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府だからできる。豊豊

の探検の旅に。知知

６年間の計画的な学習

●東京大学（４名）　●京都大学（１名）

●大阪大学（１名）　●九州大学（14名）

●国立大学医学部医学科（８名）
　・北海道大学　・九州大学
　・熊本大学　　・大分大学

基礎力を身に付ける「豊府タイム」開始

６年間の土台を作る「豊府」の探究型授業開始

７時間授業（週２日）実施

「土曜寺子屋」開校

●

●

●

●

基礎期 中１・中２

の習得知

進路に応じた系・コース選択

「８限講座」実施（高３）

ＨＣＣ～３泊４日の学習合宿～（高３）

「羅針盤プロジェクト － White －」

志望校別チーム指導へ

げん

●

●

●

●

発展期 高２・高３

の発揮知

中３から高校棟での授業開始

中３から「高校数学」授業開始

大学の学部・学科研究への取組

「豊府タイム」（中）は「ＺＥＲＯ限」（高）へ

「土曜寺子屋」（中）は「土曜講座」（高）へ

「羅針盤プロジェクト － White －」始動

●

●

●

●

●

●

充実期 中３・高１

の深化知

今年の大学入試結果

●筑波大学　　　　　●お茶の水女子大学

●大阪大学　　　　　●神戸大学

●広島大学　　　　　●九州歯科大学　

●熊本大学　　　　　●大分大学

●大分県立看護科学大学

　　　　　　　　　など国公立大学多数合格

●早稲田大学（５名） ●慶應義塾大学（２名）

●東京理科大学　　　●立教大学

●明治大学　　　　　●法政大学

●青山学院大学　　　●同志社大学

●西南学院大学　　　●福岡大学　

●立命館アジア太平洋大学

　　　　　　　　　　など私立大学多数合格
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大分豊府中では、高校の先生はもちろん、大学の先生に授業をしていただいたり、社会で活躍され
る方のお話をうかがったり、さまざまな方が「先生」となります。これらの取り組みを通して深い思考
力を育みます。また、電子黒板やタブレット端末などICTを活用した授業も実施しています。

道具を作る。
　今、みなさんに求められている「確かな学力」。この「確かな学力」とは、例えば「月は地球の衛
星であることを知る」・「英語が話せる」などの知識・技能はもちろんのこと、学ぶ意欲や問題を解
決する能力など、幅広い「学力」を指します。
　この「確かな学力」をつけるため、大分豊府中学校では「基礎期」から豊富な授業数と、「コミュ
ニケーション」・「総合的な学習の時間」での調べ学習など、多彩な「探究型」の取り組みを準備し
ました。
　このような取り組みで高校卒業後に向けての基盤となる、思考力・判断力・表現力などの「知」を
「基礎期」からじっくり習得します。
　これらの力を「道具」として、６年間の「知」の探検に出発しましょう。

朝は静かに読書から始まります。年間100冊以上読破した人もたくさん
います。
読書の後は、「基礎学力トレーニング」。言葉の力・英語力・計算力を鍛え
ます。

豊府中オリジナルの教科。プレゼンテーション能力や英語によるコミュニ
ケーション能力をぐんぐん伸ばします。

平成26年度  校時表
登　校

豊府タイム

基礎期 の習得知

Hofu Styleみなさんを「知」の探検の旅に導く　　 これが、「　　　　　　　　　」です。

中学の授業は週32時間
火・木曜日は７時間目実施

朝の会
１時間目
２時間目
３時間目
４時間目
昼食・昼休み
５時間目
６時間目
清　掃
７時間目
帰りの会

  8：35 ～　8：45
  8：50 ～　9：40
  9：50 ～ 10：40
10：50 ～ 11：40
11：50 ～ 12：40
12：40 ～ 13：25
13：25 ～ 14：15
14：25 ～ 15：15
15：15 ～ 15：30
15：40 ～ 16：30
16：30 ～

  8：05 ～　8：15
  8：15 ～　8：35

～　7：55

基礎学力トレーニング

朝読書 豊府タイム

コミュニケーション

多彩な授業を展開します！

話し合い活動
大分豊府中といえば、話し合い活動。授業でも多く取り入れています。多くの
意見にふれ、よりよい「答え」を探します。

「体験」から学びます。
「大分豊府」では「体験」を重視しています。職場体験、
調査活動、奉仕活動、野外での調理。いろいろな取り組
みを通して「体験」に基づいた判断力を身に付けます。

土曜寺子屋
ハイレベルの講座や検定取得に向けた講座などを実施
します。

文化発表会（Iris）
11月に校外の施設を使って開催します。ニックネームは「Iris」。ラテン語で虹を意味します。
圧倒的な表現力の獲得を目指します。

検定に挑戦！検定に挑戦！
英語検定、漢字検定、数学検定。各種検定に挑戦する
チャンスを準備しています。

夏季補習で定着！夏季補習で定着！
夏休みは夏季補習を実施。生徒全員の基礎基本事項の
定着を図ります。

夏の「My Way Room」で体感！夏の「My Way Room」で体感！
夏休みは「大分豊府」が誇る中高兼用の自習室、「My 
Way Room」を利用することができます。高校生の気迫
を肌で感じながら勉強に励みます。
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平成26年度  校時表
登校
ＺＥＲＯ限
朝読書
ホームルーム
１時間目
２時間目
３時間目

  　　  ～　7：35
  7：40 ～　8：20
  8：20 ～   8：35
  8：35 ～   8：45
  8：50 ～   9：40
  9：50 ～ 10：40
10：50 ～ 11：40

４時間目
昼食・昼休み
５時間目
６時間目
清掃
７時間目
ホームルーム

11：50 ～ 12：40
12：40 ～ 13：25
13：25 ～ 14：15
14：25 ～ 15：15
15：15 ～ 15：30
15：40 ～ 16：30
16：30 ～

高校の授業は週３５時間 毎日７時間目実施

充実期では大学での学問について研究します。
中学の時から大学を意識する、「大分豊府」なら
ではの取り組みです。

進み続けるからこそ、
遠くまで行ける。

　中３から高校棟での生活。大学受験を目前に控え、学習に情熱を注ぐ高校生。部活動で国際大
会に出場経験を持つ高校生。……。「大分豊府」には、みなさんの「あこがれ」となる高校生がたく
さんいます。そんな「あこがれ」の存在を隣に感じながら、「充実期」はスタートします。
　「充実期」では「基礎期」で習得した「知」（思考力・判断力・表現力）を道具として、たくさんの
「知識」をつなげ、整理し、自分の頭で新しいものを生み出すという、深い学びを展開します。
　その代表的なものが中３での「卒業論文」への取り組みです。
　例えば、「火が燃えるには酸素が必要である」・「太陽は熱を発している」これらは理科で学ぶ
「知識」です。この「知識」をつなげると、「なぜ酸素のない宇宙空間で太陽は燃え続けるのか」と
いうテーマとなります。このようなテーマをもとに探究していく－深い学びがここにはあります。
　大分豊府中学校から大分豊府高校へは「高校入試」を受けずに進学しますので、「豊府タイム」、
「土曜寺子屋」などの大分豊府中学での活動は、高１から、それぞれ「ＺＥＲＯ限」・「土曜講座」へ
と「進化」。中学から高校へ授業のスピードや難易度もスムーズにレベルアップ。中学での活動が
寸断することなく、円滑に高校の学習に移行します。

充実期 の深化知

Hofu Style
知の探検の旅を続ける「大分豊府」は止まることなく進み続けます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これが、「　　　　　　　　　」です。

高校数学開始！ 中学のときから大学を！

国際社会で活躍できる人材の育成を目指し、国際交流の機会も準備しています。
実践的な英会話能力や広い視野を身につけていきます。

国際交流のプログラム

豊府中学で身に付けた表現力を発揮する場を高校でも
多く設けています。

表現活動も深化します。
「高校入試」を経て「大分豊府生」となる新しい仲間。そんな仲間との「出会い」
を大切にするためのプログラムです。この「出会い」が大きな力を生み出します。

豊府友愛プログラム

思考力・判断力・表現力を道具として、たくさんの「知識」
をつなげるという深い学びを展開します。

卒業論文

土曜講座に進化！土曜講座に進化！
「土曜寺子屋」は高校では「土曜講座」に進
化。同じ教科を難易度別に複数の講座に分け
て開講します。

毎朝のＺＥＲＯ限！毎朝のＺＥＲＯ限！
「豊府タイム」は高校では「ＺＥＲＯ限」に。
朝７：40から計画的に学習を行います。

羅針盤プロジェクト羅針盤プロジェクト
　　　－ Ｗｈｉｔｅ － 、始動！　　　－ Ｗｈｉｔｅ － 、始動！
難関大学を志す人たちの夢達成支援プロ
ジェクトを中３の秋から開始します。

中３から高校数学の授業開始です。難しそうで
すが、少人数授業が威力を発揮します。
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発展期では「知の発揮」を目指す場面をたくさん用意します。県都にある進学校として、
他の高校生や専門家のみなさんに向けてのプレゼンテーションの機会もあります。

宝物を手に入れる。
　高２からは「発展期」。「発展期」では、「基礎期」で作った道具を用いる力と「充実期」で身につ
けた深く学ぶ姿勢をもとに「知」の発揮を目指します。
　高２からは、将来の希望に応じて「文系」・「理系」に分かれ、クラスを編成。より専門的な学びを
展開します。また、本校のリーダーとして、生徒会活動や部活動などでも身に付けた「知」を発揮し
ていきます。
　最高学年である高３では、志望に応じて６つのコースを開設。東京大学や国公立大学医学部を
目指すコースも開設しています。
　「大分豊府」で培った「知」を、高校卒業後の大学や職場など、広く「世界」で発揮できる「タフ」
な人間を目指して、さらに思考力・判断力・表現力を鍛えていきます。
　こうして獲得した「知」はみなさんの宝物となることでしょう。

発展期 の発揮知

Hofu Style広い「世界」で活躍できる「知」を育てる。　　 これが、「　　　　　　　　　」です。

たくさんの発揮の場

昼休みや放課後は、いろんな場所で自然と「授業」が行われる。先生方はみなさんが卒業しても、熱心に指導してくれる。部活動の後輩はみ
なさんを応援してくれる。ＰＴＡ活動でもみなさんを懸命に応援してくれる･･････。「豊府」が守り続けた伝統です。この伝統は「追い風」とな
り、みなさんを目的地へと導くことでしょう。

伝統が追い風になる。

「８限講座」で目指す！「８限講座」で目指す！
げんげん

高３で実施する放課後の特別講座です。大学別の対策講
座や基礎の徹底を目指す講座などから選んで受講します。

夏のＨＣＣで鍛える！夏のＨＣＣで鍛える！
高３の「ＨＣＣ」は３泊４日の学習合宿。「みんながいるから
がんばれる」・「受験は団体戦」の言葉の意味を実感します。

個別指導で仕上げる！個別指導で仕上げる！
「大分豊府」伝統の個別指導は、発展期になるとさらに充
実します。徹底的に生徒と向き合う指導は、大分豊府の１
番の誇りです。

「知の発揮」を目指して年に数回実施されます。
この会で目指す学習時間は１日１０時間！
朝から暗くなるまでの学習に挑戦です。

マラソン学習会
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　知の探検に出るのは１人ではありません。中高一貫教育校の「大分豊府」では、中学１年生から高
校３年生までのたくさんの仲間がいます。「大分豊府」では、高校生が中学生に学習や進路につい
てアドバイスをする「高校生サポーター活動」をはじめ、「歓迎遠足」、「豊饒祭」、「強歩大会」、「百
人一首大会」など多くの中高合同行事を準備しています。この活動で学年を超えた絆を築きます。
　中学生の「あこがれ」の存在である高校生。大分豊府中学生は「あこがれ」の存在との交流を通
して目的地である「なりたい自分」を見つけていきます。大分豊府高校生は中学生との交流を通し
て、自分のこれまでの旅の軌跡を見つめ、「なりたい自分」への思いを強めます。
　そして、この６年間の交流でリーダーとしての資質を養っていきます。
　「大分豊府」で出会う６つの学年の仲間たちは、みなさんに勇気をくれ、みなさんを励まし続ける
ことでしょう。

つの学年の　　　　たちが、

3月

2月

1月
9月

8月
7月6月

5月
4月 12月11月10月 （3rd step）

３学期

（2nd step）
２学期

（1st step）
１学期

入学式（中・高）
歓迎遠足（中・高）
豊府チャレンジ
キャンプ（HCC）（高１）

●

●

●

豊府チャレンジ
キャンプ（HCC）（中１）
PTA総会（中・高）
生徒総会（中・高）

●

●

●

中学市総体（中）
豊府チャレンジ
キャンプ（HCC）（中２）
高校総体（高）

●

●

●

修学旅行（中３）
夏期休業（夏期補習）
（中・高）

●

●

豊府チャレンジ
キャンプ（HCC）（高３）
高２イングリッシュ
セミナー（ES）（高２）

●

●

中学市新人大会（中）
修学旅行（高2）

●

●
文化発表会「Iris」（中）
生徒総会（中・高）
芸術鑑賞（隔年）（中・高）

●

●

●

中高合同奉仕活動
（中・高）
冬季休業（中・高）

●

●

新春行事（豊府鍋）
（中・高）
百人一首大会（中・高）
センター試験（高３）

●

●

●

強歩大会
（中・高）
国公立大
２次試験（高）

●

●

卒業式（中・高）
クラスマッチ（中・高）
学年末休業（中・高）
躍志会
（３年生を送る会）（中）

●

●

●

●

豊𩜙祭
（体育の部・文化の部）
（中・高）

●

Hofu Style中高の交流を通して「なりたい自分」を見つめ続ける　　 これが、「　　　　　　　　　」です。

【高校生サポーター】
高校生が、進路のことや学
習のことなどに適切なアド
バイスを直接してくれます。
親身になって相談に乗って
くれます。豊府チャレンジキャンプ（HCC）

歓迎遠足

高校総体 修学旅行（高２）

百人一首大会

豊饒祭（文化の部）

豊饒祭（体育の部）

豊饒祭（体育の部）

修学旅行（中３）

６ 仲間
君に　　　　をくれる。勇気

豊府鍋



軟式野球
硬式テニス
女子バレーボール
バスケットボール
サッカー

※平成26年度現在

●　　　　

●

●

●

●

中学部活動
フェンシング
陸上競技
卓球
弓道
演劇
吹奏楽
放送
書道
美術
新聞
茶道

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

中高合同部活動
硬式野球　　　カヌー
サッカー　　　バレーボール
柔道　　　　　バスケットボール
硬式テニス　　ソフトテニス
家庭　　　　　文芸
自然科学　　　将棋

●　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　●

高校部活動

体操　　　　　水泳
ＥＳＳ　　　　囲碁

●　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　　●

高校同好会
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　体力、精神力、協調する力、本気になれる力－豊かに生きるために必要な力です。これらを身
につける活動、それが部活動です。
　中高一貫教育校である「大分豊府」では、11の部が中高合同で活動しています。また、「部活
動は学習の１つ。教科の学習に取り組んでこその部活動」という意識のもと、短時間集中（短い部
活動時間で集中して練習）、週に１回「ノー部活デー」を実践しています。

進む力。

導く力。

目指すは、世界標準の学力
大分豊府では、社会がいかに変化しようとも、世界のどこにいようとも通用する学力―「いつでも、どこでも通用する学力」
―「世界標準の学力」を育成します。

思考力・判断力・表現力の育成
「いつでも、どこでも通用する学力」である思考力・判断力・表現力を伸ばす授業を全ての教科で行います。

「Memoria」（中学）＆
　　　　　　　　「キセキノート」（高校）
本校オリジナルのノートを用いて自学の力を育成します。

ＩＣＴの活用
電子黒板・タブレット端末・プロジェクターなどを効果的に用いた
授業を展開します。

羅針盤プロジェクト、始動。
　大分豊府が生徒のみなさんの学力向上のために、今まで取り組んできたこと、これから取り組んでいくこと
―これらをまとめた新しい企画、「羅針盤プロジェクト」が始動します。

羅針盤プロジェクト  － Green －
生徒のみなさん１人ひとりの力を伸ばすためのプロジェクトです。

チーム学習会
中３の後期から、放課後に学習会を開きます。

ハイレベル講座
チームのメンバーは、土曜寺子屋・土曜講座で講座を受講します。

ワンランクアップ読書
チームのメンバーは、毎日の朝読書などで、ハイレベルな文章を
読みます。

各種コンテストに参加
作文や小論文などのコンクール、「科学オリンピック」などに参加
します。

ハイレベル模試
中３の後期からハイレベルな全国規模の模擬試験を受験します。

難関大学講演会
外部から講師の先生をお招きして、難関大学を目指すための心
構えを作ります。

羅針盤プロジェクト  － White －
難関大学を志す生徒のみなさんでチームを作り、さらに高い「知」を獲得しようというプロジェクトです。
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大分豊府は です。併設型中高 　　教育校

感 動
Challenge and Step Up with Passion

友 愛
理 知

一貫

Q1

A1

Q4

A4

Q6

A6

Q2

A2

Q5

A5

Q3

A3

６年間を見通した教育活動が行わ
れるので、効果的な時間の活用が
でき、自分の能力、資質、興味や
関心をさらに伸ばすことができま
す。豊富な授業、中高の交流、ス
ポーツや文化活動の推進で、たく
ましい人間を育てます。

入学金や授業料は必要ありませ
ん。その他の諸費用（制服や体
操服、その他の教材費など）は、
他の公立中学校と同じ程度必要
となります。

大分豊府中学校は授業料などは
いるの？

大分豊府中学校・高等学校の
特色は？

給食はミルク給食を実施します。
各自弁当を持参してください。
また、食堂を利用することもでき
ます。寮の設備はありません。

大分豊府中学校では学校給食や
寮はあるの？

中学校体育連盟・文化連盟や競技
団体の大会などに参加します。

大分豊府中学校での部活動の
大会参加はどうなっているの？

大分豊府中学校・大分豊府高校に
関する情報は、ホームページ
（http://kou.oita-ed.jp/oitahoufutyu/index.html）・
（http://kou.oita-ed.jp/oitahoufu/index.html）で
ご覧いただけます。

大分豊府中学校・大分豊府高校に
関する情報はどうすればわかるの？

大分豊府高校の敷地内に、中学校
の教室棟及び体育館があります。
その他特別教室やグラウンドなど
は、大分豊府高校の充実した施設
を共用します。

大分豊府中学校の施設や設備は
どうなっているの？

大分県立大分豊府中学校の平成27年度入学者選抜の概要

入学定員
120名

１ 選抜の主な日程５

出願資格２
次のいずれかに該当すれば出願できます。
ア．平成27年３月に小学校もしくはこれに準ず

る学校を卒業見込みの者で、保護者の住所
が大分県内にある者

イ．大分県教育委員会教育長が特別に出願を許
可した者

その他

大分県教育庁高校教育課
〒870-8503 大分市府内町３丁目10番１号

（大分県立中学校入学者選抜に関するホームページ）
http://kyouiku.oita-ed.jp/koukou/index.html

TEL 097-506-5617

６
平成27年度入学者選抜に関する詳しい内容につい
ては、「大分県立中学校入学者選抜実施要項」で
定めます。
この件に関するお問い合せは通学区域３

県内全域

選抜方法４
調査書、適性検査及び面接の結果を資料として、
総合的に判断します。
【適性検査】

【面　　接】

適性検査Ⅰ
読み取ったり聞き取ったりした内
容について、自分の考えをまとめ、
文章で表現する能力等を総合的に
みる。

適性検査Ⅱ
身の回りのいろいろな事柄に対し
て、問題を発見し、道筋を立てて
考え、解決しようとする態度や能
力等を総合的にみる。

面接の方法及び内容については、
県立中学校長が決定します。

出　願　期　間
検 査 日
入学予定者の発表
入学意思確認書の
提 出 期 間

平成26年12月15日（月）～12月19日（金）

平成27年1月10日（土）

平成27年1月16日（金）

平成27年1月26日（月）～1月30日（金）

創造的な知性と豊かな人間性、逞しさを備え、
高い志を持って国際社会でリーダーとして活躍できる人材を育てる。


