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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
■中央通り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

注１：月々の発券となります。

注２：片道のご利用も可能です。

注３：稙田方面のスクールバスは判田郵便局前で三重方面から来た

　　　ＪＲの電車と連絡しています。

注４：幸崎方面のスクールバスは鶴崎駅前で佐伯方面から来たＪＲ

　　　の電車と連絡しています。

注５：左記経路の大分バス停であれば、停留することができます。

幸 崎 方 面

朝１便／帰り２便運行
幸崎駅前
神崎中学校前

下 校 時

大分高校発（平日）

大分高校発（土曜）

馬場
ホームワイド前 
坂ノ市小学校前
坂ノ市
志生場
王の瀬
横塚東
横塚中央
浜東
浜天満社前
浜入口
平野
中向
大在駅前
大在小学校前
前横田
北公園前
久保
須賀
極楽寺
志村
鶴崎橋
鶴崎
西町
鶴崎駅前
別保橋
皆春
門田
上皆春
森町下
別保小学校入口
花の木団地入口
森町
森中村
森
大東団地入口
金の手
西寺
岡原団地入口
毛井
竜泉寺前
パークプレイス
公園通り東
情報科学高校入口
大分高校正門

６：５７
６：５８

７：３３
７：３４
７：３４
７：３５
７：３６
７：３８
７：４０
７：４１
７：４５

７：２５
７：２６
７：２７
７：２８
７：２９
７：３０
７：３０
７：３１
７：３２

７：１９
７：２１
７：２３
７：２４
７：２４

７：１１

７：００
７：０４
７：０５
７：０７
７：０８
７：０９

７：１６

７：１２
７：１３
７：１４
７：１４
７：１４
７：１６

７：１８

７：１６
７：１７
７：１７

７：１８

７：４７
７：５２
７：５５

１６：００
１７：４５
１２：５０

大分中高生専用スクールバス／時刻表
（平成27年4月現在のもの）

稙 田 方 面

朝１便／帰り２便運行
６：４０大分バス南営業所
６：４０緑が丘４丁目
６：４１緑が丘５丁目
６：４２緑が丘大通り
６：４２ストア前
６：４３緑が丘３丁目
６：４４緑が丘２丁目
６：４５緑が丘１丁目
６：４５

７：２１
７：２２
７：２３
７：２４
７：２５
７：２７
７：２８
７：２９
７：３１

７：０６
７：０７
７：０７
７：０８
７：０９
７：１５
７：１６
７：１７
７：１８

６：５４
６：５５
６：５８
７：０１
７：０２
７：０３
７：０５
７：０５
７：０６

６：４５
６：４７
６：４７
６：４７
６：５０
６：５０
６：５１
６：５２
６：５３

緑が丘入口
井手淵
南警察署前
上横瀬
横瀬
富士見が丘グリーンプラザ前
富士見が丘センター前
富士見が丘中央
富士見が丘東
富士見が丘入口
田原
稙田小学校前
※豊和銀行わさだ支店前
田尻
上田尻
田尻グリーンハイツ入口
ふじが丘山手
ふじが丘南
ふじが丘東口
ふじが丘東
ふじが丘北
ふじが丘入口
※大分ＳＳ光吉校前
※大分銀行寒田支店前
敷戸
川久保
大分大学正門
大学宿舎前
産業科学技術センター
高江中央公園
高江中央２丁目
高江中央１丁目
新良橋
大分南高校
判田団地
判田中学校前
昆布刈橋

７：３３判田郵便局前
７：４５大分高校正門

下 校 時
１６：００
１８：１０

大分高校発（平日）

１３：００大分高校発（土曜）

大分高等学校

大分高等学校
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 I  wi l l  be …  夢に向かって！

Oita High School 
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

　検定料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27年度1年生のものです）
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光陰矢の如し
Time flies l ike an arrow.

　３年生になったと思ったら、あっという間に進むべき道を決めなければならない時期になってしま
いましたね。
　皆さんはこれまでの進路学習を通じて、自分が最も輝くと信じられる高校を見つけ出しましたか。
まだでしょうか。もちろんまだだからと言って遅すぎるということはありませんよ。意思決定は慎重
であってもなにも問題ありません。優柔不断という言葉はこの際通用しませんから。しっかり目を見
開いて自分を求めていてくれる高校があるかどうかを探し出してみてください。
　私たちは皆さんが高校三年間を思いっきり満喫できる教育環境を組み立てています。もう一度この
パンフレットを読み通してみてください。この中に皆さんをより高いレベルに導いてくれる道が用意
されているはずです。なぜなら私たち大分高校の先生たちは皆さんと一緒に勉強したいと一番強く思っ
ている教員集団ですから。
　ここをスタートにして皆さんは夢の実現に向けて一歩ずつ人生を築き上げていってください。私た
ちは精一杯の後押しをしていきます。

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

私は大分高等学校を卒
業し、福岡教育大学に
進学。その後、教師とし
て母校に戻ってまいり
ました。高校、大学と書
道を学び、現在書道の
授業と書道部の副顧問
として指導に励んでい
ます。教師としてまだ
まだ至らないことが多
く、日々勉強です。そん
な中、生徒たちの笑顔
に多大な力をもらって
います。教師としては

もちろん、一人の人間として、生徒たちの今後の未来
に少しでも良い影響を与えられるよう、何事にも全力
で指導に励み、ともに成長できるよう頑張ります。

平成18年度
大分高等学校
特進書道コース卒鳥羽 穂乃美先生

担当教科／書道

私の原点は大分高等学
校です。一生懸命教え、
指導してくれた先生、
同じ目標に向かって多
くの時間を過ごした仲
間がいたから今があり
ます。大分高等学校は
勉強・部活動の技術指
導はもちろんのこと、
人としてのあるべき姿
を学ぶことができます。
皆さん、素直に、常に感

謝の気持ちを忘れず、気配り・目配り・心配りを意識し行
動すれば夢実現に近づきます。皆さんの夢実現のために
私は一生懸命応援します。

平成３年度
大分高等学校
商業科卒松尾　篤先生　

担当教科／商業

私が大分高等学校に入学
して良かったと思うこ
とは、学習する環境が
整っていることです。
少人数体制で先生方が
丁寧に教えてくださる
ことで授業の理解が深
まります。また周囲の
友達も目標に向かって
努力しているので一緒
に頑張ることができま
す。この環境は私には

とても適していて、３年間、塾に行かなくても大分高
等学校での学習だけで実力をつけることができたと
思います。これからも夢に向かって努力したいです。

坂ノ市中学校出身
一法師 菜穂さん
特進選抜 ３年Ａ組

僕はサッカー部に所属
しており、夢の実現の
ため大分高等学校に入
学しました。日々、先生
方のご指導のもと、部
活動では質の高いト
レーニング、勉強では
一つひとつ丁寧なアド
バイスにより、文武両
道を志して頑張ってい
ます。
また、幼い頃からの夢

であった全国大会出場を､素晴らしい仲間と共に達成
することができました。皆さん、この大分高等学校で
夢の実現、一生の思い出を共に創っていきませんか?

大東中学校出身
箱田 悠祐さん
特進個性 進学 ３年Ｅ組

I will be …   夢に向かって！
先 生 か ら の メ ッ セ ー ジ

在 校 生 か ら の メ ッ セ ー ジ



特進選抜
特進

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）  ほか

※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）  ほか

※主な大学のみ

■ 私立大学

東京大学

国立大学医学部

九州大学

2名
2名
5名

大分大学 20名 特進

特進
選抜

特進
選抜

特進
選抜

現役合格（平成26年度実績）

選抜・特進クラスとも、１年次から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。放課後は、自ら
設定した学習プランにより自学能力を向上させます。３年次に
は志望校にあわせた本校伝統の添削指導も。夢を共有する級友
と切磋琢磨することで、新しい自分の能力を発見できるはずで
す。３年後には志望大学合格 100% を目指します。

志望大学合格へのパスポート

平日７時間以上の授業  ＋  土曜４時間授業（毎週）

２年生の２学期にイギリスまたはオーストラリアへ
の語学研修旅行があります。単なる海外旅行ではな
く、現地の高校生をパートナーとして昼間には授業
を一緒に受け、休日・夜はパートナーの家庭でホー
ムステイを経験します。世界を「まるごと」体験で
きます。

グローバル社会に活躍するために
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「自己実現」のための３年間を。
学力・想像力・人間力の３つの能力を育成します。

平成 26 年度 進学実績

東大・京大をはじめ、早慶など憧れの最難関大学合格の夢を叶える !!

東京大学  赤門 早稲田大学  大隈講堂慶應義塾大学
三田キャンパス　

毎週39時間以上の授業数を確保しています。特進といっても特別に授業スピードが速いわけではあり

ません。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速くなります。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入試対策中心の授業となります。

志望大学や個々の個性に即した細やかな指導と緻密なプログラム。
“確実な力” と “自信” を育みます。

オーストラリアイギリス　ケンブリッジ大学

京都大学  百周年時計台記念館

九州大学

同志社大学 東京理科大学

熊本大学

九州大学、熊本大学への
合格者も多数輩出

難関私立大学にも毎年合格

I will be  …  夢に向かって！

特進／高校１年生の例（平成27年度）時間割

月 火 水 木 金

数学Ⅰ 国語総合Ｂ 情報 生物

国語総合Ｂ 日／地 コミ英 数学Ⅰ コミ英

体育 国語総合Ｂ 国語総合Ａ 英表Ⅰ 保健

英表Ⅰ 数学Ⅰ 化学 物理 数学Ａ

数学Ａ 芸術 体育 世界史 国語総合Ｂ

国語総合Ａ 芸術 体育 化学 HRA

土

数学Ａ

コミ英

数学Ⅰ

英表Ⅰ

世界史１限

２限

３限

４限

５限

６限

Ｌ 生物 物理 日／地 情報７限

コミ英 数学Ⅰ８限
※【コミ英】コミュニケーション英語　【英表】英語表現　【L】英語リスニング　【日／地】日本史・地理



特進個性

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  ほか

■ 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  ほか

■ 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  ほか

■ 専門学校
大分県警察本部・自衛隊
■ 公務員
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主 な 実 績

優れた専門性、個性を伸ばすカリキュラムや実技指導。
自分の「夢」を自らの力で切り拓く実力を身につけます。

各分野のスペシャリストによる実技指導や専門性の高い授業を実施し、
それぞれの｢個性｣を伸ばし、｢人間性｣、｢社会性｣を育成します。

高校生活で「部活にも力を入れたい」さらには「進学もしたい」

そんな夢を叶えるコースが進学専攻です。大学進学に向けて

確かな学力を身につける授業を実施し、放課後や土曜日は、

部活動や自分の時間にあてることができます。部活動に入ら

ず、勉強や自分のしたいことに専念することもできます。

また、一定の条件を満たせば、特進へのコース変更も可能です。

文武両道 ! を目標に

音楽専攻は、個人の専攻実技レッスンに加え、音楽の基礎と

なるソルフェージュや楽典の専門的な授業を行います。また

副科専攻実技のレッスンもあり、とても充実しています。さ

らに、年に３回程度、招聘講師の先生方による特別レッスン

を受けることもできます。卒業生には、国内外で活躍するプ

ロの演奏家や学校教員など、幅広く活躍しています。

音楽と真剣に向き合える環境

月に２回のスポーツクラブ「ルネサンス」での実習、外部講
師によるトレーニング指導などにより、専門種目の競技力向
上と、スポーツ理論、栄養学など将来の進学に向けての取り
組みも行っています。アスリートコースから未来のオリン
ピック選手、プロフェッショナル、体育科教員が誕生するよ
う一生懸命サポートします。

真のアスリートを目指します

美術コースは基本的に美大進学を目指すコースです。基本的
なデッサン・絵画・デザインなどを一通り学習し、それぞれ
の入試の特色に合わせた受験指導を丁寧にしていきます。他
の絵画塾に通う必要はありません。そして他の高校生がどの
ような勉強をしているのかを知るために、短期間ですが東京
の予備校体験を毎年行っています。コースだけの修学旅行で
す。１・２年は、基本的な美術を学び、３年からは、各進学
先の受験準備に入ります。

美大進学を目指すコース

大分県で唯一書道を専門的に学べるカリキュラムになってい

ます。綺麗な文字の「書写」から表現の幅を広げた「書道」

の技術が学べます。また、書道を通して「自分を表現する力」

を身につけ、人間力の向上を図ります。

書道の確かな力をつけ、自分が希望する進路を確立し、実現

できるように全面的にサポートしていきます。

「書道」を通し、自分自身が成長できます

専門の時間は、
各コース分かれての授業になります。
特進個性コースでは、各専門分野の授業が組み込まれて
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、学年が進むにつれて専門性を高めるカリ
キュラムになります。その時間は、各コースに分かれての
授業となり、集中して取り組むことができます。

I will be  …  夢に向かって！

▲
イラスト／アニメコース １年Ｆ組
稙田東中学校出身　渡辺天音

より実践的なＣＧのソフト「アドビ・
イラストレーター」「アドビ・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します。社会
に出て特に、即戦力となる人材に育
てます。「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。使用する機種は
ｉＭａｃと液晶ペンタブです。

即戦力となる人材を育てます普通科／アニメコース
（平成27年度スタート）

※ＭＡＹＡはハリウッドなどで使われる３ＤＣＧのソフトで、
「トランスフォーマー」などで使われています。

進学専攻

音楽専攻

美術専攻

書道専攻

アスリート専攻

特進個性（進学専攻以外）／高校１年生の例（平成27年度）

※【コミ英】コミュニケーション英語　【英表】英語表現　【社会と情】社会と情報
　【科学と人】科学と人間生活

時間割

月 火 水 木 金

国語総合 体育 コミ英Ⅰ 科学と人

数学Ⅰ 保健 英表Ⅰ 数学Ⅰ 体育

専門科目 芸術 数学Ⅰ 専門科目 社会と情

専門科目 芸術 総合学習 専門科目 英表Ⅰ

コミ英Ⅰ 世界史Ａ 科学と人 体育 世界史Ａ

社会と情 コミ英Ⅰ 国語総合 国語総合 HRA

国語総合１限

２限

３限

４限

５限

６限



資格取得例
・英語検定、漢字検定、ビジネス能力検定、
　ワープロ検定等
・医療、福祉系／介護職員初任者研修資格、
　　　　　　　　点字検定、手話検定3級等

適応指導クラス

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  ほか

■ 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  ほか

■ 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  ほか

■ 就　　職 平成26年度  就職率100%達成!
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資格取得例
・日商簿記検定２級
・全商簿記実務検定試験１級
・全商情報処理検定試験１級
・ビジネス文書実務検定試験１級
・ビジネス能力検定３級
・日商販売士検定試験３級
・秘書検定３級　等

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  ほか

■ 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  ほか

■ 専門学校

イオン九州株式会社・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  ほか
■ 就　　職
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普通科 商業科

主 な 実 績

主 な 実 績（過去５年間）

商業科で学習する専門科目である簿記実務や情報処理、ビジネ
ス文書などは、小・中学校までの学習とは異なり、誰もが高校
から学習する新しく始める教科です。だから苦手意識を持って
いた人も大丈夫。また、社会に出て必要な挨拶やマナー、さら
にはコミュニケーション能力を身につけて、即戦力となれる能
力を身につけていきます。

国家試験や各種検定試験合格を目指す !

商業科では、日々進化するＩＴ社会で活躍できる人材を育てる
ために、さまざまな検定試験を受検することができます。なか
でも情報処理検定試験においては国家試験合格。簿記実務検定
試験では日商簿記検定試験２級取得。ビジネス文書実務検定試
験においては１級取得。全経電卓計算能力検定試験では段位取
得を目標に指導しています。また各種の資格・検定試験取得を
通じて、進学を有利に進めたい生徒には、一人ひとりの個性を
大切にしながら進路指導を行っています。

即戦力となれる人材を育成

「読む力」「考える力」「表現する力」である基礎学力の定着を図り、

部活動や学校行事などの幅広い経験を通して現代社会を生き抜

く社会力を身につけます。また、最終的な進路選択がスムーズ

に行えるよう１年次より大学や専門学校などでの体験を積極的

に取り入れています。

現代社会を生き抜く社会力を身につけます

商業教育を通して、自分の「強み」を持ち夢の実現をサポートします。
生徒一人ひとりの理解度を大切に指導し、ビジネス社会に貢献できる人材を育てます。

勉強にもクラブ活動にも全力投球！
大学進学から就職まで幅広い進路選択が可能　～就職内定率は 100% を維持～

I will be  …  夢に向かって！

商業科／高校１年生の例（平成27年度）

※【コミ英】コミュニケーション英語　【科学と人】科学と人間生活　【ビジ基礎】ビジネス基礎

時間割

月 火 水 木 金

簿記 芸術 数学Ⅰ ビジ基礎

コミ英Ⅰ 数学Ⅰ 芸術 体育 国語総合

ビジ基礎 情報処理 簿記 国語総合 科学と人

国語総合 情報処理 総合学習 情報処理 課題研究

数学Ⅰ 体育 保健 簿記 コミ英Ⅰ

科学と人 簿記 世界史Ａ コミ英Ⅰ HRA

世界史Ａ１限

２限

３限

４限

５限

６限

普通科／高校１年生の例（平成27年度）

※【コミ英】コミュニケーション英語　【科学と人】科学と人間生活　【社会と情】社会と情報

時間割

月 火 水 木 金

体育 社会と情 体育 体育

科学と人 国語総合 国語総合 社会と情 数学Ⅰ

保健 家庭総合 コミ英 国語総合 コミ英

世界史Ａ 家庭総合 総合学習 コミ英 世界史Ａ

国語総合 数学Ⅰ 芸術 科学と人 国語総合

数学Ａ 数学Ａ 芸術 数学Ⅰ HRA

コミ英１限

２限

３限

４限

５限

６限

不登校を経験した生徒を対象に、きめ細
かな指導を行います。
詳細はお問い合わせください。

平成26年度  就職率100%達成!
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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  ほか■ 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  ほか■ 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  ほか

■ 就　　職 平成26年度  就職率100%達成!

主 な 実 績

自動車整備専用の実習場が６カ所あり、教材も充実。少人数で
の実習授業を行っています。少人数だからこそ、わかりやすく、
きめ細かい指導が受けられ、自動車の基礎から即戦力の整備技
術までを学べます。

三級自動車整備士資格取得サポート体制（100％合格を目指す）

３年次には、自動車整備士の資格取得を目標に受検対策授業が
行われます。一人ひとりのレベルに合わせた学習指導を受験前
日まで実施。100％合格を目指します。

充実した学習環境で、自動車の基礎から学べる授業内容

自動車
工業科

優秀な自動車整備士を育成
国土交通省指定　三級自動車整備士一種養成施設（実技試験免除）

自動車工業科／高校１年生の例（平成27年度）

※【情報／工】情報技術工業数理　【コミ英】コミュニケーション英語　

時間割

月 火 水 木 金

芸術 数学Ⅰ コミ英 国語総合

芸術 コミ英 体育 体育 数学Ⅰ

体育 自動車実習 国語総合 世界史Ａ 世界史Ａ

機械工作 自動車実習 自車工学 国語総合 保健

自動車実習 自車工学 自動車実習 情報／工 情報／工

自動車実習 情報／工 自動車実習 情報／工 HRA

数学Ⅰ１限

２限

３限

４限

５限

６限

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）
第63回大分県高等学校総合体育大会／優勝（３年ぶり10回目）

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

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

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
平成27年度大分県吹奏楽コンクール／金賞（大分県代表）
第60回九州吹奏楽コンクール／金賞

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

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

　

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
平成27年度全国高等学校総合体育大会　･女子個人／5位入賞

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
平成27年度大分県私学大会／２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

ソフトテニス部
第63回大分県高等学校総合体育大会　･男子団体／ベスト８

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

図書部
第35回大分県学校図書館報コンクール／入選

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

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

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
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主な部活動
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・
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・生徒会

I will be  …  夢に向かって！


