中です。

資格取得よりも、より実践的な技術を習得
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資格取得例
･英語検定･漢字検定･ビジネス能力検定等
･医療・福祉系／介護職員初任者研修資格
　　　　　　　  手話検定3級等
･情報系／ワープロ検定
　　　　  点字検定
　　　　  情報処理活用能力検定 (Ｊ検 )
　　　　  表計算検定

主な実績
筑波大学

国公立大学
大分県立大分高等技術専門学校

文科省管轄外

東海大学･帝京平成大学･国際医療福祉大学･大阪国際大学･大阪商業大学･岡山商科大学･

環太平洋大学･広島国際大学･山口福祉文化大学･九州産業大学･福岡大学･崇城大学･

別府大学･立命館アジア太平洋大学

私立大学（短大含む）

東京美容専門学校･ヒューマンアカデミー原宿校･京都製菓技術専門学校･日産京都自動車大学校･コンピュータ教育学院･IVY総合技術工学院･

KCS大分情報専門学校・大原学園大分校・九州総合スポーツカレッジ･大分介護福祉士専門学校･大分県歯科技術専門学校

専門学校

自衛隊

公務員

株式会社上組大分支店･医療法人謙誠会博愛病院･別府中央病院･JA大分県農業協同組合･株式会社トキハインダストリー･ダイハツ九州株式会社

就　職 平成26年度  就職率100%達成!

高原 那菜さん
平成26年度卒

〈安岐中学校出身〉

私は大分高校普通科に在学していました。毎日
友達と楽しく過ごすことができ、先生方も本気
で向き合ってくれて、とても充実した学校生活
でした。卒業後、大原学園に入学しました。学園
生活もとても楽しく、簿記検定の資格取得を
し、今は宅地建物取引士の資格取得に向けて頑
張っています。
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新しい
ステージに向け
ステップアップ

基礎学力の徹底強化を図り、専門資格も取得可能。進路を決める3年次には多く

の大学・短大・専門学校の指定校推薦の活用ができます。就職はもちろん能力に

応じた幅広い進路への対応が可能です。

資格取得よりも、より実践的な技術を習得し社会に出て、即戦力となる人材に育て

ます。特にCGのソフト｢アドビ･イラストレーター／フォトショップ｣等の習得に

よるポスター・イラストの作品作りを基本とします。そして自己アピールで、自社

制作のチラシ・ポスターのできる社員として、就職の準備をします。

また、よりアニメーションの仕事に興味の出てきた生徒のために、｢MAYA｣という3DCGのソフトにも触れ、より高みを目指しま

す。以上のことを、アニメ鑑賞、衣装・小道具を作ったりしながら学習していきます。

※MAYAは、ハリウッドなどで使われる3DCGのソフトで｢アナと雪の女王｣｢トランスフォーマー｣などに使われています。

基礎学力を徹底強化。専門資格の取得も可能!
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後藤勇基(緒方中学校出身)
I  wi l l  be：野球部に在籍し、毎日練習に
一生懸命取り組んでいます。甲子園を
目指しながら第１希望の就職先に行け
るように頑張っています。

廣瀬椋輔
(上野ヶ丘中学校出身)
I  wi l l  be：アニメの仕事
に就きたい。

牧 健太郎
(上野ヶ丘中学校出身)
I  w i l l  be：大学進学を目
指したい。

普通科普通科

アニメ
コース
アニメ
コース

個々の能力に合わせた“基礎”から“応用”への幅広い指導。
『自ら考える力』を引き出します。

アニメの制作鑑賞を基盤にしたコースで、３年間を有意
義に、そして基本的なCGを確実に習得していきます。使
用する機種はiMacと液晶ペンタブです。

日ビ技能検定協会漢字能力検定２級
オフィススペシャリスト Excel
全国経理教育協会簿記検定１級



メカニックのスピリッツと即戦力を

有能なスペシャリストを育成 平成26年度  就職率100%達成!

主な実績

国家試験100%合格を目指す!

植木 翔子さん
平成19年度卒

まとう歯科クリニック  （事務職） 
〈大東中学校出身〉

資格取得に向けて、放課後、友人と勉強したの
を思い出します。勉強だけではなく、悩みなど
も相談でき、今考えれば、有意義な時間を過ご
すことができました。合格した時は、友人と一
緒に喜び、自信になりました。大分高校に入学
し、たくさんの友人、先生方と会えたこと、進学
させてくれた親には本当に感謝しています。大
分高校で私は生きる力を身に付けることがで
きました。 現在は、資格を生かした仕事に就い
ています。感謝です。13    Oita High School

佐藤 亜里沙さん
平成26年度卒

大分三菱自動車販売株式会社 勤務
〈大東中学校出身〉

私は自動車整備士になることを目指し、大分高
校の自動車工業科に入学しました。この春、希
望通りに大分三菱自動車販売株式会社に整備
士として入社することができました。今はまだ
オイル交換や洗車くらいしか任せてもらえま
せんが、車検や修理などでお客様に喜んでもら
い信頼していただけるような整備士になるよ
うに頑張っています。

資格取得例
・三級自動車ガソリンエンジン整備士　　・三級自動車シャシ整備士
・三級自動車ディーゼルエンジン整備士　・三級二輪自動車整備士 ( バイク )
・危険物取扱者　　・計算技術検定　　・ガス溶接　　・アーク溶接　等

九州産業大学・久留米大学・日本文理大学･別府大学短期大学部

私立大学（短大含む）

日産京都自動車大学校･麻生工科自動車大学校･
大分高等学校自動車工学専攻科

専門学校
自衛隊

公務員

日鉄住友物流大分株式会社・大分三菱自動車販売株式会社･城陽石油株式会社･大交車輛整備株式会社･九大林産株式会社･ネッツトヨタ大分株
式会社･吉伴株式会社･昭和電工株式会社大分石油化学コンビナート･有限会社原はつり工業･株式会社アコーディアゴルフ･庄司工業有限会社･
医療福祉法人善昭会･有限会社土屋車輛･木村工業･片山工業･大分テクノス・株式会社ジェイテック

就　職 平成26年度  就職率100%達成!

資格取得例
・日商簿記検定２級
・簿記実務検定１級
・情報処理検定１級
・ビジネス文書実務検定１級
・秘書検定３級
・販売士検定３級　等

主な実績（過去 5年間）
別府大学･西南女学院大学・熊本学園大学・別府大学短期大学部・別府溝部学園短期大学私立大学（短大含む）

大分歯科技術専門学校・麻生外語観光&製菓専門学校・
西鉄国際ビジネスカレッジ

専門学校

イオン九州株式会社・トキハインダストリー・
杉乃井ホテル&リゾート株式会社

就　職
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ICTの急速な進展に対応した「情報」と
「ビジネス」のスペシャリストの育成を目指す!

商業科で学習する専門教科は、まったく新しく始める学習です。生徒にも一人ひと

りの個性を大切にする指導を行っています。だから小・中学校までの学習とは異な

り、苦手意識を持っていた人も大丈夫。それぞれの頑張りによってさまざまな資格

を取得することができます。また、卒業後は就職・大学・短大・専門学校への進学と多様化した進路を、商業科の専門性や資格を生か

して目指します。個々の進路に応じた夢の実現を全力でサポートします。

自動車工業科は､文部科学省と国土交通省の管轄のもと、人命をあずかる自動車整

備士になるために､授業への出席率や取り組みに対し厳しく､そして温かく指導し

ています。

大分県下唯一の
３級自動車整備士一種養成施設校(実技試験免除)

教材が豊富で即戦力を目指した授業内容。
2 級自動車整備士が取得できる専攻科も併設しています。

中西　樹(戸次中学校出身)
志望大学：北九州市立大学
I will be：銀行員
銀行は誰もが利用する場所なの
で、銀行に就職して、たくさんの
人、企業の経済活動も手助けでき
るような銀行員になりたい！

渡部美緒(緒方中学校出身)
自動車工業科３年
I  wi l l  be：私は自動車整備士にな
ることを目指し、実習など専門教
科の学習に頑張っています。男子
生徒が多いですが、他のクラスとの
交流もたくさんあるので楽しく、充
実した毎日を過ごしています。

田村志織(稙田南中学校出身)
自動車工業科３年
I  w i l l  be：私は将来、自動車整備
士になるため自動車工業科を選
びました。男子生徒が多いクラス
ではありますが、目標達成を目指
し日々頑張っています。クラスの
仲間も優しく、毎日の学校生活を
楽しんでいます。

I  wi l l  be‥‥　SCHOOL GUIDE 2016

商業科商業科

自動車
工業科
自動車
工業科

商業教育を通して自分の「強み」を持ち、ビジネス社会に
貢献できる人材を育てます

バイク好きにはたまらない ! ３級２輪自動車整備士取得可能 !
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