
大分県立日田高等学校
Hita Senior High School　est.1921　全日制

令和5年度 学校案内

令和3年度より SSH 3期目スタート!

校
　訓



学校教育目標
志高く、知・徳・体の調和のとれた心豊かで たくましい人間を育成する

【 類 型 編 成 】

1年

全
ク
ラ
ス

【 授業 】 
・Water Science 
・SS Presentation
【 研修 】 
・最先端科学研修

2年

Ｓ
Ｓ
ク
ラ
ス

【 授業 】 
・探究Ⅰ 
・ＳＳ Communication
【 研修 】 
・マレーシア研修 
・国内研修 
・森林・水圏フィールドワーク

文
系
理
系

【 授業 】 
・水郷ひた学Ⅰ

3年

Ｓ
Ｓ
ク
ラ
ス

【 授業 】 
・探究Ⅱ
【 研修・発表 】 
・課題研究発表会 
・高等学校理科研究大会 
・サイエンスインターハイ

文
系
理
系

【 授業 】 
・水郷ひた学Ⅱ

SSH全国生徒研究発表会

WaterScience

SSH課題研究発表会

マレーシア研修屋久島研修

探究Ⅰ・Ⅱ

3年1年

全

員

共

通

2年

文　系

理　系

ＳＳ（国内・海外研修や研究）

文Ⅰ（国英地歴重視）

文Ⅱ（5教科重視）

理系（5教科重視型）
数・英・理科重視型
看護・医療受験型

【 SSH3期目の取組 ／ 3期目研究開発課題 】
「日田高ステアリングプロジェクト」の実践を通じた未来開拓型科学技術人材の育成



卒業生からのメッセージ

在校生の声
勉強と部活動の両立

SSHの活動を通して

日田高校3年間で得たもの 文武両道の精神で

　高校生活で勉強も部活も頑張りたいと思って
いる人は多いと思います。日田高校は課題が多
いというイメージを持っているかもしれませんが、
実際のところ、平日の課題はそんに多くありませ
ん。その分授業の予習・復習や小テストの勉強
に時間を充てることができます。とは言っても部
活動の練習はハードで、私は家族の送迎で通学
しているため、帰宅時間も遅くなり家庭学習の時
間もわずかになります。そこで、私はいろいろな
スキマ時間を利用して少しでもカバーできるように勉強する時間を作
るようにしています。入学当初は、新しい環境での7時間授業や部活
動には不安な気持ちもあったけれど、文武両道の精神で仲間と励まし
合いながら勉強したり、弓道部の活動でも全国6位に入賞することも
でき、とても充実した学校生活を送っています。勉強面でも部活面で
も一緒に高い目標を目指す仲間や支えてくださる先生方がいて、そう
いったいい刺激をもらえる、日田高校ならではの雰囲気が日々のモチ
ベーションに繋がっています。

　昨年、日田高校は創立百周年を迎えました。
この記念すべき節目の年に生徒会長として立ち
会えた私は喜びと同時に一世紀の歴史という責
任の重さを感じました。それは伝統を守り抜く責
任は勿論、それを更に発展させるという未来に
向かう責任感でもあります。そこで9月に行われ
た『響櫳祭』では継承と発展をテーマにTシャツ・
企画に取り入れ、ICTを活用した新たな企画やコ
ロナ禍にも十分配慮しながら互いに触れ合えずとも日田高校全体が一
つになる『響櫳祭』を皆で作り上げました。私は生徒会活動を通しか
けがえのない仲間の存在に気付き、どんな困難も笑顔で乗り越える大
切さを学びました。ここで得た経験や絆は、私を大いに成長させ、薄
れることなく今でも私に勇気を与えてくれます。日田高校には、表舞
台や裏方に関係なく様々な場面で実力を発揮する生徒が多くいます。
皆さんも是非、各々の個性を活かした記録にも記憶にも残る一度きり
の日田高校生徒会を共に作り上げましょう! !

　グローバルリーダー育成塾とは国内外の情勢
を踏まえた上で課題を分析し、今後さらなる発展
を目指し、世界を変革するグローバルリーダーを
目指す、大分県の高校生を対象とした年４回のプ
ログラムです。
　私は２年生の頃、このプログラムに参加し、ワー
クライフバランスの充実度の低い国について調査
した上で解決策を考えました。この問題に取り組
む中で各国の根強い文化や価値観を学び、また企
業の方の前で実際にプレゼンテーションをし、
フィードバックを頂けたことで自分では気づけなかったさらなる問題点
を見出すことができました。日田高校での普段の授業に加えて、この
ような課外活動に参加することで自分の将来の夢や学びたいことが明
確になり、進路を考える上でとても有意義な経験になりました。世界各
国の問題を広い視野から考えてみたい方、自分の将来の夢や進路がま
だ決まっていない方は是非グローバルリーダー育成塾などの課外活動
に積極的に参加してみてください ! !

　私にはSSHの全ての活動が印象的でした。小・
中学生に科学の面白さを伝えた出前授業では、い
かにわかりやすく解説するのかを考えることで、今
まで私たちもわかっていなかった本質を理解する
ことができました。また、屋久島・種子島への研
修旅行では、課題をもってフィールドワーク等の
様々な活動に取り組むことで、日常では感じられ
ない気づきを得たうえ、観察した事柄をどのよう
に考察すれば良いのかを学ぶことで、その本質に
ついて深い理解を得ることができました。そして
課題研究では、数多くの失敗や苦労を積み重ねられることの大切さは
もちろん、あらゆることを疑問に思うことにより課題設定力や考察する
力の成長を感じることができました。これらは私が苦手としていたこと
でしたが、今では日常生活にも生かせて生活が少し豊かになりました。
SSHを経験したことで、このような様々な成長を実感しています。これ
からも培った力を成長させていきたいです。

3年5組
三笘　音羽

3年3組
後藤あかり

3年4組
星野　誓志

3年1組
石井恵利子

山﨑　絵美莉
　日田高校で、私は初めて一つのことに長期間
全力で取り組むことが出来ました。
　入学当初は、友達や授業について様々な不安

を抱えていました。しかし、励まし合いながら切磋琢磨できる友
達や様々な体験をさせてくださる先生方に出会うことができ、自
分を成長させることができた結果として志望校に合格できたと思
います。受験生になったとき、先生方はもちろん周囲の友達が本
気で取り組んでいるため、「自分もやらないといけない」と思わせ
る環境で、本気で学習に取り組むことが出来ました。さらに、先
生方には添削指導などに付き合っていただけたので、より志望校
に限定した学習を２年生からの長期間行うことが出来ました。受験
方式についても、先生方は受験生の特徴に合わせて入試方式を
提案するなど授業外でも受験のサポートをしてくださいました。さ
らには、自分の受験のサポートとして教室を貸してくださるのみで
なく、機材などの面でもサポートしてくださり、安心して受験に取
り組み第一志望校へ合格できました。受験以外でも、先生方は私
達生徒が少しでも学生生活を満喫できるよう、尽力してくれまし
た。その結果、コロナ対策で様々な制限を加えながらも文化祭や
体育祭を実施できました。受験生としても、受験勉強を頑張る時と、
学校行事を楽しむ時で切り替えが出来ていたので、楽しみながら
頑張れました。
　ここまで読んでくれた方が、日田高校に入学して価値ある時間
を過ごすことを願っています。

　私は、日田高校で３年間を過ごすことができ
て本当に良かったと思っています。そう思える

のは、努力し続ける人々に出会い、その出会いが自分の糧になっ
たからです。
　まず日田高校には、学業、部活動双方に全力で取り組む生徒
が数多くいます。私自身、一人でやる気を出して頑張るというこ
とは苦手でしたが、そのような人たちに背中を押され、切磋琢
磨し合うような気持ちで自然と努力をすることができました。ま
た、特に受験期には先生方に沢山助けていただきました。先生
方は、生徒の目標達成に向けて最大限のサポートをしてくれま
す。そのおかげで、私も目標通りの進路を達成することが出来
ました。皆さんも日田高校で目標を見つけ、仲間や先生と協力
してそれを達成して欲しいと思います。
　勉学や部活動と共に、日田高校では行事も盛んに行われてい
ます。私はクラスの委員長や生徒会役員を経験しました。その
中で、普段の委員会活動、行事の企画等に携わることができ、
慣れないこともありましたが、仲間とたくさんの思い出を作るこ
とが出来ました。行事にも、皆さんに全力で楽しんで欲しいです。
　将来を見据える大切な3年間です。ぜひ日田高校で多くの経
験を積み、仲間と楽しい思い出を作ってください。

九州大学　工学部在学 熊本大学　文学部在学
2022年3月卒業 2022年3月卒業江　田　　陸

グローバルリーダー育成塾の活動を通して

百周年事業・生徒会活動を通じて



沿 革学 校所在地
大分県立日田高等女学校
大正04.04.15　日田郡立実科高等女学校設立
大正12.04.01　県立移管により大分県立日田高等女学校と改称

大分県立日田中学校
大正10.04.04　大分県立日田中学校開校

大分県立日田高等学校
昭和23.04.01　学制改革により大分県立日田中学校と大分県立日田高等女
昭和23.04.01　学校が合併し、大分県立日田第一高等学校となる。
昭和24.04.01　定時制課程を設置
昭和26.04.01　大分県立日田城内高等学校と校名を変更
昭和28.04.01　大分県立日田高等学校と校名を変更
昭和31.04.01　家庭科を設置（昭和39.4.1廃止）
昭和32.04.01　商業科を設置（昭和39.4.1廃止）
昭和45.04.01　理数科を設置（昭和53.4.1廃止）
昭和57.09.16　第二グランド完成
平成12.03.01　体育館（朱雀館）完成
平成22.03.19　第二体育館（金烏館）完成
平成23.04.01　文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定
平成28.04.01　文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定（2期目）
令和03.04.01　文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定（3期目）
令和03.10.15　創立100周年記念式典

〒877−0025　大分県日田市田島2丁目9番30号
ＴＥＬ　0973−23−0166（代表）
ＦＡＸ　0973−23−0167
ＵＲＬ　http://kou.oita-ed.jp/hita/

大分県立日田高等学校

（ＪＲ日田駅から約1km）

日田高校

淡窓図書館

日田
市役所

日田署

進 路 指 導
▼令和3年度の主な合格実績 難関大学にも多数合格

九州大6名、筑波大1名、千葉大1名、広島大1名、
山口大4名　九州工業大2名、熊本大7名、大分大7名、
大分県立看護科学大5名 など
早稲田大1名、青山学院大2名、東京理科大3名、
同志社大3名、立命館大5名、西南学院大17名、
福岡大21名、立命館アジア太平洋大学3名 など

＊既卒数を含む

❶ 「伸ばす・つなげる・深める」学びの奨励で、「頑張って進路を切り開く」進路指導。
❷ 社会の中で「協働的に生きる」道筋を、長期的視点で考える進路指導。
❸ 生徒個々の多様な進路ニーズに応じ、タイムリーにアドバイス・情報提示
する進路指導。

⃝国公立大学

96名
⃝私立大学

249名
⃝国公立短大10名　⃝私立短大７名　⃝専修学校等30名
⃝公務員正採用3名 （日田市役所2名・大分市役所1名）



44
APRILAPRIL
入学式

フレッシャーズセミナー
桜花会（歓迎遠足）

55
MayMay
生徒総会

SSH課題研究発表会
トイレサミット（年4回）

66
JuneJune
県高校総体
ビブリオバトル

77
JulyJuly
クラスマッチ
環境美化デー

88
AugustAugust
オープンキャンパス

参加

99
SeptemberSeptember

響
きょう

櫳
ろう

祭
さい

 
（文化の部・体育の部）
立ち会い演説会

1010
OctoberOctober
SSH海外研修 
（マレーシア）

1111
NovemberNovember

生徒総会

1212
DecemberDecember

修学旅行

11
JanuaryJanuary
共通テスト決団式
大学入学共通テスト

22
FebruaryFebruary
SSH成果発表会

33
MarchMarch
卒業式

クラスマッチ

地域の信頼に応える
100年の歴史

ビブリオバトルビブリオバトル

共通テスト結団式共通テスト結団式

修学旅行修学旅行

桜花会桜花会

響櫳祭（1日目）響櫳祭（1日目）入学式入学式

トイレサミット（年4回）トイレサミット（年4回）

立ち会い演説会立ち会い演説会

SSH成果発表会SSH成果発表会

卒業式卒業式

響櫳祭（2日目）響櫳祭（2日目） 響櫳祭（3日目）響櫳祭（3日目）

クラスマッチクラスマッチ

剛健・積極・明朗の精神で

運
動
部

⃝陸上競技　⃝ラグビー
⃝バスケットボール　⃝剣道　⃝卓球
⃝弓道　⃝バレーボール　⃝ボート
⃝ソフトテニス　⃝サッカー　⃝野球

文
化
部

⃝科学　⃝茶道　⃝文芸
⃝放送　⃝器楽　⃝HLR
⃝音楽　⃝美術・書道
⃝新聞　⃝JRC

部活動加入率
（兼部を含む）

80.5％
そ
の
他

⃝応援団
⃝チアリーディング
⃝バドミントン
⃝空手

<令和3年度の主な成績（九州大会以上）>

ボ ー ト 部

アジアJr
日本代表選考レース

男子シングルスカル １位（日本代表獲得）
※アジアJr大会（中国）はコロナで中止

インターハイ（福井） 男子シングルスカル ２位
男子舵手付きクォドルプル ３位

全国選抜大会（静岡） 男子ダブルスカル ９位
弓 道 部 全国選抜大会（茨城） 女子個人 ６位
ラグビー部 九州大会出場（鹿児島）
陸 上 部 北九州大会 個人出場

陸上部陸上部

ラグビー部ラグビー部

剣道部剣道部
器楽部器楽部

サッカー部サッカー部

美術書道部美術書道部

弓道部弓道部

ここにあり
日田校魂

女子バスケットボール部女子バスケットボール部

男子バスケットボール部
男子バスケットボール部

茶道部茶道部

バレー部バレー部

美術部美術部
卓球部卓球部

ボート部ボート部

野球部野球部

ソフトテニス部ソフトテニス部


