
平成28年度入学者選抜について

大分県立大分工業高等学校
定時制課程

定時制の１日は給食から始まります。栄養士の管理のもと、豊富
なメニューと栄養のバランスのとれた内容となっています。生徒・
職員からも美味しいと好評です。

Oita Prefectural Oita Technical High School
Part-time course

〒870-0948 大分市芳河原台12番1号
TEL・FAX 097-568-7325

学校への交通機関
バス　大分駅またはトキハ前より大分工業高校行き約25分
JR豊肥線　敷戸駅下車徒歩15分

http://kou.oita-ed.jp/daikoutei/

■推薦入試 募集人員　各学科4人以内
 推薦条件　次の各項の全てに該当する者（ただし、本年度中学校卒業予定者は、1を満たす者とする）
  ①志望する動機、理由が明白かつ適切であり、学習意欲のある者
  ②同一勤務場所に1年以上勤務している者
  面接あり、小論文あり
■第一次入学者選抜 学力検査 5教科（国社数理英）　
  調査書との比率は5：5です。
  傾斜配点は実施しません。
  面接あり、小論文なし
■第二次入学者選抜  第一次入学者選抜検査点を参照
  面接あり、小論文あり

給食
定時制のモットーは「昼間は働き、夜間は学ぶ」です。1日の生活の
リズムを確立し、社会人としての基礎を身につけましょう。現在、９
割近くの生徒が昼間働いています。

昼は働く

　私が大分工業高校定時制に入学することを決めたきっかけは、中学生のときに技術家庭科の授業を通してもの
づくりに興味をもったことです。定時制では昼に仕事をして、そのまま学校に来て授業を受けなければならず、
生活リズムに慣れるまでは大変でした。しかし、授業前の給食や、工場見学、学年の枠を越えた部活動や生徒会
活動など、定時制だからこそ体験できることが数多くあります。
　また、定時制は生徒数が少ないので、授業も丁寧でわかりやすく、資格試験に挑戦する際も、科の先生方が
熱心に指導してくださいます。私はこれまでに、全工計算技術検定３級、第２種電気工事士、危険物取扱者乙種
第４類、技能検定電子機器組み立て２・３級など多くの資格試験に合格することができました。このように、大分
工業高校定時制は高い目標を持って自分を高めることができる高校です。
　受験生のみなさん、一緒にこの学校で学んでみませんか？

生徒会長より　受験生のみなさんへ
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ものづくりによる人づくり 学校生活

三修制

単位制

多様な
単位
修得法

1学期
　入学式
　防災避難訓練
　大分県定時制通信制体育大会
　中間考査・期末考査
　車体検査
　生徒総会
　校内生活体験発表大会
　交通講話
　学年マッチ
2学期
　体育大会
　文化のつどい
　修学旅行
　大分県生徒生活体験発表大会
　中間考査・期末考査
　学年マッチ
　生徒会役員選挙
　外部講師招聘授業
　防災避難訓練
3学期
　予餞会
　卒業考査・学年末考査
　学年マッチ
　卒業式

定時制通信制体育大会

産業の基礎となっている機械に関する知識を、座学や実習を
通して学びます。
実習では「ものづくり」を通して、集中力や協調性、技能を尊重
する精神を育てます。また、創造の喜びや達成感を味わうこと
ができます。

電気を作る分野から、電気を利用するコンピュータ等の最先
端分野まで、電気に関する全てを学びます。
実習では、電気の基礎基本からコンピュータに至るまでの知
識と技術を習得します。また、電気工事士（国家試験）の資格
取得も目指します。

平成24年
県大会団体準優勝
平成25年
県大会団体第３位
平成26年
県大会団体第３位

卓球部

平成24年
総合優勝
平成25年
県大会総合優勝、全国大会個人10位
平成26年
県大会団体３位

陸上競技部

平成24年
県大会準優勝
平成25年
県大会準優勝
平成26年
県大会準優勝

ソフトテニス部

平成24年
2名全国大会へ
平成25年
県大会団体３位、２名全国大会へ
平成26年
県大会団体第2位、２名全国大会へ

柔道部

平成24年
県大会単複2回戦
平成25年
県大会シングルス３位、ダブルス２位
平成26年
県大会シングルス出場

平成24年
県大会準優勝
平成25年
県大会優勝、全国大会へ
平成26年
東九州大会出場

平成24年
県大会ベスト8
平成25年
県大会優勝、全国大会ベスト16
平成26年
県大会ベスト４

軟式野球部

バドミントン部

バスケットボール部

Q&A
学校の特色は？

定時制卒業後は？

Human development by manufacturing

普通教科　 国語、地理・歴史、公民、数学、理科、英語、芸術（書道）、保健体育、家庭

専門教科　 工業技術基礎、情報技術基礎、課題研究、実習、製図

　　　　　 機械工作、機械設計、自動車整備　　　　 　　　 電気基礎、電気機器、電力技術、電子技術

学習
科目

機械科 電気科

昼間働きながら夜勉強します。学習内容や卒業証書は全日制
と同じです。基礎的・基本的事項を中心に、わかりやすい授業
をします。少人数なので和気あいあいとした雰囲気の授業で
す。不登校や高校中退経験者も活き活きと学習しています。
全日制と共用の優れた施設・設備です。各種資格取得が可能
です。通信制との併修で3年間で卒業することも可能です。

定時制の卒業生も、等しく大分工業高校の卒業生であって全
て全日制と同じです。早くから働きながら学ぶ習慣は、卒業
後も引き続き学ぶ態度につながり、しかも伝統ある本校卒業
生は忍耐力もあると企業から高く評価されています。卒業後
は自営またはアルバイト先にそのまま就職する生徒もいま
す。最近の主な就職先・進学先は、次の通りです。

検定・資格試験は？
検定試験は情報技術検定、計算技術検定、技能検定３級、
パソコン利用技術検定、ガス溶接技能講習、電気工事士、
危険物取扱者資格、基礎製図検定等に合格しています。

在学中に働く（アルバイトする）所やその収入は？
入学時に学校でも紹介します。
定時制に理解のある事業所を紹介しますので、
安心して学習と仕事の両立ができます。
住み込みのできるアルバイト先もあります。
収入は月80,000～100,000円程度です。

学校に納める費用は？
PTA会費、給食費、修学旅行積立金など合わせて
年間約90,000円です。
奨学金制度もあります。

・ 西日本電線 ㈱
・ 大分キヤノンマテリアル ㈱
・ 東九州石油 ㈱
・ ㈱ 大分バス
・ ㈱ 大同電設
・ ㈲ホウザキ

・ 大分キヤノン ㈱
・ 大分ビジネスサービス ㈱
・ 東洋電気工事 ㈱
・ ㈱ クロレラ本社
・ KBツヅキ ㈱
・ 杉乃井ホテル&リゾート㈱

年間行事

本校定時制は、昭和３０年４月に機械・電気・建設の
夜間３課程を全日制に併設する形で開設されました。 
今年で創設 61 年目を迎えた歴史と伝統に輝く名門校です。
輩出された卒業生は、
国内外の各分野で広く活躍しています。
また、西日本一の広大な敷地と最新の実習設備、
エアコン完備の教室等、
すばらしい学習環境の工業高校です。
本校では、「基礎的な知識と技術が身についている」、

「健全な人生観や職業観を持っている」、
「相手を思いやる豊かな心を持っている」、
「集団の中に於いて責任を持ち、物事に積極的に取り組める」
そんな人を育て、
皆の希望する進路を達成する学校作りを目指します。

本校入学前に修得した単位が活かせます。
卒業に必要な単位を本校で追加修得すれば
最短年数で卒業が可能になります。

他校の通信制課程との併修により
3年間で卒業できるコースも選べます。

（定通併修制度の利用）

次のような方法でも単位修得ができます。
資格取得や検定試験合格を通して。

（技能審査の成果による単位認定）
指定された工業系の仕事を2年間続ける。

（実務代替による単位認定）
他校の通信課程で単位を取る。
など

曜　日 区　分 時　間

 給食 17:00 ～ 17:40

 SHR 17:45 ～ 17:50

 1 限 17:55 ～ 18:40
月～金

 2 限 18:45 ～ 19:30

 3 限 19:35 ～ 20:20

 4 限 20:25 ～ 21:10

日課時間表（校時表）

平成 26年度
「高校生ロボット相撲大分県大会」

平成 26年度
難関資格取得試験合格
「技能士２級・電子機器組立試験」

ラジコン型部門 優勝（初出場）
池田 翔悟（3E）・竜 一央（3E）ペア

池田 翔悟（3E）


