
NAKATSUKITA SCHOOL GUIDE  2022

大分県立中津北高等学校

伸ばそう 未来を拓く力
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校舎

アクセスマップ

学習や部活動が伸び伸びとできる環境が整っています。
今年度から校舎の大規模改修が行われ、より快適な学校生活が送れるようになります。

NKなでしこ PTAと同窓会が運営する北高の学食。
豊富なメニュー、ボリュームがあってしかも安い！そして何よりも美味しいのが自慢!!

ＮＫホール

北高会館

進路指導室

体育館

PC 教室

グラウンド側から見た校舎

〒871-0024 大分県中津市中央町1丁目6ｰ83
TEL0979-22-0244（代表） FAX 0979-22-9919
E-mail a32820@oen.ed.jp（代表アドレス）

大分県立中津北高等学校
WebサイトURL  http://kou.oita-ed.jp/nakatukita/
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テイクアウトOK 予約が便利！

¥400 ・カツ丼・唐揚げ丼・カツカレー

¥300 ・カレー・たまご丼・唐揚げ弁当・のり弁当 ・日替わり弁当・炒飯パック・オムライスパック

¥200 ・焼きそばパック・うどん・カレールーのみ

¥100 ・唐揚げ・ポテト・たこ焼き・白ご飯 ・ミニうどん・その他の単品（日替わり）

¥50 ・おにぎり・コロッケ・ハッシュドポテト・春巻き ・その他の単品

予約
OK

制服紹介



校訓

君の知性を磨け
君の人格を高めよ
君の身体を鍛えよ

●意欲的に学び、自己を高めることを持続させる生徒
●確かな学力・豊かな人間性・健康と体力を備えた生徒
●多様な価値観を理解し、高い人権意識を持つ生徒
●自ら課題を発見し、解決することに挑戦できる生徒

未来を拓くための「生きる力」をつける

中津北高校は、
〇〇〇〇〇学校です！

中津北高で身につく力、伸びる資質

中津北高が目指す生徒像

●考えを深めるアクティブ・ラーニング型授業
●学びを広げるタブレット、電子黒板の活用
●英語の学習習熟度別授業で理解度アップ
●放課後講座や特別講座などの充実した受験対策

1
2
3
4

高い進路意識 自己管理能力 主体性

計画・実行力 社会人基礎力 自主性

傾聴力 自走力 自己指導能力

抽象的思考力 コミュニケーション力 対人理解力

情報分析力 情報活用力 危機管理能力

アクティブ・ラーナーを
育てる

自分の将来を考えた
進路探究学習ができる

自分と対話する場が
ある

仲間たちと互いを
高め合える

●総合的な探究の時間での進路探究
●徹底した小論文や面接などの個別指導
●進路ガイダンス、系統・分野別分科会
●進路学習のための講演会や特別講座

●対話で考えを深める「哲学対話」
●本との対話
  （朝読書、図書館活動、ビブリオバトル）
●ワークショップを取り入れた活動

●活発な生徒会活動・委員会活動
●満足度の高い学校行事
●スキルアップ、人間力アップの部活動
●クラスで取り組む「SDGs」探究

●アクティブ・ラーニング型授業
●一人一台タブレット端末の利活用
●「復習」を中心とした家庭学習

哲学対話 ビブリオバトル

「自走力」を伸ばし
学びを深める

図書館 素晴らしき本
との出会い

中津北は授業がアツい！

知識と心を豊かにしてくれる図書館
●豊富なジャンル、蔵書数は約18,000冊
●雑誌や新聞も充実
●新刊本のリクエストもできる

図書館が企画する知的な活動
●毎朝10分間の朝読書から一日が始まる
●ビブリオバトルでプレゼン能力アップ
●新聞スクラップ意見文で考えを深める

（注）地歴Ａ…世界史Ａ、日本史Ａ、地理Ａから１つ選択
 芸術‥‥音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰから1つ選択
 情報＝社会と情報、コミュ英Ⅰ＝コミュニケーション英語Ⅰ、英表Ⅰ＝英語表現Ⅰ

※令和４年度から新学習指導要領で実施
　本校で開設予定の授業科目（１年生）は次の通り。
現代の国語、言語文化、地理総合、歴史総合、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、生物基礎、
物理基礎、英語コミュニケーションⅠ、論理・表現Ⅰ、体育、保健、音楽Ⅰ、美術Ⅰ、
書道Ⅰ、情報Ⅰ、総合的な探究の時間

朝　　読　　書
Ｓ　　　Ｈ　　　Ｒ
清　　　　　掃

昼　　休　　み

終　　　　　礼

月 火 水 木 金
 8：00 ～ 8：10
 8：10 ～ 8：20
 8：20 ～ 8：40
 8：40 ～ 9：30
 9：40 ～ 10：30
 10：40 ～ 11：30
 11：40 ～ 12：30
 12：30 ～ 13：15
 13：15 ～ 14：05
 14：15 ～ 15：05
 15：15 ～ 16：05
 16：05 ～ 16：10

令和３年度１年生の時間割例

地歴Ａ
情報

生物基礎
数学Ⅰ

 コミュ英Ⅰ
芸術
芸術

 コミュ英Ⅰ
数学Ⅰ
国語総合
体育

国語総合
総探

地歴Ａ
生物基礎
物理基礎
 コミュ英Ⅰ

情報
英表Ⅰ
数学Ａ

国語総合
体育
数学Ａ
国語総合

家庭基礎
 コミュ英Ⅰ
ＨＲＡ

保健
数学Ⅰ
体育

家庭基礎

物理基礎
英表Ⅰ
国語総合

アクティブ・ラーナーになろう学LEARN
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大分大学 大分県立看護科学大学 北九州市立大学
山口大学 島根県立大学 福岡県立大学
高知大学 山口県立大学 長崎県立大学
長崎大学 高知県立大学 宮崎公立大学
琉球大学 高知工科大学 名桜大学
山陽小野田市立山口東京理科大学

日本文理大学 西南学院大学 中村学園大学
別府大学 福岡大学 久留米大学
立命館アジア太平洋大学 九州栄養福祉大学 西日本工業大学
日本体育大学 九州産業大学 福岡工業大学
京都外国語大学 九州共立大学 福岡女学院大学
関西学院大学 九州国際大学 熊本学園大学
広島工業大学 九州女子大学 九州保健福祉大学　他

私立大学　98名

大分県立芸術文化短期大学 別府大学短期大学部 中村学園大学短期大学部
東九州短期大学 東筑紫短期大学 九州女子短期大学　他

中津市職員（消防士） ダイハツ九州株式会社 株式会社中津急行　他

大分臨床検査技師専門学校 北九州リハビリテーション学院 大分歯科専門学校
小倉南看護専門学校 北九州看護大学校 西日本看護専門学校
大分県立工科短期大学校 九州職業能力開発大学校 福岡美容専門学校　他

哲学対話
「考える」を体験する

●進路講演会、進路ガイダンス、「職業人に学ぶ」
●「NKアカデミー」（系・分野別分科会）
●キャリア教育講演会
●進路研究レポート、志望理由書作成指導

充実した進路探究学習　
➡進路意識向上

●ゲストティーチャー特別講座
●放課後講座や長期休業中の鍛錬学習
●英語のパフォーマンステスト（全学年）
●GTEC（全員）と英語検定（希望者）

特別講座・特別学習
➡学力アップ

●全職員による面接指導、小論文指導
●個別の学習指導や進路面談
●タブレットを活用した個別学習のサポート

徹底した個別指導
➡進路達成

考えることは、自由になること

哲学対話とは日々の忙しい生活の中では通り過ぎてし
まうような問いにあえて立ち止まり、ひとりで、みんな
で、ゆっくりじっくりと考えてみること

たとえばこんなことを考える…
◆一生懸命努力することと結果をだすこと、どちらが大事か？
◆頭が良い／悪いってどういうこと？
◆他人に自分の気持ちを理解してもらうことはできるか？

　哲学対話の最大のメリットは、自分の視野を
広げ、様々な角度で物事を捉えることができる
ことです。実際、私はいつも自分の考えを持つ
ことはできていましたが、頭が固かったがゆえ
に自分の考えは絶対に正しいと思い込んでいま
した。しかし、哲学対話で色々な意見を聞くこ
とにより、今では柔軟に物事について考えられ
るようになりました。

NKアカデミー

進路講演会

ゲストティーチャーによる英語特別講座

放課後を利用した個別指導

ようこそ先輩ようこそ先輩

考ＴＨＩＮＫ

進路実現のために力を伸ばす 対話で新たな自分が見つかる
一人ひとりの思いを大切に、さまざまな進路目標達成に向けた進路学習プログラムで
「学ぶ、考える、伸びる」をサポートします。進COURSE

コース編成

国公立大学等　27名

短期大学　24名

公務員・民間就職　10名

専門学校　59名

１年 ２年 ３年

共通
文系

理系

文Ⅰ…私立大学文系学部等をめざす
文Ⅱ…国公立大学文系学部をめざす
理Ⅰ…私立大学理系学部等をめざす
理Ⅱ…国公立大学理系学部をめざす

　同じ問いに対していろいろな意見を交わせる
哲学対話はとても素敵です。同じ問いでも沢山
の意見があり、でも正解はないというのが哲学
対話の良い所で、友達の話や意見を聞いて自分
の知らなかった一面なども知ることができます。
哲学対話は私達が大人になる上で経験すべきで
すし、一度話すだけで沢山のことを私たちに教
えてくれます。

２年  古 野　翔 音
（三光中学校卒）空手道部

　私は、どんなことも最後までやり抜くことを心
掛けました。卓球部と生徒会執行部に所属したの

で、北高祭の時期は、学習・部活動・生徒会の３つをやり抜けるのか
不安な時期もありましたが、そんな時こそ仲間と協力し、乗り越える
という大切さを中津北高校で学ぶことができました。そして、何かを
やり抜く達成感や充実感を経験すると、その経験を活かし受験勉強に
打ち込むことができます。北高で是非様々なことに取り組んでみて下
さい。卒業した時にその経験が皆さんの宝物になります。中津北高校
に入学して良かったと思える、充実した高校生活を送ってください。

　私は、自分の進路希望を決めた直後から、何
をすれば良いのかを考え、行動してきました。

一人で考えても上手くいかないときは、先生や友人に相談しました。
先生方からのご指導をしっかりと受け止め実践することで、成長を
実感できました。また、複数の部活動に所属しており、特に弁論部
では令和２年度全国総合文化祭大分県代表に選ばれるなど、興味関
心のあることに積極的に挑戦することで、チャレンジ精神を向上さ
せることができました。高校生活で身につけた力は大学生活でも活
かせることを今実感しています。

伊 藤　美 羽　　
山口県立大学　国際文化学部文化創造学科

　私は書道部の部長の役を務めながら、忙しい
中でも勉強で遅れないために、学んだことはそ

の日の内に、必ず理解するまで復習するようにしました。勉強と
書の甲子園日本一を目指す部活動の両立は、簡単ではありません
でしたが、部活動ではマナーや礼儀作法が身につき、３年間続け
ることで持続性や計画性を養い、日頃の学校生活でも生かすこと
ができました。また、様々な進路講演会に参加し、沢山の知識を
身につけることで進路達成に繋がったと思います。

板 橋  希々花
西南学院大学　経済学部国際経済学科

　私はテニス部に所属し、生徒会長も務め、さ
らに学習面でも “国公立大学合格” を目標に取

り組みました。学校生活の中で大事にしていたのは「授業を大切
にし、授業中疑問な点を残さないこと」です。限られた時間の中
でいかに効率的な学習ができるかを考えました。後輩には「まず
は授業に集中することから始めよう」のアドバイスを送ります。
日々の授業の中に模試やテスト、入試本番につながるヒントが隠さ
れています。また、職員室にいる先生に積極的に質問をしましょう。
先生方は問題の解決だけでなく＋αの知識も教えてくださいます。

幸 下　清 昇
長崎県立大学　地域創造学部公共政策学科

１年  德 田 　　恵
（緑ヶ丘中学校卒）野球部マネージャー

在校生の
声

在校生の
声

卒業生からのメッセージ
尾 造　明 大
山口大学　経済学部

進路実績（令和３年３月）～Next Stageへ、新たなchallenge～
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コース編成
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１年  德 田 　　恵
（緑ヶ丘中学校卒）野球部マネージャー

在校生の
声

在校生の
声

卒業生からのメッセージ
尾 造　明 大
山口大学　経済学部

進路実績（令和３年３月）～Next Stageへ、新たなchallenge～



陸上、バスケットボール、
バレーボール、野球、空手道、
サッカー、卓球、弓道、剣道、
柔道、テニス、水泳

マンガ研究会

弁論、新聞、放送、科学、
家庭、茶道、吹奏楽、ESS、
ボランティア、音楽、書道、
美術

部活動スキルクリニック
吹奏楽部サウンドクリニック、書道部「書は人なり」クリニック、
空手道部、野球部、弓道部、茶道部、家庭部のスキルクリニック

創C
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TE

躍動、挑戦する姿はカッコいい！ みんなが主役、ともに創る
創立 110 周年　英姿颯爽～この輝きを未来へと～熱H

O
T

　中津北高校では文武両道を掲げており、多く
の部活動が素晴らしい結果を残し、３年間で大

きな成長を遂げることができます。そして、挨拶やマナー、身だ
しなみなどを日頃から「面接に行ける格好」を心掛けており、基
本的な礼儀も身につきます。中津北高校に入学すれば、充実した
毎日が待っています！私たちと一緒にあなたの理想の高校生活を
作っていきませんか。

　私はサッカー部マネージャーをしています。
今年の中津北サッカー部はベスト８という大き

な目標を掲げ、日々練習に励んでいます。「愛されるチーム」を目指し、
部活動の時だけでなく、学校生活でのあいさつや返事を元気よくし
て、試合後の片づけや掃除にも力を入れています。選手の頑張る姿
を見て、私たちもたくさんやりがいを感じられます。皆さんも私た
ちサッカー部と充実した生活を送りませんか。

１年　池之上 未 来
（豊陽中学校卒）サッカー部

　 私はバスケットボール部に所属し、多くの
方々に支えていただきながら顧問の先生とチー

ムメイトと共に「県ベスト４」を目標に掲げ、日々の練習に励ん
でいます。私は部活動を通してバスケットボールだけでなく、責
任感や人間性、礼儀など学ぶことができ良かったと思っています。
もちろん勉強時間も確保できます。私たちと一緒に「文武両道」
をめざしてがんばってみませんか。

２年　後 藤  颯 太
（西部中学校卒）バスケットボール部

　私は勉学や部活動に励んでいます。中津北高
で偏ることなく学び、有意義な多くの経験がで

きました。また生徒会役員として学校をより活性化させる取組によ
り、積極性を身に付けることもできました。本校では「哲学対話」
という活動があり、多くの物事について自分の考えを持てるように
なります。礼儀作法を学べたり、行事で多くの思い出を作れたりで
きる中津北高校で学んでみませんか。

３年　永 松  美 咲
（中津中学校卒）陸上部

在校生からのメッセージ
２年　佐々木 優 雅
（戴星学園卒）家庭部　

生徒会長

女子バスケットボール部
大分県高等学校総合体育大会　準優勝
全国高等学校バスケットボール選手権大会県２次予選　優勝
全国高等学校バスケットボール選手権大会　ベスト16
大分県高等学校新人バスケットボール競技大会　ベスト4

男子バスケットボール部
大分県高等学校総合体育大会　第３位

空手道部
大分県高等学校新人空手道競技大会　団体形　第３位　九州大会出場
大分県高等学校新人空手道競技大会　個人形〈橋本大輝〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２位　九州大会出場
書道部
国際高校生選抜書展　九州山口地区　準優勝
全国高等学校総合文化祭こうち文化連盟賞〈板橋希々花〉
全九州高等学校文化祭熊本大会　文化連盟賞〈大田青空〉

吹奏楽部

大分県高文連ブラスカーニバル　金賞
大分県高文連マーチング・バトンカーニバル　金賞

弁論部
全国高等学校総合文化祭こうち文化連盟賞〈伊藤美羽〉

専門指導者・北高生といっしょにスキルアップ

同好会（1）

文化部（12）

体育部（12）

部活動 主な成績（令和２年度）

学校行事

4April

5May

6June

7July

8August

9September

10October

11November

12December

1January

2February

3March

■入学式　■課題考査
■個人面接期間　■歓迎遠足
■教育合宿（１年）

■中間考査　
■県総体激励壮行会

■県総体　■生徒総会
■南北親善球技大会
■期末考査

■ゲストティーチャー特別講座
■人権・平和学習　■ごみゼロ運動　
■特別講座（３年）

■学び舎学習体験　
■オープンキャンパス参加（１年）
■課題考査

■北高祭（文化祭）
■オープンスクール
■中間考査　■キャリア講演会

■体育大会
■県新人戦
■ＮＫアカデミー

■授業公開週間
■ようこそ先輩
■期末考査

■修学旅行（２年）
■校内球技大会
■福澤諭吉弁論大会

■百人一首大会
■大学入学共通テスト
■学年末考査（３年）
■課題考査（１、２年）

■高校推薦入試
■学年末考査（1、2年）

■卒業式
■高校一次入試
■先輩に学ぶ

南北親善球技大会南北親善球技大会

歓迎遠足歓迎遠足

修学旅行修学旅行

卒業式卒業式

百人一首大会百人一首大会

修学旅行修学旅行

1学期

2学期

3学期

北高祭

北高祭
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大分県立中津北高等学校

伸ばそう 未来を拓く力
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中津駅

大分銀行

中津警察署

大分県北部
保健所

豊陽中学校

大分県中津総合庁舎
九州労働金庫

牛丼すき家

炭火焼肉
じゅうじゅう亭

マクドナルド

ローソン

500ｍ0

至 吉富・豊前

至 宇佐・
大分

至 三光・耶馬溪

N

校舎

アクセスマップ

学習や部活動が伸び伸びとできる環境が整っています。
今年度から校舎の大規模改修が行われ、より快適な学校生活が送れるようになります。

NKなでしこ PTAと同窓会が運営する北高の学食。
豊富なメニュー、ボリュームがあってしかも安い！そして何よりも美味しいのが自慢!!

ＮＫホール

北高会館

進路指導室

体育館

PC 教室

グラウンド側から見た校舎

〒871-0024 大分県中津市中央町1丁目6ｰ83
TEL0979-22-0244（代表） FAX 0979-22-9919
E-mail a32820@oen.ed.jp（代表アドレス）

大分県立中津北高等学校
WebサイトURL  http://kou.oita-ed.jp/nakatukita/

N  A  K  A  T  S  U  K  I  T  A

学食メニュー TAK
E

OUT

テイクアウトOK 予約が便利！

¥400 ・カツ丼・唐揚げ丼・カツカレー

¥300 ・カレー・たまご丼・唐揚げ弁当・のり弁当 ・日替わり弁当・炒飯パック・オムライスパック

¥200 ・焼きそばパック・うどん・カレールーのみ

¥100 ・唐揚げ・ポテト・たこ焼き・白ご飯 ・ミニうどん・その他の単品（日替わり）

¥50 ・おにぎり・コロッケ・ハッシュドポテト・春巻き ・その他の単品

予約
OK

制服紹介


