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充実した進学体制

少人数クラス
単位制の利点を活かし、３年次ではクラスを増やし、平均30人の学級
で学習します。生徒一人ひとりにきめ細かく丁寧な教育を行います。

アドバンストクラス
九州大学、広島大学、熊本大学等難関国公立大学を志望する生徒で
編成するクラス。
高い志を育み、仲間とともに夢実現をめざします。

【難関大を志す動機づけ】
１．大学や企業などの有識者による講演会
２．九州大学など難関大のオープンキャンパス参加
３．県教育委員会が主催する難関大プログラムへの参加

【志望を達成する学力保障】
１．難関大個別学力試験に対応した添削指導と特別講座
２．高い学力に導くための教科担当者面談
３．外部機関（予備校など）を利用した学習プログラム

学習スタイル
文武両道を実現する時間割

１年次 ６クラス
１組
40人

２年次 ７クラス
１組
34人

３年次 ８クラス
１組
30人

２組
30人

３組
30人

４組
30人

５組
30人

６組
30人

７組
30人

８組
30人

２組
34人

３組
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４組
34人
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６組
35人

７組
35人

２組
40人

３組
40人

４組
40人

５組
40人

６組
40人

※この図は定員が240名の場合の一例であり、実際の各クラスの人数は生徒の希望に
　応じて変わります。

合計
240人

合計
240人

合計
240人

教育プログラム
入学後すぐに高校生活の基盤となる学習の方法や生活規律について学び
ます。ここでは、様々な活動を通してクラスの団結や友情を育みます。

～主な内容～

① エンカウンター
② 進路講話
③ 各教科の学習法指導
④ 集団行動
⑤ 挨拶10箇条・校歌練習　など

6:30 7:10 8:00 8:10 12:05 12:50 15:40 16:10 19:00 19:45 21:00 0:00

睡眠 通学 朝学習 昼休み午前の授業 午後の授業 部活動 学　習 睡眠通学起床
朝食

清掃
終礼

夕食
入浴など

通常の
時間割

OGIメモを活用し連絡を行うため、
朝礼はありません。

３時間弱の部活動時間を
確保しています。

主な取り組み
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心を育てる生徒指導
雄城坂は挨拶の坂

挨拶10箇条 清掃活動

生徒が自主的に始めた雄城坂の挨拶
先輩から後輩に受け継がれ、雄城高の誇るべき伝統です。

１　おはようございます
２　こんにちは
３　こんばんは
４　よろしくおねがいします
５　お疲れさまです
６　いただきます
７　ごちそうさまでした
８　「ハイ」
９　失礼します
10　ありがとうございました

女子制服 パンツスタイルの選択制

※言葉を発してお辞儀する。挨拶は心を込めて、
　相手の心に伝わるように、一言一句はっきり
　大きな声で行う。

「トイレを見れば学校の雰囲気や状態が分かる」
まるでモデルルームのようなトイレは、雄城高の
象徴です。

　大分雄城台高校では、令和2年度入学生（48回生）から、女子制服に
従来のスカート以外に、パンツスタイルの選択制を導入しました。
目的は以下のとおりです。

（１） 機能性・安全性の向上
　本校生徒の約95％は登下校において自転車を活用していることから、
弾力化の導入は安全性が増すことが考えられます。また、様々な教育活動
の場面において、機能性が増し、活動が活発化されると考えています。

（２） 防寒・防犯の観点
　厳冬期の防寒は勿論のこと、登下校時における安全性を担保するうえで、
弾力化の導入は有効と考えています。
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活力ある部活動
令和元年度の主な戦績・実績
【陸上競技部】
第35回U20 第13回U18日本陸上競技選手権大会
U20　女子 100m　７位 200m　６位 
U18　女子 100m　６位 800m　６位 
 ４×100mR　７位
国民体育大会 少年女子共通
 円盤投　４位
女子 ４×100mR　５位
全国高等学校総合体育大会
女子 円盤投　３位 
第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北九州地区予選
男子　八種競技
女子 総合　１位 トラック　２位 
 100m　１位 200m　１位 
 円盤投　１位 ４×100mR　１位 
 ハンマー投　２位 100m　２位
 200m　２位 円盤投　３位
 100m　４位 800m　４位
 砲丸投　５位・６位
全九州高等学校新人陸上競技大会
男子 100m　１位
女子 総合　１位 トラック　１位
 100m　１位 200m　１位
 800m　１位 ４×100mR　１位
 100m　２位 200m　２位
 円盤投　４位 砲丸投　６位
 ４×400mR　６位
第67回大分県高等学校総合体育大会
女子 　　　　　　　　　　総合・トラック・フィールド　１位
（１位種目のみ）男子八種競技／女子100m・200m・400m・800m
　　　　　　　　４×100mR・４×400mR・円盤投・ハンマー投
大分県高等学校新人陸上競技大会
女子 総合　１位
（１位種目のみ）男子200m・5000mW／女子100m・200m・400m・400mH
　　　　　　　　800m・４×100mR・４×400mR・円盤投・ハンマー投
【水泳部】
国民体育大会 男子少年Ａ
 ４×200mフリーリレー　５位
全九州高等学校水泳競技大会
男子 団体　３位
男子 200m自由形　２位 400m自由形　２位
 100mバタフライ　２位 200mバタフライ　３位
 ４×100mR　３位 ４×100mメドレーR　３位
女子 200m自由形　１位
第81回（競泳）末弘杯全九州高等学校新人戦水泳競技大会
男子 総合　２位
男子個人 200m平泳ぎ　１位 200m背泳ぎ　２位
 100m背泳ぎ　３位 ４×100mR　２位
 ４×100mメドレーR　２位
 最優秀選手賞
第67回大分県高等学校総合体育大会
男子 総合　１位
女子 総合　５位
個人競技（１位種目のみ）
男子 400m自由形・1500m自由形・100m平泳ぎ
100mバタフライ・200mバタフライ・200m個人メドレー
400m個人メドレー・400mメドレーR・400mR・800mR
大分県高等学校新人水泳競技大会
男子 総合　１位
個人競技（１位種目のみ）
男子 50m自由形・200m背泳ぎ・50m平泳ぎ・100m平泳ぎ・200m平泳ぎ
100mバタフライ・200m個人メドレー・400m個人メドレー
４×100mメドレーR・４×100mR（県新）
【男子バスケットボール部】
南九州４県対抗予選  　３位
第67回大分県高等学校総合体育大会 　ベスト８
第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会 大分県予選 
  ３回戦
【男子ハンドボール部】
全九州高等学校体育大会ハンドボール競技大会 　出場
第67回大分県高等学校総合体育大会 　２位
大分県高等学校新人ハンドボール競技大会 　１位

第42回全国高等学校ハンドボール選抜大会
　九州地区予選大分県予選会  　２位
第42回全国高等学校ハンドボール選抜大会
　九州地区予選  　出場
【女子ハンドボール部】
第42回全国高等学校ハンドボール選抜大会
　九州地区予選大分県予選会  　３位
【サッカー部】
第67回大分県高等学校総合体育大会 　ベスト16
【ラグビー部】
第８回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会
　大分県予選  　ベスト８
第99回全国ラグビー大会大分県予選 　ベスト８
第42回大分県高等学校
　新人ラグビーフットボール競技大会 10人制 　１位
【弓道部】
第67回大分県高等学校総合体育大会
 男子団体　２位 女子団体　ベスト16
第65回全九州高等学校弓道競技大会
 男子団体　出場
大分県高等学校新人大会
 女子団体　１位 女子個人　１位
第27回九州高等学校弓道新人選手権大会
 女子団体　出場
第32回大分県高等学校弓道選手権大会
（兼全国高等学校弓道選抜県予選）
 女子団体　４位
 男子団体　７位 男子個人　３位
大分県高校１年生大会
 男子団体　３位 男子個人　３位
【男子テニス部】
第67回大分県高等学校総合体育大会 　団体ベスト８
【野球部】
第135回大分県高等学校野球選手権大会 　出場
全国高等学校野球選手権大分大会 　ベスト16
第136回大分県高等学校野球選手権大会 　ベスト８

【吹奏楽部】
第56回大分県吹奏楽コンクール  　銀賞
大分県高文連ブラスカーニバル  　金賞
第45回大分県アンサンブルコンテスト 　銀賞
【美術部】
大分県高等学校文化連盟中央展  　立体・彫刻　優良賞
第44回大分県高等学校文化連盟
　美術専門部スケッチ大会  　推奨
第30回全国産業教育フェア大分大会
  　イメージ作品　最優秀賞
第30回全国産業教育フェア大分大会
　　　　　　　　　　　マスコットデザイン水産部門　優秀賞
第37回髙山辰雄賞ジュニア美術展
  　推奨１名・佳作８名
第58回読書感想画コンクール  　優良７名
【書道部】
第54回弘法大師奉賛高野山競書大会
　　　　　　　　高野山官長賞・毎日新聞社賞・審査委員長賞
　　　　　　　　　南山賞３名・高野山書道協会賞２名・推薦
第32回大分県高等学校競書展
　半紙の部　審査員奨励賞・高教研書道部会賞・特薦３名・推奨２名
　硬筆の部　高教研会長賞・推奨２名
第57回席上揮毫大会  　推奨２名
第56回全国創玄競書展大会  　推奨２名
【科学部】
第60回科学クラブ研究発表大会
　  研究発表地学部門　最優秀賞
  ポスター部門　優良賞
第63回日本学生科学賞  　優秀賞
サイエンスインターハイ＠ＳＯＪＯ ポスター発表賞
【放送部】
第41回九州高校放送コンテスト大分県大会
　  朗読部門　奨励賞
　  テレビ番組部門　奨励賞
【ESS部】
大分県高等学校第68回英語諳誦大会 　３位
【ユネスコ・ＪＲＣ部】
青少年赤十字活動表彰  　１名
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陸上競技部 男子ハンドボール部

水泳部

野球部

書道部 吹奏楽部

ESDの教育課程研究指定校に指定（Ｒ２～Ｒ３）
　ESD（持続可能な開発のための教育）を学校全体で体系的に推進するための教育課程の研究指定校に指定されました。
　ESDの視点を踏まえた授業とSDGs（持続可能な開発目標）を題材とした総合的な探究の時間の教科横断的連携に
よる「持続可能な社会の構築に貢献できる資質・能力」を育成する指導と評価の研究を２年間取り組みます。
　研究に際しては、ESDの視点に立って、本校で育みたい持続可能な社会の構築に必要な資質・能力を「情報整理
力」「課題解決力」「発信力」の３つの能力と「協働」「自他の尊重」「チャレンジ精神」の３つの資質として整理し、
これらの資質・能力の育成に向けた各教科・科目及び総合的な探究の時間の３年間の指導と評価の計画を作成します。

大分雄城台高校が育成したい生徒像
教育目標

ESD（持続可能な開発のための教育）で
身に付けたい資質・能力

『誠実・自主・創造』の校訓のもと、社会において
逞しく生き抜き、積極的に社会貢献できる生徒の育成。

持続可能な社会の構築に必要な資質・能力

「誠実」  「自主」  「創造」

研究の内容

１．資質・能力の
　　明確化

２．単元配列表

３．単元デザイン
　　シート４．SDGsを題材

　　とした探究活動

５．人間関係づくり
　　プログラム

情
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力
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躍進する進路実績
45回生（令和元年度卒）の合格状況

国公立大学・大学校 現役合格者数 ７３名
九州大２名　防衛大学校１名
広島大２名　熊本大２名　大分大２３名

　本年度の国公立大学・大学校の現役合格者数は73名となりました。難関大の九州大学や防衛大学校をはじめ、

ブロック大の広島大学・熊本大学にも合格し、地元の大分大学には23名が合格しました。これは「授業」・「挨

拶」・「清掃」・「部活動」などの日々の活動に「日日全力」の精神で生徒全員が心を一つにして取り組んだ成果で

す。安定的な進学実績は、今後の後輩たちに引き継がれ、「文武両道の雄城台」を確かなものにしてくれると確信

しています。

《国公立大学・大学校の主な合格状況：７３名》

九州大・防衛大学校・広島大・広島市立大・山口大・山口東京理科大・下関市立大・愛媛大・北九州市立大・熊本

大・佐賀大・長崎大・長崎県立大・大分大・大分県立看護科学大・宮崎大・宮崎公立大・鹿児島大　など

《私立大学の主な合格状況：１８８名》

東京理科大・東京女子大・日本体育大・関西学院大・立命館大・近畿大・福岡大・西南学院大・中村学園大・九州

産業大・立命館アジア太平洋大・別府大・日本文理大　など

《医療・看護系の主な合格状況：３５名》

別府医療センター附属大分中央看護学校・大分リハビリテーション専門学校・藤華医療技術専門学校　など

＊１～２年の頃にはとにかく、毎日の課題や小テストに頑張りました。課題や小テストを頑張る事は当

たり前のことですが、この当たり前の積み重ねが学力の定着に繋がる事を私は身を持って感じまし

た。私は、塾に行っていなかったので、学校の授業で全て理解できるようにしました。「毎日の課題

で分からないところは調べる事」「その分野の復習をする事」「もう一度時間をあけて解きなおす事」

を心がけました。

＊伝えたいことは、自分に自信を持つことは大切だということです。点数が上がらなくて悩む時は誰に

でもあります。そんなときに投げ出すのではなくて、自分のやっていることを信じて、やり続けるこ

とが大切です。そうすればいつかよい結果が待っています。私は先生に、「自分がわからなかったら

他の人もわからないと思え」という言葉をもらって気が楽になりました。それから、自分が一番だと

いう自信を持って問題を解けるようになりました。

【卒業生の合格体験記より】
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在校生・卒業生からのメッセージ
～毎日が最高のチャンスだ～

夢は自分の手でつかむもの、誰かに与えられるものではありません。雄城高生は、一日一日を大切にして

新しい何かに挑戦するために「日日全力」で歩んでいます。

２年３組　後藤 俊也　野津原中学校出身・テニス部

　大分雄城台高校は、文武両道を目指したいという人にとって、最適な環境が整えられている学
校だと思います。例えば、クラスの朝礼がなく、１時間目の授業が８時15分から始まるので、
その分、放課後の部活動の時間をしっかりと確保することができます。部活動への参加は自由で
すが、ほとんどの生徒が加入しており活発に活動しています。運動部、文化部とも、普段から生
徒たち自身が主体となって頑張っていて、その結果として、毎年、各大会において優秀な成績を
残しています。学習面では、先生方の授業での解説がとても分かりやすく、難しい問題が出た時
でも、詳しく説明してくれて、とても心強いです。また、生徒と先生との距離が近いので、授業
で教わったことで分からない点があった時、休み時間や放課後に、先生に気軽に質問に行くこと
もできます。
　大分雄城台高校は体育大会・文化祭を総合して「九月祭」と呼んでおり、生徒たちの２大行事
となっています。文化祭では、吹奏楽部の演奏から各クラスの発表や、生徒会企画などで大変盛
り上がります。体育大会では、各団が精一杯の力を振り絞り、優勝を目指して競い合います。こ
のような学校行事の中で、生徒たちは友情を深めたり、クラスのまとまりを実感することができ
ます。
　私は、毎日の高校生活が充実しており、大分雄城台高校を選んで良かったと感じています。み
なさんも、人生で一度きりの大切な高校生活を大分雄城台高校で有意義に過ごしてみませんか。

　大分雄城台高校で過ごした日々は決して楽しいことばかりではなく、勉強と部活の両立に苦し
むこともありました。しかし私は今この３年間を振り返って、大変だったことも全て含めてとて
も充実した高校生活を送ることができた、と心から思えます。
　なぜなら、雄城台高校には困難を乗り越える力を身につけられる環境があるからです。私は、
テスト期間の放課後遅くまで共に勉強に励み切磋琢磨できる友達に出会うことが出来ました。ま
た、部活では目標達成に向けてきつい練習でも手を抜かずに立ち向かう仲間がいて、その姿に何
度も刺激を受けていました。そして先生方は生徒のことを第一に考え、わかりやすい授業を展開
してくださると同時に、現代社会を生き抜くための人間性を育ててくださいました。おかげで私
は志望校の合格を掴むことができ、常に前向きな思考でいられるようになりました。
　このように雄城台高校は「日日全力」を合言葉に、誰もがそれぞれの道で輝くことのできる場
所です。ここで壮大な景色を眺めながら過ごす有意義な毎日や、友達と語り、笑い合いながら下
る雄城坂の爽快感を味わってみませんか。

３年１組　首藤 瑞希　挾間中学校出身・弓道部

45回生　佐藤 麻衣　稙田西中学校出身・R2年4月　鹿児島大学 法文学部 入学

　大分雄城台高校は「文武両道」をスローガンに掲げ、「日日全力」で学習と部活動の両立に力
を入れている学校です。校舎は豊かな自然に囲まれ、静かで落ち着いた雰囲気があり、さらに学
校内には自主学習用の学習ブースも設置されているので一人で集中して学習に打ち込みたいとき
には最適な環境といえます。私は通常より１時間早く登校し、その時間を課題の確認や小テスト
の勉強に充てるなど工夫して取り組んでいます。その結果、授業の理解度も深まり、勉強を楽し
めるようになりました。
　私は入学時より、弓道部に所属しています。未経験ではじめた弓道ですが先生方や先輩方の熱
心な指導の中、全力で練習して昨年は九州大会出場を果たすことができました。他にも全国レベ
ルで活躍する部活動や選手も多くいるのでとてもいい刺激をもらっています。
　私が１番自慢できることは、挨拶や礼儀についてです。久しぶりに会った親戚から挨拶をよく
返してくれると言われるようになりました。私自身あまり意識したことはありませんが、校内や
雄城坂での挨拶などで人として成長していると感じています。
　皆さんもこの大分雄城台高校で充実した高校生活を送ってみませんか？



日日全力の学校生活
年間行事

４月

Apr.

５月

May

６月

June

７月

July

８月

Aug.

９月

Sep.

10月
Oct.

11月
Nov.

12月
Dec.

１月

Jan.

２月

Feb.

３月

Mar.

入学式
教育プログラム（１年次）
歓迎遠足

前期生徒総会
交通講話

県高校総体

クラスマッチ
同窓生による職業人講話（１年次）

学習合宿（３年次）
クリーンアップ雄城台

九月祭（文化行事・体育行事）
オープンスクール

同窓生里帰り講演会

後期生徒総会
修学旅行（２年次）

新春行事（百人一首・雄風鍋）
大学入試センター試験（３年次）

強歩大会（１・２年次）

クラスマッチ（１・２年次）
卒業式

入学式

県高校総体

九月祭（体育行事）

オープンスクール

修学旅行

百人一首

卒業式

強歩大会

雄風鍋

クラスマッチ

クリーンアップ雄城台

九月祭（文化行事）

学習合宿

７


