
 これだけは知ってもらいたい林工の歴史！   
１ あなたの学科はいつできたの？ 

① 創立 明治３４年１０月１日「大分県立日田農林学校」 
林科
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 （６０名：3 年教育） 蚕業科（６０名：3 年教育） 予科（１００名：2 年教育） 
   最初の校舎は現在の体育館の位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 昭和５年 「大分県立日田林工学校」 

土木科林科（１学級） （1 学級） 
③ 昭和１３年 「大分県立日田林工学校」 

林科（１学級） 土木科（1 学級） 建築家具科（昭和１５年に建築科と家具科に分かれる） 
④ 昭和３４年 「大分県立日田林工高等学校」 

電気科（１学級）林業科（２学級） 土木科（１学級） 建築科（１学級） 木材工芸科（１学級）  
⑤ 昭和３８年 「大分県立日田林工高等学校」 

林業科（２学級） 土木科（２学級） 建築科（１学級） 木材工芸科（１学級） 電気科（２学級） 
機械科（１学級） 

⑥ 昭和４４年 「大分県立日田林工高等学校」 
林産工学科（１学級）林業科（１学級） 土木科（２学級） 建築科（２学級）  電気科（２学級） 

機械科（２学級） 
 

２．校歌はいつ誰が作ったの？ 

  大正１５年：創立 25 周年を記念して作成 

   作詞 佐藤佐吉（第６代校長 大正 12 年３月 31 日～昭和５年５月 24 日本校に在職）  

   作曲 中田 章 東京音楽学校教授（現東京芸術大学）当時としては、日本を代表する音楽家 

 早春賦など作曲。中田章の次男は、「ちいさい秋みつけた」「夏の思い出」「雪の降

る街を」「めだかの学校」作曲した中田喜直（よしなお） 

３．校章・校旗の歴史は？ 

 (1)初代の校章・校旗 

明治 40 年 10 月 11 日 日田スギの穂（穂の形状よりアヤスギ）と桑の葉をクロスさせ、その中央に桜花。

誰がデザインしたかは不明である。 

   （なんとこの校旗 下宿料３食付き月４円の時代に２００円もかかったという。京都の業者に 

発注する。 この時代の本校の勢いがみられる） 

 

 

 

 

 

 

 



(2)現代の校章 

 昭和２６年 木材工芸科の森祥夫先生がデザイン。 
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翌年の創立５０周年記念にお披露目 

 

 

 

 

 

 

このとき校名が「日田月隈高等学校」となっ

たこともあり、平成２３年まで使われていた襟

章がデザインされる。これも森先生デザイン。 

(3)現代の校旗 

創立８０周年を記念して昭和５６年に新調した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．卒業生の数は？ 

前  身  校 新 制 高 校 

科 卒業生数 科 卒業生数 

森林科 ５１１ 林業科 ２，８９７ 

養蚕科 ２７４ 土木科 ３，８２５ 

林科 １，０３６ 建築科 ３，０６７ 

土木科 ６１１ 木材工芸科 ３４１ 

建築科 ２０１ 産業工芸科 ２４１ 

家具科 ４８ 電気科 ３，２９０ 

木材工芸科 ７９ 機械科 ３，１６８ 

養蚕別科 ３２８ 林産工学科 １，５０３ 

第二本科建築科 ２３ 定時制林業科 ８ 

家具科 ２１ 農業科 ４ 

土木科 １８２ 土木科 ８ 

工芸学校 ６１８ 建築科 １３ 

附設中学 ３３９ 家庭科 ４ 

別 科（修了生） ７２ 

小計 ４，２７１ 小計 １８,４４１ 

総  合  計          ２２，７１２ 

   林業系高校としては、最も歴史がある。本校が創立された時、林学科の設置されている大学は 

東京帝国大学、札幌農林学校のみであった。 

    ・長野県木曽山林学校（明治３４年）   ・愛知県立農林学校（明治３４年） 

    ・大分県立日田農林学校（明治３４年）   ・東京帝国大学（東京大学）林学科（明治２３年） 

    ・札幌農林学校（北海道大学）（明治３１年）・盛岡高等農林学校（岩手大学）（明治３６年） 



５．林工出身で有名な人は？ 

 

 (1)国会議員 

     渡辺四郎（参議院議員）逝去 

 

 (2)芸術家 

     森 夜潮（日田工芸学校卒）画家、漆工芸 本校の教員として活躍 

     楢原 長甫（日田工芸学校卒）漆工芸 

     宇治山 哲平（日田工芸学校卒）画家 

     麻生 喜久男（日田林工建築科卒）本校建築科教員 画家、陶芸 

     長谷部 惟充（日田林工木材工芸科卒） 画家 

     河津 好美（日田林工産業工芸科卒）家具デザイン、画家 

     相沢 静舟（工芸学校卒）漆工芸 

相沢 秀一（日田林工機械科卒）漆工芸 （豆田町に店があります） 

財津昌樹（日田林工建築科卒） デザイナー 

熊谷健二（日田林工土木科卒）デザイナー 

ヒグマ春夫（日田林工産業工芸科卒）デザイナー- 

 

 (3)プロ野球選手 

高瀬 逸夫   日田林工高→’67 南海 16 位

渡辺 麿史 日田林工高→日鉱佐賀関→’76 近鉄 4 位  

源五郎丸 洋 日田林工高→’81 阪神 1 位  

村岡 耕一 日田林工高→電電九州→’81 大洋 3 位  

樋口 龍美 日田林工高→九州国際大→ＪＲ九州→’04 中日自由枠  

 

 (4)漫画家 

   諫山 創 （現在、売れている漫画家のベスト３に入る） 

 

(5)力士 
最高位 幕下 27 

  琴河津 

本名 河津 大飛  

 
生涯戦歴 27 勝 15 敗／42 出(7 場所) 

 

出身地 大分県日田市  
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身長 体重 189 センチ 111 キロ 

 
所属部屋 佐渡ヶ嶽  

 改名歴 琴河津 大飛 
(6)お笑い芸人 

初土俵 平成 23 年 5 月 
   きど ゆういち 

 

 

(7)モデル女優 

1989 年7 月 16 日 - ）は 広村 美つ美（ひろむら みつみ、 日本のモデル、タレント、女優 

http://pospelove.com/h42-hawks.htm
http://pospelove.com/h51-buffaloes.htm
http://pospelove.com/h56-tigers.htm
http://pospelove.com/h56-baystars.htm
http://pospelove.com/h16-dragons.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/1989%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1989%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8816%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB_(%E8%81%B7%E6%A5%AD)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%B3%E5%84%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%B3%E5%84%AA

