
就職・進学への取組

下表は平成30年度の卒業生数159名の進路先を表しています。　（注）（　）数値は女子の内数です。

公務員への取組 毎日放課後特別補習を行っています。
年間公務員模試を受講しながら、実力をつけていきます。

主な就職先

平成30年度の進路状況 就職124名（78.0%）、進学25名（15.7%）、公務員10名（6.3％）が
主な進路先内訳です。

大分大学 東京農業大学 福岡工業大学 久留米工業大学 日本文理大学
鹿児島大学 東京工科大学 九州産業大学 日本経済大学 APU立命館アジア太平洋大学
佐賀大学 日本大学 久留米大学 崇城大学 大分県立工科短期大学校
熊本県立大学 広島工業大学 西日本工業大学 東海大学（熊本キャンパス） 大分県農業大学校

進学への取組 大学や専門学校への進学はほとんどが「指定校推薦」です。対策として受験
科目（英語や数学、物理）補習、小論文、面接など個別に指導します。

主な進学先

主な就職先
北三 日田十条 日本製鉄（新日鐵住金） 中部電力 青木あすなろ建設 日本道路
エリエールペーパー 朝日木工 ＪＦＥスチール 九州電気保安協会 佐藤工業 近畿日本鉄道
王子製紙 安心院製材所 大同特殊鋼 九電工 未来図建設 鴻池組
王子マテリア マルマタ林業 神戸製鋼 きんでん アスミオ． 森本組
王子紙業 新栄合板工業 トヨタ自動車 日鉄住金テックスエンジ 旭工務店 飯田建設
富士特殊紙業 大分キヤノン マツダ 大陽日酸 大建エンジニアリング 富士ピー・エス
ノダ 大分キヤノンマテリアル 日産自動車 ニシム電子工業 ポラスグループ 西技工業
市岡 中央発条工業 スバル 住友電気工業 サンコービルド 塩月工業
大成木材 ＳＷＳ西日本 デンソー 東京地下鉄 西原衛生工業所 日豊建設
ダイオーロジスティクス シンダイ ダイハツ九州 東京急行電鉄 TOTOエンジニアリング 河津建設
朝日ウッドテック サッポロビール 丹羽鉄工所 梅林建設 西日本高速道路ファシリティーズ 川浪組
越井木材工業 愛知製鋼 協豊製作所 新成建設 西日本高速道路エンジニアリング九州 谷組
アダル トヨタ自動車九州 NTテクノ 鹿島クレス ＪＲ九州
日田市森林組合 豊田自動織機 九州電力 池田建設 成豊建設
日田郡森林組合 昭和電工 関西電力 安藤・間 山九プラント

就職への取組 「普通教科」や「専門教科」、さらに資格取得へつながる特別補習を通して、
産業人としての資質の向上に努めています。

特別表彰 ゴールド シルバー ブロンズ 合計
H26 13 45 20 25 103
H27 5 51 22 16 94
H28 4 31 31 20 86
H29 2 27 31 17 77
H30 7 31 28 24 90

　全国工業高等学校長協会により各種検定・資格の取得や関係大会出
場に際し、得点が指定されています。卒業時にその合計得点が30点
以上でジュニアマイスター（シルバー）、45点以上で同（ゴールド）に
認定されます。ブロンズは大分県独自のもので20点以上が認定され
ます。特別表彰はゴールドの中で上位8つの合計得点が60点以上で
指定されたランクの資格を取得した者に与えられます。

　ジュニアマイスター　　＊ジュニアマイスター顕彰制度とは

卒業生数159（16）

進
　学

大　　学 11（1） 6.9％

専門学校 14（3） 8.8％

就
　
　職

企業就職 123（9）

78.0％自　　営 1

そ の 他 0

公
務
員

国　　家 2

6.3％地　　方 4

自 衛 官 4

地 域 別 企 業 就 職

関 東 他 5 4.1％

中　　 部 14（3） 11.4％

関　　 西 10（4） 8.1％

中国・四国 6 4.9％

九　　 州 41（1） 33.3％

県　　 内 20（1） 16.2％

日 田 玖 珠 27 22.0％

合　　 計 123（9） 100％

地 域 別 求 人 数

H28年度 H29年度 H30年度

関 東 他 524 602 659

中　　 部 158 181 148

関　　 西 229 293 250

中国・四国 38 68 73

九　　 州 249 281 373

県　　 内 190 212 258

日 田 玖 珠 128 160 158

合　　 計 1516 1797 1919

年度地域

国家一般職高卒程度（九州森林管理局、関東森林管理局、林野庁、国土交通省九州地方整備局）
大分県 福岡県 佐世保市 唐津市 日田市 玖珠町 九重町 大分県警 日田玖珠広域消防組合 自衛隊・警視庁


