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別府翔青高校の「学び」

主体的、対話的で深い学びの授業

学校図書館・ICT機器を活用した授業　　アクティブ・ラーニングの研究と実践
授業力向上セミナー　公開研究授業　校内授業研究会　互見授業

学ぶ力人間力 社会力

社会的自立に
必要な自己指導力

主体性・協調性を
育てる生徒会活動

社会に参画する
意識を育てる探究学習
インターンシップ
ジョブシャドウイング
ボランティア活動
外部人材による講演会
NIE活動（新聞を活用した学び）
ディベート

知識・技能の
習得を図るシステム
進路目標に応じた自由選択科目
習熟度に応じた授業
学習合宿
土曜講座・補習
対外模試・資格取得

進路目標を達成する学力
国内外の地域や
団体と連携する
コミュニケーション能力

学校教育目標

新しい時代を創造し、社会的な自立と貢献ができる人間力の育成

進路について
考えを深める取組み
朝読書
職業・学問研究
科目選択ガイダンス
バーチャル市役所
課題研究
個人研究

青藍祭（文化の部・体育の部）
生徒大会　　各種委員会
クラスマッチ
地域清掃活動
校内環境美化活動



普　通　科
●単位制の特長を活かして、進路目標、興味･関心、習熟度に
　応じ、生徒一人一人の進路達成に向けた教育を行います。
●社会に目を向け、未来を考え、様々なステージで活躍する
　人材を育成します。

普通科 １年２組
安部 夏美
（鶴崎中学校出身）

　私が別府翔青高校普通科を選んだ理由は、２年
生になってコースが選択できるからです。他の高
校にはないGC科やアドバンストクラスまたは標
準クラスと様々なクラスを希望することができま
す。自分の頑張りしだいでクラスを選択すること
ができるということも魅力的だと思い、別府翔青
高校を選びました。
　また、私は大分市内から通っており、最初の頃
は知り合いも少なく不安だらけでした。しかし先
生方や先輩方、クラスメイトがとても優しく楽し
い方達が多いです。今は別府翔青高校を選んで良
かったと思っています。皆さんも別府翔青高校で
良き仲間を作り、楽しい高校生活を一緒に送って
いきましょう。

普通科 ２年２組
寺本 怜代
（朝日中学校出身）

　私は生徒会に所属しています。生徒会活動は、
大きな行事だけでなく、毎月の集会や古紙回収な
ど様々な事に取り組んでします。一つ一つを取り
組むことに、大きなやりがいを感じることができ
ます。それだけでなく学習面においても親しみや
すい先生も多く、分かるまで優しく教えてくれま
す。生徒会主催の大きな行事である文化祭では、
全校アートの作成など、一人ひとりの活躍できる
場面が盛りだくさんです。
　また、進路学習の時間を多く設けており将来に
向けても色々な事を、考えることができます。だ
から、自分の夢に向かって自分の可能性を引き出
してくれ、成長させてくれる場所です。別府翔青
高校で自分の可能性を発見してみませんか？

◆卒業生の声

◆在校生の声

実社会で活躍し地域に貢献できる人材
１ 年 ２ 年 ３ 年 卒 業 後

アドバンスト
クラス

文 系 国公立大学文系学部
（文学部、経済学部、教育学部等）国 公 立 文 系

理 系 国 公 立 理 系 国公立大学理系学部
（医学部、理学部、工学部等）

標 準 ク ラ ス
文 系

理 系

国公立・私立 文系

国公立・私立 理系

国公立及び私立大学文系学部
私立短期大学文系学部

専門学校、公務員、就職等

国公立及び私立理系学部
私立短期大学理系学部

専門学校、公務員、就職等

普通科
平成30年度卒業

足達 陽向
（日出中学校出身）

【進学先】宮崎大学 地域資源学部 地域資源創成学科

足達陽向さんの自由選択科目
2年

3年

数学Ｂ

化　学

生　物

生　物

英語表現Ⅱ

英語表現Ⅱ

●別府翔青高校（普通科）で良かったこと
　３つの科があることで、様々な考えの人と交わるこ
とができた。３年間アドバンストクラスで勉強し、最
後の大学入試まで一丸となって取り組めたことは、苦
しいながらも楽しい経験だった。
●高校で最も力を入れたこと
　部活動と英検（実用英語技能検定２級取得）や受験
勉強。

●自由選択科目の選び方
　１年の頃から水産や海洋学系の学部に進学したいと
考え、そのために必要な科目を選択した。

●現在の目標
　大学院へ進み、農学系の研究をしたい。

普通科
平成30年度卒業

一木 健吾
（中部中学校出身）

【進学先】法政大学 経営学部 経営戦略学科

一木健吾さんの自由選択科目
2年

3年

実践英語Ⅰ

簿　記

スペイン語

実践英語Ⅱ 国語探究

●別府翔青高校（普通科）で良かったこと
　県下に２校しかないヨット部に３年間所属し、他校
ではできない体験ができた。さらに社会で通用する知
識や態度を身につけ、将来の目標を持つことができた。
●高校で最も力を入れたこと
　体調管理に努め、中高６年間の皆勤を果たすことが
できた。
●自由選択科目の選び方
　グローバル化が進む中、言語の習得は必須と考え選択した。

●現在の目標
　法政大学ヨット部を日本一に導く。大学で学ぶ経営
学を活かして会社を興し、社会に貢献したい。



●商業科の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得します。
●人と人をつなぐコミュニケーション能力を育てる学習活動を展開します。
●地域を学びのフィールドとした学習活動を行い、実践的な力を育成します。

商　業　科

地域の課題に向き合い活性化に寄与する人材

地域を学びのフィールドとした学習活動ビジネスシーンを想定した学習活動

【基礎科目】
簿記・ビジネス基礎・情報処理
【ビジネスマナー】

インターンシップ・　
ジョブシャドウイング課題研究

総合的な探究の時間

専門性（会計・情報・マーケティング）の深化
高度な資格の取得
【受験可能検定試験】

課題解決能力

商業の知識・技術

地域体験学習

商業科 １年８組
河本 高虎
（一の宮中学校出身）

商業科 ２年５組
戸崎 柊香
（中部中学校出身）

◆卒業生の声

人づくり

第一志望進路の達成

　私が高校で頑張っていることは勉強と部活の両
立です。勉強の面では、簿記検定や情報処理検定
などの資格を取得し、将来の幅を広げていくこと
です。そのために授業の予習、復習を徹底してい
ます。部活動では中学生の頃から続けている吹奏
楽部に入部して、仲間と協力して大会で金賞を取
ることを目標に頑張っています。また、私は県外
からの入学だったのでとても不安でしたが、優し
い先輩方ばかりなので、安心して充実した学校生
活を送っています。
　別府翔青高校は勉強、部活動それぞれに力を入
れて頑張ることができる学校です。勉強を頑張り
たい人、一生懸命に部活動に取り組みたい人、私
たちと一緒に未来へはばたきませんか？待ってい
ます。

　私が入学して頑張ってきたことは勉強と部活動
の両立です。勉強では、たくさんの資格を取るこ
とで将来への道を広げています。部活動ではヨッ
ト部に入部し、ヨット部ではインターハイ優勝を
目標に頑張っています。高校から始める人が多く、
泳げない人もたくさんいて怖いと思う人も多いで
すが、私たちには救助してくれる先生がいるので
とても安心して練習することができます。忙しい
ときもありますが、きちんと両立することができ
ます。
　商業科は検定前など忙しく大変なときもありま
すが、勉強も部活動も両立し充実した楽しい高校
生活を送ることができます。別府翔青高校に入っ
て私たちと一緒に、充実した楽しい高校生活を
送っていきましょう。

日商簿記検定・ITパスポート検定
全商簿記検定・全商情報処理検定・全商珠算電卓検定
全商商業経済検定・全商ビジネス文書検定

ビジネスコミュニケーション能力

◆在校生の声

商業科
平成30年度卒業

稲葉 愛菜
（日出中学校出身）

【就職先】九州労働金庫

稲葉愛菜さんの自由選択科目
2年

3年

応用簿記

財務会計Ⅰ

ビジネス経済

管理会計 経済活動と法

●別府翔青高校（商業科）で良かったこと
　多くの資格が取得できたこと。サポートが充実して
おり検定前は試験勉強に集中できた。また、選択肢が
たくさんあり、自分の進路に合った勉強ができた。
（全商簿記実務・商業経済・会計実務検定１級取得）
●高校で最も力を入れたこと
　インターハイを目標にして取り組んだヨット部と勉
強との両立。
（全九州高等学校ヨット競技大会女子FJ級１位）

●自由選択科目の選び方
　金融関係の仕事に就きたいと考え、簿記を中心に選
択した。

●現在の目標
　仕事上必要となる金融関係の資格取得を果たす。

商業科
平成30年度卒業

三浦 里芳
（日出中学校出身）

【進学先】大分大学 経済学部

三浦里芳さんの自由選択科目
2年

3年

応用簿記

財務会計Ⅰ

ビジネス実務

管理会計 英語会話

●別府翔青高校（商業科）で良かったこと
　検定や青藍祭に全員で協力して取り組み、それが楽
しかった。先生方も生徒思いで、日々の生活から進路
まで手厚く指導をしてくださった。（全商珠算実務・
電卓実務・簿記実務検定１級取得）
●高校で最も力を入れたこと
　県ベスト８を目指して取り組んだバスケットボール
部の活動と、地元企業との共同商品開発「世界に一つ
だけのペンケース」。

●自由選択科目の選び方
　一つでも多くの資格を取るため、検定のある科目を
選択した。

●現在の目標
　企業との商品開発で得た経験を活かし、新たな企画
に挑戦する。



●英語の４技能を高め、コミュニケーション能力を育成します。
●異文化に対する理解を深め寛容性を育て、真の国際人を育成します。
●国公立大学の外国語･国際系学部及び難関私立大学等への進学力
　をつけます。

●英語の４技能を高め、コミュニケーション能力を育成します。

グローバルコミュニケーション科

思考力（課題発見・探究能力）判断力（情報収集・選択能力）コミュニケーション能力（意思伝達能力）

豊かな教養とコミュニケーション能力を備えた人材

ＧＣ科 １年１組
安東 温輝
（朝日中学校出身）

ＧＣ科 ２年１組
河野 朝香
（北部中学校出身）

◆卒業生の声

＊ニュージーランド語学研修
＊異文化交流授業
＊国際交流ボランティアガイド
＊中学校との交流
＊大学等との連携
＊ALTの朝SHR活動
＊異文化理解講演会

体験的学習 教科学習
＊総合英語　　　＊英語表現

＊異文化理解　　＊英語理解

＊時事英語　　　＊実践英語

＊第２外国語（韓国語・中国語・スペイン語）

＊パブリックスピーキング

技能検定等の取組み
＊GTEC
＊実用英語検定
＊TOEIC
＊第２外国語検定
＊各種スピーチコンテスト
＊ALT２名によるスピーキング指導

英語の４技能：Reading (読む)　Writing (書く)　Listening (聞く)　Speaking (話す)

　私がGC科を志望した理由は、将来英語を活か
した職業につくために、自分の英語力を伸ばした
いからです。また同じ目的を持っているクラスメ
イトと大好きな英語を通して仲良くなりたいと
思ったからです。そのためにも毎日の授業にしっ
かり取り組んで、クラスメイトにも積極的に話し
かけていきたいです。
　別府翔青高校は設備が充実しており、毎日の授
業はとても分かりやすく楽しいので、学力アップ
につながります。また色々な言語や文化を持った
人と交流ができるので真のコミュニケーション力
を身に付け、友達をたくさん作ることができるは
ずです。別府翔青高校に入学して、楽しい思い出
をたくさん作っていきましょう。

　私がGC科に行きたい！！　と思った理由は三
つ。一つ目はやっぱり英語が好きだから。二つ目
はニュージーランド語学研修があるから。三つ目
は好きな英語でも、つまずくことが多いので、で
きないことをできるようにしたいというチャレン
ジ精神が湧いたことが理由です。入学してからの
授業はとても楽しく、分かりやすいです。難しい
問題や科目があっても先生が丁寧に一つ一つ教え
てくれます。英語は苦手だけど頑張ってみたい人、
英語が好きな人、得意な人など、英語に興味があ
る人にはとても向いていると思います。
　GC科は夢を掴むために努力できる学科です。
入学して一緒に英語のコミュニケーション能力を、
高めていきましょう！！

◆在校生の声

GC科
平成30年度卒業

岩本 朋華
（判田中学校出身） 

【進学先】日本女子体育大学 スポーツ健康学部 健康スポーツ学科
●別府翔青高校（GC科）で良かったこと
　外国人への道案内も適切に行えるスピーキング＆リ
スニング能力に加え、コミュニケーション能力を自分
で実感できる程に身につけることができた。
●高校で最も力を入れたこと
　所属するフェンシング部の活動と
英語技能習得との両立。
（全九州高等学校選抜フェンシング
大会団体フルーレ競技優勝）

●自由選択科目の選び方
　志望大学の一般入試科目をもとに選んだ。

●現在の目標
　保健体育の教員免許を取得し、地元大分で保健体育
教師になる。

岩本朋華さんの自由選択科目
2年

3年

実践英語Ⅰ

実践英語Ⅱ

数学A

国語探究 政治・経済日本史A

GC科
平成30年度卒業

大野 菜摘
（朝日中学校出身）

【進学先】北九州市立大学 外国語学部 英米学科
●別府翔青高校（GC科）で良かったこと
　第二言語が学べる、毎日ALTが話すネイティブの英
語が聞ける、留学生や海外からの訪問者との交流が多
いなど英語の能力を伸ばす最高の環境が整っていた。
●高校で最も力を入れたこと
　英検やTOIECなどの資格取得のた
めの勉強。
（実用英語検定準１級取得）

●自由選択科目の選び方
　自分が好きな教科や受験に役立つ科目を選んだ。

●現在の目標
　TOIEC、IELTESで高得点を取り、海外の志望大学
に留学する。

大野菜摘さんの自由選択科目
2年

3年

実践英語Ⅰ

実践英語Ⅱ

中国語Ⅰ

国語探究 政治・経済地理A



入学式
歓迎遠足
教育合宿（1年）

生徒大会

県高校総体
ニュージーランド
　語学研修
　（2年GC）

レシテーション
　コンテスト
　（英語暗唱大会）
クラスマッチ

青藍祭（文化の部）
青藍祭（体育の部）

生徒大会
強歩大会
修学旅行
　（2年普通・商業）

クラスマッチ
　（3年）

百人一首大会
大学入試
　センター試験

３年生を送る会
探究学習発表会
　(1・2年）

卒業式
高校入試
クラスマッチ
　（1・2年）

学校行事

入学式 県高校総体　入場行進

クラスマッチ

生徒大会

歓迎遠足

体育大会

文化祭

強歩大会 探究学習発表会

NZ語学研修 ３年生を送る会 百人一首大会

４月

５月
６月

７月

８月
９月

10月
11月

12月

１月

２月

３月



文化部
（16部）

体育部
（17部）

硬式野球／陸上競技／水泳／バスケットボール（男・女）／卓球／サッカー
バレーボール（女）／バドミントン／硬式テニス（男・女）／弓道／ヨット
フェンシング／自転車競技／総合運動／ソフトテニス（同好会）

美術／科学／家庭／放送／ＥＳＳ／吹奏楽／ＪＲＣ
華道／茶道／書道／演劇／簿記／マーケティング
商業パソコン／将棋（同好会）／文芸（同好会）

部　活　動

水　泳（競泳）
第８回 ジュニアパンパシフィック大会（フィジー大会）
　　　　　　　　　　　男子4×200mフリーリレー：第２位
　　　　　　　　　　　男子4×100mフリーリレー：第３位（日本高校新記録）
平成30年度 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会　 
　　　　　　　　　 男子50m自由形：第１位　男子200m個人メドレー：第１位
平成30年度 全九州高等学校体育大会　　　　　　　  男子100m自由形：第１位
水　泳（飛込）
2018 International CAMO（カナダ大会）グループＡ　　男子高飛込：第２位
第73回 国民体育大会 飛込水泳競技　　　　　　　　　　　男子高飛込：第６位
平成30年度 全国高等学校総合体育大会　水泳競技大会　　　男子高飛込：第８位
硬式テニス
第66回 大分県高等学校総合体育大会　　　　　　　　　　　男子団体：ベスト８
平成30年度 大分県高等学校新人テニス競技大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 男子団体：第３位　女子団体：ベスト８
第12回 SRIXON CHALLENGE CUP　　　　　　　　　　　男子団体：第１位
平成30年度 大分県ジュニア 年齢別テニス選手権大会
　　　　　　　　　　男子シングルス：第４位　女子シングルス：ベスト８
弓　道
平成30年度 大分県高等学校新人弓道競技大会　　　　　　　　男子団体：第４位

ヨット
420&470 junior European Champion ships（ポルトガル大会） 出　場
平成30年度 全国高等学校総合体育大会　　　女子コンバインド（団体）：第６位
第73回 国民体育大会 ヨット競技　 男子420級：第５位　女子420級：第13位
第36回 全日本FJ級ヨット選手権大会　　　　　　　　　　　　　　女子：第３位
フェンシング
2018 カデヨーロッパサーキット（ハンガリー大会）　　女子フルーレ：出　場
2018 カデヨーロッパサーキット（フランス大会）　　　女子フルーレ：出　場
第64回 全国高等学校フェンシング選手権大会　　　　女子サーブル：ベスト16
第35回 全九州選抜フェンシング大会　　　　　　　　　男子団体エペ：第１位
自転車競技
2018年度 JOCジュニアオリンピックカップ　U17女子500Mタイムトライアル：第３位
　　　　　　　　　　　　 女子2㎞インディヴィデュアルパーシュート：第３位
平成30年度 全九州高等学校自転車競技新人大会　　　　女子スクラッチ：第１位
　　　　　　　　　　　　　女子2㎞インディヴィデュアルパーシュート：第２位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子ケイリン：第２位
総合運動
平成30年度 大分県高等学校新人空手道競技大会　　　　女子個人組手：第３位

平
成
30
年
度
の
主
な
部
活
動
実
績

美　術
第43回 大分県高文連 美術専門部 スケッチ大会　　　　　　　　　　　　推　奨
JAPAN PHOTO 2018 春夏写真専門部 第４回 写真コンテスト　　　　　入　選
大分県高文連 写真専門部 第４回 写真コンテスト　　　　　　　　　　最優秀賞
吹奏楽
第42回 全国高等学校総合文化祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　場
第31回 大分県マーチングコンテスト　　　　　　　　　　　　　　　　金　賞
平成30年度 大分県マーチングカーニバル　　　　　　　　　　　　　　第２位
書　道
第56回 大分県高文連 席上揮毫大会　　　　　　　　　　　　臨書の部：奨励賞
第67回 大分県高文連 美術・書道・写真中央展　　　　　　　書道部門：優良賞
第53回 高野山競書大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　審査委員長賞

演　劇
第71回 大分県高文連中央演劇祭　　　　　　　　　　　　　 　優秀賞　第３席
簿　記
第34回 全国高等学校簿記コンクール　　　　　　　　　　　　　　　　 出　場
第34回 大分県高等学校簿記コンクール　　　　　　　　専門の部：団体 第３位
商業パソコン
第123回 大分県高等学校 春季ワープロ競技会　　　　　 技能競技の部：第３位
マーケティング
高校生なるほどアイデアコンテスト2018
　　　　　　　　　　　　　　大分大学経済学部100周年記念事業実行委員長賞
将棋（同好会）
第33回 大分県高等学校将棋選手権大会　　　　　　　　　 男子個人戦：優　勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子個人戦：第４位



進路情報  卒業生（一期生・二期生）の実績
進　学進　学 ※合格者の延べ人数

就　職就　職 100%の就職率 県内企業(81)・県外企業(4)

JR及びバスの場合　別府駅西口３番乗り場より乗車、野口原で下車
車の場合　別府駅より約７分
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別府翔青高校

MAP

校　章

「高」の濃いピンクは別府市花の
ツツジ科オオムラサキによる。
周囲は青空を雄飛する翼、別府
湾をうねる青波、３校の統合を
BeppuのＢで表している。

校　訓

自主誠心

進取創心
　

自分で考えて行動するとともに、
他者への思いやりの心と誠実さを常に持つこと

自ら進んで知識や技能を修得し、
独自のものに発展させていく創造性を持つこと

〒874-0903 別府市野口原3088の91
TEL 0977-22-3141　FAX 0977-22-3142
http://kou.oita-ed.jp/beppushosei
◎ホームページも合わせてご覧ください。

大分県立別府翔青高等学校

防衛大学校(1)・熊本大(1)・鹿児島大(1)・九州工業大(1)・大分大(20)・宮崎大(2)・北九州市立大(3)　他
早稲田大(1)・中央大(2)・法政大(3)・立命館大(2)・関西大(2)・福岡大(4)・別府大(28)・APU(9)・NBU(19)　他
大分県立芸術文化短大(28)・別府大学短大部(26)・別府溝部学園短大(3)　他
医療看護系学校(113)・その他の専門学校(131)

就　　　職 85名 金融機関・鉄道事業・観光業・製造業（食品、自動車、機械 など）・接客業・福祉施設　他

公　務　員 18名 自衛隊(14)・大分県警(2)・別府市消防(1)・別府市臨時(1)


