
大分県立津久見高等学校

平成30年度 進路ガイドブック

TSU
K

U
M

I H
IG

H
 SC

H
O

O
L



探求クラス

生産機械科

電気電子科 第三種電気主任技術者認定校

会計システム科

総合ビジネス科

応用クラス 進学先
【大学・短期大学】熊本大学、山口東京理科大
学、名桜大学、岡山理科大学、別府大学、日本
文理大学、大分県立芸術文化短期大学、東
筑紫短期大学

【専門学校】藤華医療技術専門学校、ASO
ポップカルチャー専門学校
就職先

【県内】津久見中央病院

学科の特色 目指す進路 取得可能な資格・検定

公立大学への進学、公務員や大手企業への就職も目指せます。

工
業
科

普
通
科

商
業
科

私立大学、短期大学、専
門学校への進学、公務
員を目指します。外部講
師による進路講演会を
実施し、進路意識を養っ
ています。

難関大学合格を目指し、
学年や教科に関係なく、
コーディネーターによる
個別指導システムがあ
ります。国公立大学志望
者は放課後毎日添削指
導を行っています。

設計・製図、機械加工等
の専門的な知識を学び、
実習を通して機械に関
する技術を習得します。
企業に入社してすぐに役
に立てるような授業・実
習をしていきます。

電気基礎、電気機器や電
子回路について学びま
す。３年時の課題研究で
は、「課題を見つける力」
や「課題を解決する力」

「成果を伝える力」「成果
を応用する力」などを身
につけます。

販売職に求められる、売
上を伸ばすマーケティン
グ能力、お客様に尋ねら
れても詳しく説明できる
商品知識、対面している
お客様に対する接客マ
ナー等を学習する時間が
多く設定されています。

●３級機械加工技能士
●３級機械保全技能士
●３級機械検査技能士
●機械製図検定
●基礎製図検定
●情報技術検定
●計算技術検定
●乙種危険物取扱者　など

●第２種電気工事士
●第３種電気主任技術者
●工事担任者
●３級電気機器組立技能士
●３級電子機器組立技能士
●パソコン利用技術検定
●情報技術検定
●乙種危険物取扱者　など

●漢字検定
●英語検定［TOEFL500］など

●私立４年制大学
●短期大学
●専門学校
●公務員　など

●文理コースに応じた
　国公立４年制大学
●私立難関大学
●看護系　など

●機械設計、工作に関する
　技術や資格を活かした
　専門職
●国公立大学
　（工学部機械系）
●工科短大　など

●電気・電子に関する
　技能や資格を活かした
　専門職
●国公立大学
　（工学部電気系）
●工科短大　など

●簿記の資格、会計に
　関する技能や資格を
　活かした専門職
　（事務・銀行員など）
●国公立大学（商学系）
●短大・専門学校

●商業経済に関する技能や
　資格を活かした専門職
　（販売・サービスなど）
●国公立大学（経営学部系）
●短大・専門学校

設置学科
先輩からのメッセージ

３年 普通科
武生 光陽

　普通科は、国公立大学への
進学を目指す応用コースと私
立大学等への進学を目指す探
究コースに分かれています。
３年間、一人ひとりの習熟に
応じた指導を受けることがで
きます。また、多くの生徒が
部活動と勉強を両立させてお
り、英検などの資格取得にも
励んでいます。

３年 生産機械科
幾田 智也

　生産機械科では普通科目以
外に設計や製図、実習など専
門科目を学習します。特に実
習は実際にものづくりができ
るので楽しい科目です。また、
危険物取扱者や技能検定など
の資格も取得できます。科の
生徒全員が勉学や部活動、そ
して資格取得に日々努力して
います。

３年 電気電子科
久原 龍也

　電気電子科では、電気工事
士、危険物取扱者等の様々な
資格を取得できます。また、
本校は第３種電気主任技術者
の認定校になっており、卒業
後は、申請により資格を取得
する事ができます。資格は就
職に有利になるので、クラス
一同資格取得に向けて頑張っ
ています。

３年 会計システム科
神田 万穂

　会計システム科は簿記やコ
ンピュータ、販売実習を主に
学習しています。クラス全員
たくさんの資格を取るよう努
力しています。３年次では「つ
くみ蔵」で販売、接客を実際
に体験します。３年間で様々
な資格を取り、就職や日常生
活に役立てるため日々頑張っ
ています。

３年 総合ビジネス科
岩切 秀記

　総合ビジネス科は、経済活
動や販売促進、パソコンなど
幅広く学習します。また、販
売実習の機会が多く、１年次
はふるさと振興祭、２年次は
インターンシップ、３年次は
つくみ蔵で、販売・製造実習
ができます。３年間で、社会
貢 献に役 立つ経 験 ができ、
様々な資格取得もできます。

進学先・就職先

進学先
【大学・短期大学】九州産業大学、日本文理大学、純真短期大学、大分県立芸術文
化短期大学、別府大学短期大学部、大分県立農業大学校

【専門学校】大分県歯科技術専門学校、IVY総合技術工学院、大分歯科専門学
校、九州総合スポーツカレッジ、麻生外語観光＆製菓専門学校、琉球リハビリテー
ション専門学校、大分リハビリテーション専門学校、大分医療事務専門学校、藤華
医療技術専門学校
就職先

【県内】㈱ジョイフル、徳脇工業㈱、㈲サンスマイル

進学先
【大学・短期大学】日本文理大学
【専門学校】IVY総合技術工学
院、麻生リハビリテーション専門
学校

就職先
【県内】新日鐵住金㈱大分製鐵所、昭和電工
㈱大分事務所、大分キヤノン㈱、大分キヤノ
ンマテリアル㈱、JXTGエネルギー㈱大分製
油所、JX金属㈱佐賀関工場、山九㈱、日鉄住
金テックスエンジ㈱、㈱スガテック、ＴＯＴＯア
クアテクノ㈱、㈱OOTA HOLDINGS 1866

（太田旗店）
太平洋セメント㈱、大分太平洋鉱業㈱、㈱戸
高鉱業社、小代築炉工業㈱、古手川産業㈱、
豊州車両工業㈱、フンドーキン醤油㈱、富士
甚醤油㈱、㈱臼杵造船所、大和冷機工業㈱　
など

【県外】東京地下鉄㈱、トヨタ自動車㈱、一般
財団法人九州電気保安協会、日本郵便㈱九
州支社、日鉄鉱業㈱、JX金属㈱倉見工場、
新興プランティック㈱、日本特殊陶業㈱小牧
工場、㈱クボタ、㈱神鋼エンジニアリング＆
メンテナンス　など

進学先
【大学・短期大学】駒澤大学、日
本文理大学、大分県立工科短期
大学校

【専門学校】文化服装学院、大分
高等技術専門校、西鉄国際ビジ
ネスカレッジ、FCA福岡デザイ
ンコミュニケーション専門学校

進学先
【大学・短期大学】山口大学、別府大学短
期大学部

【専門学校】大分高等技術専門校、大分准看
護専門学院、大分県歯科技術専門学校、IVY
総合技術工学院、明日香美容文化専門学校

進学先
【大学・短期大学】九州産業大学、別府大学
短期大学部、大分県立芸術文化短期大学

【専門学校】大分歯科専門学校、熊本デザイ
ン専門学校、大原簿記公務員専門学校大分
校、大原医療介護福祉専門学校大分校、明
星国際ビューティカレッジ、KCS大分情報専
門学校、福岡美容専門学校北九州校

就職先
【県内】㈱トキハ、㈱豊和銀行、㈱
ジャパンセミコンダクター大分事
業所、㈱ジェイデバイス、㈱テツ
ゲン、㈱フレイン、㈱ホームイン
プルーブメントひろせ、太平洋セ
メント㈱
大和冷機工業㈱、清家巧貴税理士
事務所、川澄化学工業㈱、西南水
産㈱上浦事業所、㈱ワールドスト
アパートナーズ、㈲中州自動車、
コスモス病院 大分准看、ワークス

【県外】日本郵便㈱九州支社、九州
労働金庫、㈱西鉄ストア、㈱タカキ
ベーカリー（アンデルセン）、㈱デン
ソー、敷島製パン㈱、㈱オーエム
ツーミート、㈱小松製作所大阪工
場、㈱シマブンコーポレーション、
福岡雷山ゴルフ倶楽部㈱　など
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夢を叶える５つの学科
国公立大学への進学、公務員や大手企業への就職が目指せます。

進学先・就職先 どの学科からでも幅広く対応

事務職に求められる、簿
記、パソコン操作、接客マ
ナー等を学習する時間が
多く設定されています。
簿記に関しては、上級資
格を取得すれば就職だけ
でなく、国公立大学への
進学もしやすくなります。

少
人
数
授
業
で
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

私立大学・短大推薦と
公務員受験を併願する

こともできます

●全商簿記実務検定１級
●全商情報処理検定１級
●全商珠算・
　電卓実務検定１級
●全商ビジネス文書検定１級
●全商商業経済検定１級
●全商英語検定１級
●全経電卓計算能力検定１級
●日商簿記検定２級
●ITパスポート　など

９年連続就職100％の実績

優良企業の就職も国公立大学への進学も！

事務・銀行・販売への就職も
国公立大学への進学も！



探求クラス

生産機械科

電気電子科 第三種電気主任技術者認定校

会計システム科

総合ビジネス科

応用クラス 進学先
【大学・短期大学】熊本大学、山口東京理科大
学、名桜大学、岡山理科大学、別府大学、日本
文理大学、大分県立芸術文化短期大学、東
筑紫短期大学

【専門学校】藤華医療技術専門学校、ASO
ポップカルチャー専門学校
就職先

【県内】津久見中央病院

学科の特色 目指す進路 取得可能な資格・検定

公立大学への進学、公務員や大手企業への就職も目指せます。

工
業
科

普
通
科

商
業
科

私立大学、短期大学、専
門学校への進学、公務
員を目指します。外部講
師による進路講演会を
実施し、進路意識を養っ
ています。

難関大学合格を目指し、
学年や教科に関係なく、
コーディネーターによる
個別指導システムがあ
ります。国公立大学志望
者は放課後毎日添削指
導を行っています。

設計・製図、機械加工等
の専門的な知識を学び、
実習を通して機械に関
する技術を習得します。
企業に入社してすぐに役
に立てるような授業・実
習をしていきます。

電気基礎、電気機器や電
子回路について学びま
す。３年時の課題研究で
は、「課題を見つける力」
や「課題を解決する力」

「成果を伝える力」「成果
を応用する力」などを身
につけます。

販売職に求められる、売
上を伸ばすマーケティン
グ能力、お客様に尋ねら
れても詳しく説明できる
商品知識、対面している
お客様に対する接客マ
ナー等を学習する時間が
多く設定されています。

●３級機械加工技能士
●３級機械保全技能士
●３級機械検査技能士
●機械製図検定
●基礎製図検定
●情報技術検定
●計算技術検定
●乙種危険物取扱者　など

●第２種電気工事士
●第３種電気主任技術者
●工事担任者
●３級電気機器組立技能士
●３級電子機器組立技能士
●パソコン利用技術検定
●情報技術検定
●乙種危険物取扱者　など

●漢字検定
●英語検定［TOEFL500］など

●私立４年制大学
●短期大学
●専門学校
●公務員　など

●文理コースに応じた
　国公立４年制大学
●私立難関大学
●看護系　など

●機械設計、工作に関する
　技術や資格を活かした
　専門職
●国公立大学
　（工学部機械系）
●工科短大　など

●電気・電子に関する
　技能や資格を活かした
　専門職
●国公立大学
　（工学部電気系）
●工科短大　など

●簿記の資格、会計に
　関する技能や資格を
　活かした専門職
　（事務・銀行員など）
●国公立大学（商学系）
●短大・専門学校

●商業経済に関する技能や
　資格を活かした専門職
　（販売・サービスなど）
●国公立大学（経営学部系）
●短大・専門学校

設置学科
先輩からのメッセージ

３年 普通科
武生 光陽

　普通科は、国公立大学への
進学を目指す応用コースと私
立大学等への進学を目指す探
究コースに分かれています。
３年間、一人ひとりの習熟に
応じた指導を受けることがで
きます。また、多くの生徒が
部活動と勉強を両立させてお
り、英検などの資格取得にも
励んでいます。

３年 生産機械科
幾田 智也

　生産機械科では普通科目以
外に設計や製図、実習など専
門科目を学習します。特に実
習は実際にものづくりができ
るので楽しい科目です。また、
危険物取扱者や技能検定など
の資格も取得できます。科の
生徒全員が勉学や部活動、そ
して資格取得に日々努力して
います。

３年 電気電子科
久原 龍也

　電気電子科では、電気工事
士、危険物取扱者等の様々な
資格を取得できます。また、
本校は第３種電気主任技術者
の認定校になっており、卒業
後は、申請により資格を取得
する事ができます。資格は就
職に有利になるので、クラス
一同資格取得に向けて頑張っ
ています。

３年 会計システム科
神田 万穂

　会計システム科は簿記やコ
ンピュータ、販売実習を主に
学習しています。クラス全員
たくさんの資格を取るよう努
力しています。３年次では「つ
くみ蔵」で販売、接客を実際
に体験します。３年間で様々
な資格を取り、就職や日常生
活に役立てるため日々頑張っ
ています。

３年 総合ビジネス科
岩切 秀記

　総合ビジネス科は、経済活
動や販売促進、パソコンなど
幅広く学習します。また、販
売実習の機会が多く、１年次
はふるさと振興祭、２年次は
インターンシップ、３年次は
つくみ蔵で、販売・製造実習
ができます。３年間で、社会
貢 献に役 立つ経 験 ができ、
様々な資格取得もできます。

進学先・就職先

進学先
【大学・短期大学】九州産業大学、日本文理大学、純真短期大学、大分県立芸術文
化短期大学、別府大学短期大学部、大分県立農業大学校

【専門学校】大分県歯科技術専門学校、IVY総合技術工学院、大分歯科専門学
校、九州総合スポーツカレッジ、麻生外語観光＆製菓専門学校、琉球リハビリテー
ション専門学校、大分リハビリテーション専門学校、大分医療事務専門学校、藤華
医療技術専門学校
就職先

【県内】㈱ジョイフル、徳脇工業㈱、㈲サンスマイル

進学先
【大学・短期大学】日本文理大学
【専門学校】IVY総合技術工学
院、麻生リハビリテーション専門
学校

就職先
【県内】新日鐵住金㈱大分製鐵所、昭和電工
㈱大分事務所、大分キヤノン㈱、大分キヤノ
ンマテリアル㈱、JXTGエネルギー㈱大分製
油所、JX金属㈱佐賀関工場、山九㈱、日鉄住
金テックスエンジ㈱、㈱スガテック、ＴＯＴＯア
クアテクノ㈱、㈱OOTA HOLDINGS 1866

（太田旗店）
太平洋セメント㈱、大分太平洋鉱業㈱、㈱戸
高鉱業社、小代築炉工業㈱、古手川産業㈱、
豊州車両工業㈱、フンドーキン醤油㈱、富士
甚醤油㈱、㈱臼杵造船所、大和冷機工業㈱　
など

【県外】東京地下鉄㈱、トヨタ自動車㈱、一般
財団法人九州電気保安協会、日本郵便㈱九
州支社、日鉄鉱業㈱、JX金属㈱倉見工場、
新興プランティック㈱、日本特殊陶業㈱小牧
工場、㈱クボタ、㈱神鋼エンジニアリング＆
メンテナンス　など

進学先
【大学・短期大学】駒澤大学、日
本文理大学、大分県立工科短期
大学校

【専門学校】文化服装学院、大分
高等技術専門校、西鉄国際ビジ
ネスカレッジ、FCA福岡デザイ
ンコミュニケーション専門学校

進学先
【大学・短期大学】山口大学、別府大学短
期大学部

【専門学校】大分高等技術専門校、大分准看
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星国際ビューティカレッジ、KCS大分情報専
門学校、福岡美容専門学校北九州校

就職先
【県内】㈱トキハ、㈱豊和銀行、㈱
ジャパンセミコンダクター大分事
業所、㈱ジェイデバイス、㈱テツ
ゲン、㈱フレイン、㈱ホームイン
プルーブメントひろせ、太平洋セ
メント㈱
大和冷機工業㈱、清家巧貴税理士
事務所、川澄化学工業㈱、西南水
産㈱上浦事業所、㈱ワールドスト
アパートナーズ、㈲中州自動車、
コスモス病院 大分准看、ワークス

【県外】日本郵便㈱九州支社、九州
労働金庫、㈱西鉄ストア、㈱タカキ
ベーカリー（アンデルセン）、㈱デン
ソー、敷島製パン㈱、㈱オーエム
ツーミート、㈱小松製作所大阪工
場、㈱シマブンコーポレーション、
福岡雷山ゴルフ倶楽部㈱　など

も
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に
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磨
く

夢を叶える５つの学科
国公立大学への進学、公務員や大手企業への就職が目指せます。

進学先・就職先 どの学科からでも幅広く対応

事務職に求められる、簿
記、パソコン操作、接客マ
ナー等を学習する時間が
多く設定されています。
簿記に関しては、上級資
格を取得すれば就職だけ
でなく、国公立大学への
進学もしやすくなります。

少
人
数
授
業
で
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

私立大学・短大推薦と
公務員受験を併願する

こともできます

●全商簿記実務検定１級
●全商情報処理検定１級
●全商珠算・
　電卓実務検定１級
●全商ビジネス文書検定１級
●全商商業経済検定１級
●全商英語検定１級
●全経電卓計算能力検定１級
●日商簿記検定２級
●ITパスポート　など

９年連続就職100％の実績

優良企業の就職も国公立大学への進学も！

事務・銀行・販売への就職も
国公立大学への進学も！



ふるさと振興祭（販売実習） つくみ冬まつり（ロボット相撲実演）

ふるさと振興祭（吹奏楽演奏） つくみ港まつり（書道パフォーマンス）

人生の未来地図を描こう
～津高には魅力ある活動がたくさんあります～

津久見シュラン認定制度
働く事の大切さを学び、将来への具体的なイメージを
持つことが出来ます。

インターンシップ・工場見学
津久見シュラン

認定制度普通科
英語検定２級［TOEFL550（iBT80）］
および漢字検定２級

工業科
ジュニアマイスター（ゴールド）
または★★★に加え
基本情報技術者試験（FE）

商業科
全商検定１級３冠および日商簿記２級
または★★★に加え
基本情報技術者試験（FE）

普通科

溶　接

少人数によるきめ細やかな指導体制
公務員受験者のための対策セミナー

少人数授業

個別指導

工業科
最新の設備、
整った環境での
技能の習得

商業科
地域と連携した商品開発、販売を行う
「つくみ蔵」

あまなっつぱい

つくみ蔵販売実習

３Dプリンタ

電動機実習

マシニングセンタ

地域のイベントに参加し、行事を
盛り上げています。地域連携 地域を活性化させる人材を一人でも

多く育てる為、共に学んでいきます。小中高連携

学科に関係なく学校全体で高校３年間の学習成果を讃え
誇りと自信につなげるための認定制度。
高校３年間継続して学ぶ目標となるものを設定し、その達
成の状況にあわせて５つの星で認定。

学習サポート（津久見小学校） 英検対策講座（中学生対象）

出前授業 研究成果発表会



美術 吹奏楽 書道

メカトロニクス ロボット研究

■同好会

放送 華道 ボランティア

茶道 家庭

ワープロ

商業調査簿記

硬式野球ボクシング

■同好会
女子バレー女子バスケットボール男子バスケットボール 弓道

軟式野球サッカーソフトテニス卓球

水泳

バドミントン登山 女子ソフトボール陸上

レスリング フェンシング

体育部
平成29年度の主な成績
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 ４位

あなたのやりたいことがきっと見つかります。
部活動紹介 施設・設備の充実した30部活動

入部率
85.4％
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大分県立津久見高等学校

平成30年度 進路ガイドブック
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〒879-2421 大分県津久見市大字津久見3485番地１
TEL：0972-82-4126（代表）　FAX：0972-82-4128
HP：http://kou.oita-ed.jp/tukumi/　　E-mail：a32450@oen.ed.jp
Facebook：https://www.facebook.com/tukumikoukou/

大分県立津久見高等学校

交通機関 ： JR津久見駅下車 徒歩10分（約1km）
　　　　　JR鶴崎駅より電車 で50分

●津久見市役所

●第一文具
←津久見I.C

→
佐
伯
市

津久見駅

36

大分県立
津久見高等学校

■ 津校祭
　  （体育の部・文化の部）

■ ふるさと振興祭

■ ライフナビ
■ 学校公開

■ 修学旅行
■ クラスマッチ
■ 冬期補習

■ センター試験

■ 研究成果発表会
■ 強歩大会

■ 卒業式
■ クラスマッチ

■ ふれあい看護体験
■ 工場見学
■ 生徒総会

■ 県総体
■ 清掃ボランティア

■ インターンシップ（商業）
■ クラスマッチ
■ 学習合宿（2・3年）
■ 前期補習

■ 体験入学

年間学校行事

注：７限実施日……【普通科】火・水・木曜日
 【工業科・商業科】水曜日

（予鈴）
SHR
１
２
３
４

昼休み
５
６

SHR

普通校時 6限
  （7：55）

  8：30～  8：40
  8：45～  9：35
  9：45～10：35
10：45～11：35
11：45～12：35
12：35～13：20
13：20～14：10
14：20～15：10
15：30～15：40

校時表

■ 入学式
■ 歓迎遠足
■ 教育合宿（1年）４月

５月

６月

７月
8月

10月
11月
12月
１月

2月
3月

９月

■ 就職試験
　インターンシップ
　（工業）


