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本校は、創立54周年を迎え、建学の精神『自立心を養い、有為な社会人を育てる』に基づき、校訓「勤勉・進取・礼節」のもと、
全教育活動を通して、社会に貢献し、社会から必要とされる人材育成に努めています。

その為には、皆さんが親から授かった「命」を大切にしながら、自己の適性や未見の能力発見に努め励み、先生方と共に自
分自身を鍛え磨き、高校３年間で知識や技能の習得に努め、自らの進路目標を達成してください。教職員一同、しっかりと目
標達成するまで支えていきます。

人生の中で、最も多感で貴重な高校３年間を如何に過ごすかは、その人の一生を大きく左右します。「よき友、よき師、よき
環境」がそろっている「延岡学園高等学校」で勉強やスポーツを通して自分の可能性を試してみませんか。
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学校法人延岡学園

理事長　佐々木 雅彦
延岡学園高等学校

校 長　柳田 光寛

建学の精神

「自立心を養い、有為な社会人を育てる」

校　訓

建学の精神にのっとり、私学の特色を十分に活かし、国家社会に有為な
人材育成のために、次の方針によって教育活動を実践する。

　１.自主独立の精神に満ちた、勤勉な生徒の育成に努める。
　２.自己の適性、能力の発見に努め、これを鍛え伸ばすと共に進取の気性を養成する。
　３.�人間形成に留意し、敬愛の念に立った教育を行い、社会生活に必要な礼儀、節度を身につけさせる。

延岡市津波ハザードマップ　延岡学園高校周辺

延岡学園高校

明 徳 館

サッカー寮

図 書 室

食　堂

トレーニングルーム

スクールバス

吹奏楽練習場

野球室内練習場

美 術 室

一 心 感

本校には遠方出身者のための学
生寮があります。自立する心や周
囲との協調性などを学べる「学び
の場」でもあります。男女約100
名が入寮できる明徳館。平成28年
に完成した一心感は野球部を中心
として約60名入寮できます。

集団での規則正しい
生活、食事、トレーニン
グ、休養などを通して
選手１人１人の自立を
促しながら、他者との
交流を深め、サッカー
に も 重要 な コ ミ ュ ニ
ケーション能力の向上
を図ります。

本校の図書室は、小・
中・高の幅広い児童・生
徒に対応した書籍を揃
えています。蔵書は3万
冊以上で雑誌等も充実
しています。

日向方面・東郷方面・
北川、宇目方面・佐伯方
面・北浦、蒲江方面・高
千穂方面・延岡市内を運
行しています。

本館１階には部活動
生のためのトレーニン
グルームがあり、筋力
アップのための各種運
動器具が設置されてい
ます。

延岡学園の学生食堂
は、380円の日替わり
定食をはじめ、ラーメ
ン、ちゃんぽん、カレー、
う ど ん な ど 豊富 な メ
ニューが揃っています。

吹奏楽コンクールと
同じひな壇が設置され
ており、常に本番と同
じ環境で練習できる設
備が整っています。冷
暖房完備。

本館５階にある美術
室は、吹き抜けの天井
で空間の広がりがあり、
生徒一人ひとりの創造
性 を 引 き 出 す 環境 が
整っています。

県内唯一の室内練習
場（SAKURA ド ー ム ）
は人工芝となっており、
雨天時にも練習に集中
できる環境が整ってい
ます。

生徒の安全について
安心して学校に通える環境が整っています。
■頑丈なコンクリート５階建て
■延岡市津波ハザードマップ津波範囲外
■年に２回の避難訓練実施

ごあいさつ



調理科
食のスペシャリストを

目指す

高校生
レストラン

のべがく
キッチン

調理科市

大活躍！
大人気！

城山ホテル鹿児島／エンシティホテル／ホテルニューオウ
ミ／クサツエストピアホテル／ザグランリゾートエレガン
テ淡路島／瀧井病院／三楽荘／テレネットキッズ／大台フー
ドプロジェクト／ダイナックホールディングス／南海グリ
ル／マルイチ／博陽会／天領うどん／やわらぎの里

中村学園大学短期大学部食物栄養学科／別府大学短期大学部
食物栄養学科／南九州大学健康栄養学部／新潟食料農業大学
食料産業学部／純真学園短期大学食物栄養学科／エコール辻

（大阪）／日向看護高等専修学校／大阪ウエディング&ブライ
ダル専門学校／名古屋ウエディング&ブライダル専門学校

就職実績

進学実績

調理科の様々な

イベント情報

■�講師は他校に類をみない�
「元、在国際連合日本政府代表部�
�大使公邸料理人」

谷本 浩二 教諭

在旧ユーゴスラビア日本大使公邸料
理人として旧ユーゴスラビアに赴任

在ジンバブエ日本大使公邸料理人と
してジンバブエに赴任

在国際連合日本政府代表大使公邸料
理人としてニューヨークに赴任

ふらんす食堂
Bistroマルハチ
オーナーシェフ

八田 淳

ケーキの店�
モンブラン
オーナーパティシエ

宮井 香

エンシティホテル�
延岡
日本料理主任

一安 真司

卒業生コメント

在校生コメント

田代�栞菜
入学当初は、先輩方を見て「自分たちも、こんな風に

できるかな。」と不安でしたが、毎日練習していくと、不
安は自信に変わりました。

今は、調理に加えて大学合格を目指して勉強にも打ち
込んでいます。中学生の皆さん、ぜひ調理科を選択の一
つとして考えてみて下さい。

ホテルニューオウミ　瀧本�沙羅
高校を卒業した今、延岡学園調理科を選んで本当に良

かったと思っています。ここでは、技能・知識ともに基礎
から勉強するため予備知識の全くなかった私でも安心
して学ぶことができました。また、磨いた力を多くのコ
ンテストを通して確かめることもできます。私も在学中
にコンテストで数々の賞を受賞できました。

調理関係の夢を持っている人、調理に興味はあるけれど入学をためらっ
ている人は、恐れず延学の調理科で自分の可能性を広げて下さい。

■ 専門調理師技術考査

■ 料理検定
■ 食育インストラクター検定

■ 菓子検定
■ 英語検定
■ 漢字検定

資格にチャレンジ!

H30

H30

■第12回シーフード料理コンクールお魚チャレンジ部門　農林水産大臣賞�（2011）

■GOOD DESIGN AWARD2016 
実践型社会体験による地域循環づくり 
「のべがくプリン」

■内閣府認定公益社団法人 
全日本司厨士協会西日本地方宮崎本部 

宮崎の食材を使用した料理コンクール2017 
料理部門�金賞　技術部門�金賞・銀賞�
宮崎の食材を使用した料理コンクール2018 
料理部門�銀賞・銅賞�
技術部門�シャトーの部１位�
�　　　　オムレツの部１位

■日本ギフト大賞最高賞 2019 
「ちりめんアヒージョ」�
高橋水産�
ちりめんアヒージョを使った
レシピ考案協力

■�最速で調理師免許取得!!■�第一線でご活躍されている専門講師陣

調理科に入学 卒業と同時に 調理師免許取得３年間
フランス料理 パティシエ 日本料理



普通科
特進コース

国公立大・
有名私立大を目指す
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進学実績 これまでの主な進学先

九州大学芸術工学部／熊本大学理学部・工学部／宮崎大学教育
学部・工学部／琉球大学教育学部／北九州市立大学法学部／福
岡県立大学看護学部／宮崎県立看護大学看護学部／京都看護助
産学校／西南女学院大学保健学部／純真学園大学保健医療学部
／筑紫女学園大学人間科学部／中村学園短期大学／福岡女子短
期大学／別府医療センター付属看護学校／日本文理大学医療専
門学校／九州保健福祉大学生命科学部／日南看護専門学校

H30

■�学びの特徴 特進コース １日のスケジュール

ESSを実施　本物のスピーキング力が身に付く  オールイングリッシュ授業

Japan�e-Portfolioに対応

英語４技能試験への対策 個別添削指導の充実

少人数制のきめ細やかな指導
自ら学ぶ主体的学びのすすめ。 
個人指導や放課後の個別学習を重視。
部活動に参加しながら学べる 
カリキュラム

朝テスト　 8：20 ～  8：40
S H R　 8：40 ～  8：45
１ 限　 8：50 ～  9：40
２ 限　 9：50 ～ 10：40
３ 限　10：50 ～ 11：40
４ 限　11：50 ～ 12：40
昼食休憩　12：40 ～ 13：20

５ 限　13：20 ～ 14：10
６ 限　14：20 ～ 15：10
７ 限　15：20 ～ 16：10
S H R　16：10 ～ 16：20
清 掃　16：20 ～ 16：35
課外授業　16：40 ～ 17：30
スクールバス　18：00 （冬期 17:45）

日髙�陽菜
特進コースは少人数

で、先生方はみんな熱
心です。生徒それぞれ
の自主性を尊重され、
各自のわからないところの質問に応え、
添削指導に時間をかけてくださり、学
力も確かに向上しています。

クラスメイトは大学進学という共通
の目標を掲げており、意識を高め合い
充実しています。国公立大学入試制度
も来年から変わることもあり、大変な
プレッシャーもありますが、チームワー
クはたぶん学年１だと思います。ぜひ、
特進コースを選択肢の一つとして考え
てみて下さい。

宮崎大学�教育学部�
発達支援コース�子ども理解専攻

藤田�和佳
私は、特進コースを選んで本当

に良かったと思っています。やは
り、少人数ならではの先生方からの手厚いご指導は
最大の魅力であると思います。苦手教科の添削指導
を丁寧に行ってくださり、そのおかげで晴れて第一
志望校に合格することが出来ました。

また、同じ目標を持ったクラスメイトと3年間ク
ラスが変わらないので、互いを鼓舞しあいながら、
より仲を深めていくことが出来ます。

正直苦しいこともたくさんありましたが、素敵な
クラスメイトや先生方と過ごした3年間は私の宝物
です。是非沢山の人に特進コースで素敵な仲間や先
生に出会い、志望校合格を実現してほしいです。

熊本大学�工学部�
機械数理専攻

興梠�なずな
私は延岡学園普通科特進コー

スに進学して本当に良かった、と
心の底から思っております。私が一番伝えたいこと
は、特進コースは先生方に恵まれているということで
す。私自身、授業中はもちろん、昼休みや休み時間を
利用して先生方にマンツーマンで指導していただき、
成績を伸ばすことができました。特進コースの先生
方は非常に熱心で親身になって一人ひとりに手厚く
指導をしてくださいます。

また、特進コースは少人数なため、分からないとこ
ろはすぐに質問ができ、授業内容が理解しやすい環
境にあります。是非多くの人に特進コースに入学して
第一志望校合格という夢を掴んで欲しいと思います。

「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能の中でも、日本人が最も苦手とする「話
す（speaking）」技能を強化するため、特進コースではESS（English Speaking 
Society）を課外授業として行い、英語で積極的に話す場を設けています。ESS中
はネイティブの先生とはもちろん、友だちとの会話もすべて日本語禁止！自分の
伝えたいことをとにかく英語で言ってみることで段々とスピーキング力がついて
きます。最終的には、英語でのスピーチやプレゼンテーションなどグローバルに活
躍できる英語力を身につけることを目指します。

2020年度から導入される「新大学入試制度」では、学力試験に加えて本人が
高校生活における学習や部活動、学校外活動を記録したデータ（e-Portfolio）
を積極的に評価に加え、多面的・総合的な能力や適性を試されます。

そこで、ベネッセコーポレーションのClassiを導入し、１年次から「Classi 
ポートフォリオ」に自分で記録して新大学入試に対応します。

新たな入試制度のもと、大学入試センター試験は「大学入試共
通テスト」へ変わり、英語は民間の資格・検定試験を利用した４技
能評価方式が導入されます。リーディングだけではなく、リスニ
ング・ライティング・スピー
キングにバランスよく取
り組み、民間の試験の一つ

「GTEC」を１年次から導
入し積極的に入試対策を
行っています。

各教科の教師陣が生徒一人ひとりに応じた課題を
提示し、生徒の目線に合わせた丁寧な個別添削指導
を行っています。昼休
みや放課後を問わず、
空き時間を利用して生
徒の「わかった！」まで
とことん寄り添い、個
別指導をします。

※スマホ使用は教員の指導のうえで行っています

茨城大学／埼玉大学／千葉大学／東京農工大学／東京工業大学／横浜国立
大学／静岡大学／大阪大学／奈良女子大学／和歌山大学／広島大学／山口
大学／愛媛大学／福岡教育大学／九州大学／九州工業大学／佐賀大学／長
崎大学／熊本大学／大分大学／宮崎大学／鹿児島大学／鹿屋体育大学／琉
球大学／首都大学東京／都留文科大学／大阪市立大学／北九州市立大学／
福岡県立大学／福岡女子大学／長崎県立大学／宮崎公立大学／宮崎県立看
護大学／愛知医科大学医学部／近畿大学医学部／福岡大学医学部

卒業生コメント 卒業生コメント 在校生コメント

４大ポイント



普通科

総合・普通コース
５教科を中心に幅広く学びながら、自己の適性や進路を
模索します。

普通コース

工業専攻

商業専攻

進学 または 就職
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年
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在校生コメント

卒業生コメント

五十嵐�拓海
僕は普通科・普通コースに所属しています。普通

コースの３年の２クラスは全員が部活動生でもあ
り大変活気があります。出身地も様々で個性豊かな
メンバーばかりだし、関わる先生方もパワフルで、
面白くて話しやすい先生ばかりです。

文武両道を目指して頑張っており、全国大会出場
者も多いので、大会に行った人たちからのお土産と土産話で大いに
盛り上がることもしょっちゅうです。

ＭＳＨ医療専門学校　鮫島�葵生
私は延岡学園での３年間で大きな成長ができま

した。勉強と部活動の両立は大変な時もありまし
た。ですが、全国レベルの部活動で活躍するクラ
スメイトと共に頑張ることができました。そして、
本当に親身になって相談に乗ってくださった先生
方のおかげで、今は将来の夢のために頑張ること
ができています。

延岡学園での経験は今の私にとっても、これからの私にとっても、
大切な３年間だったと胸を張って言うことができます。みなさんも、
楽しさにも苦しさにも一生懸命に取り組み、自立した社会人、自立
した人間になれるよう、延岡学園で最高の友人を得、夢を掴んでほ
しいと思います。

旭化成延岡支社／トヨタ自動車／トヨタ自動車九州／日野自動車／
マツダ／旭化成住宅建設／城山ホテル鹿児島／福太郎／ドーモ／豊
田鉄工／吉川工業／テクノスマイル／日本マイクロニクス／自衛隊

〈四年制大学〉
宮崎県立看護大学/北陸大学/新潟医療福祉大学/明治大学/帝京大
学/専修大学/近畿大学/日本大学/拓殖大学/東京国際大学/東海大
学/東海学園大学/愛知学院大学/トヨタ名古屋自動車大学校/浜松
学院大学/四日市大学/大阪学院大学/大阪産業大学/阪南大学/京都
橘大学/環太平洋大学/九州産業大学/九州情報大学/日本文理大学/
宮崎国際大学/宮崎産業経営大学/南九州大学/中国職業能力開発大
学校

〈短期大学〉
福岡女子短期大学/宮崎学園短期大学/鹿児島女子短期大学

〈専門学校〉
藤華医療技術専門学校／福岡和白リハビリテーション学院／九州医
療スポーツ専門学校／福岡リハビリテーション専門学校／鹿児島医
療技術専門学校／宮崎医療福祉専門学校宮崎情報ビジネス医療専門
学校／宮崎医療管理専門学校／MSH医療専門学校／福岡医健・スポー
ツ専門学校／福岡国土建設専門学校／麻生建築デザイン専門学校／
公務員ビジネス専門学校／宮崎ビジネス公務員専門学校／大原簿記
公務員専門学校／大原簿記情報専門学校／大原スポーツ公務員専門
学校／KCS福岡情報専門学校／福岡ベルエポック美容専門学校／ハ
リウッドワールド美容専門学校

就職実績

進学実績

H30

H30

普通科 普通コース
２年次
より選択

１年次は  総合・普通コース  として、
２年次からは、  普通コース    総合コース 〔工業専攻 or 商業専攻〕  
の３つのいずれかへ進みます。
音楽専攻は１年次より併学となります。

部活動に所属する生徒も多く、活気あふれる普通コース。「授業重視で大学受験突破!!」をモットーに学業
にも学校行事にも部活動にも全力燃焼するコースです。

文武両道で、
進学・就職に備える



在校生コメント

卒業生コメント

谷崎�遥和
私は工業専攻に在籍し、部活動はサッカー部に所属しています。工

業専攻では、乙４類危険物取扱者をはじめ、将来役に立つ様々な資格
取得にチャレンジしています。

授業では、製図やものづくりなどの時間に自分で選んで作業をす
る中で、粘り強さや創造性が伸ばせている気がして達成感を味わっ
ています。

このような工業専攻で共に学べる後輩がたくさん来てくれることを楽しみにして
います。

旭化成延岡支社　甲斐�汐音
私は工業専攻でアーク溶接、ガス溶接の他、国家資格である乙４類危

険物取扱者や第二種電気工事士など、様々な資格を取得することがで
きました。また、旭化成株式会社に就職でき、仕事に必要な資格取得の
ために、現在も勉強に励んでいます。

名古屋経済大学経営学部／ＥＳＰエンタテ
インメント東京／トヨタ名古屋自動車大学
校／麻生建築デザイン専門学校／九州観光
専門学校／久留米自動車工科大学校／宮崎
リハビリテーション学院

中京学院大学／四日市大学／大阪青山大
学／京都先端科学大学／福岡工業大学／
精華女子短期大学／第一工業大学／東京
放送芸術専門学校／太成学院大学歯科衛
生専門学校／履正社医療スポーツ専門学
校／ＫＣＳ大分情報専門学校／延岡看護
専門学校／宮崎情報ビジネス専門学校

旭化成延岡支社／旭化成繊維延岡／旭化成
レオナ繊維／池上冷熱／上田工業／マツタ
工業／吉玉精鍍／延岡プラスチック化工／
向陽プラントサービス／旭化成住宅建設／
トヨタ自動車九州／ダイハツ工業／豊田鉄
工／オンド／山九大分支店／西日本土木／
日本マイクロニクス／上組東海支店／関西
金属工業所／自衛隊

旭化成メディカルMT／延岡プラスチック
化工／コスモス薬品／宮崎部品／auショッ
プ／博陽会／瀧井病院／エスツー／ふれあ
い福祉会／トヨタ自動車／トヨタ自動車九
州／ダイハツ工業／マツダ／フェリックス
／Coco Hills／阪神タイガース／自衛隊

進学実績
進学実績

就職実績 就職実績卒業生コメント

在校生コメント

旭化成メディカルMT株式会社　橋口�天音
商業専攻ではパソコンやビジネスマナーを教わり、また簿記検定などの資格を数

多く取ることが出来ました。特にビジネスマナーで教わったことは、社会に出て幅
広い年齢の中で生活するようになり、役立っていると実感できます。高校３年間で
壁にぶつかり悩んだこともありましたが、部活動やクラスの仲間たち、先生方に支え
られ乗り越えることができました。毎日が楽しくて、小さなことも大切な思い出です。

是非皆さんも、自分なりの目標や好きな事を見つけて、恵まれた学習環境と豊かな自然があ
る延岡学園高校で充実した高校生活を送ってみませんか？

吉村�勇哉
商業コースでは2年から簿記やパソコン、電卓などの専門科目を学んでいま

す。得られる資格も多く充実していて、全国クラスの部活動に参加しながら資
格取得に励み、文武両道で頑張っている仲間もたくさんいます。

自分も将来、地方公務員の職に就きたいと考えているため、部活動と普段の
学習を両立させ、様々な検定にチャレンジしています。

H30

H30

H30

H30

普通科 総合コース
工業専攻

普通科 総合コース
商業専攻

２年次
より選択

２年次
より選択

２年で
挑 戦

3年で
挑 戦

■ 基礎製図
■ 電気工事士試験対策
■ 危険物取扱者

■ CAD（2D，製図）
■ ガス溶接
■ アーク溶接
■ 全商ビジネス文書実務検定

２年間で
ビジネスに関する
多くの資格を取得

■ 全商簿記実務検定
■ 日商簿記実務検定
■ 全商ビジネス文書実務検定

■ 全商情報処理検定
■ 全商珠算検定
■ 全商電卓実務検定

■ 英語検定
■ 漢字検定

基礎学力を伸ばしながら  資格取得に挑戦！
社会の即戦 力を目指す



在校生コメント

久間�詩織
「音楽専攻」と聞くと、「難しそう」という印象を持つ

人もいるかもしれません。勿論、最初は初めて習うこと
ばかりで大変と感じることもあると思いますが、音楽
専攻のメンバーは学年など関係なく、演奏者として教
え合い、学び合い、支え合う仲間です。

ソルフェージュ・音楽理論・演奏研究など音楽を楽しみながら深みのあ
る勉強をしますし、体でリズムを感じて楽しむリトミックや合唱にも積
極的に取り組んでいます。また、毎年の定期演奏会では、常に新たなこと
に挑戦し、好評を得ています。ぜひ、私たちと一緒に音「音楽」しましょう。

毎日がワクワクなスクールライフを通して、仲間とつなぐ絆

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
 ■８  始業式  ■11 のべがくキッチン  ■５  防災訓練  ■２～ 期末考査  ■夏季休業  ■２  始業式
 ■10 入学式  ■18 授業参観・後援会総会  ■10～ 面談週間  ■３  救急法講習会  ■19～ 東進 

Global English Camp
 ■２～ 課題テスト

 ■23 包丁授与式（調理科）  ■24 高校生レストラン試食会  ■14 クラスマッチ  ■10 進路ガイダンス  ■７  体育祭
 ■26 新入生歓迎会  ■25～ 県高校総体  ■22 高校生レストラン  ■20 終業式  ■20 登校日  ■21～ 宮崎県高校総合文化祭

 ■31～ 中間考査  ■29 オープンスクール①  ■22～ ホテル研修（調理）  ■20～ 夏季後期課外（特進）  ■28 延風祭
 ■進路講演会（特進）  ■22～ 夏季前期課外（特進）  ■25 オープンスクール②  ■高校生レストラン試食会

 ■29～ 行縢合宿研修（特進）  ■25 特進コース説明会
 ■全国高校総体

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
 ■４  創立記念日  ■２  オープンスクール③  ■２～ 期末考査  ■８ 始業式  ■４  入試合格発表  ■３～ 期末考査
 ■10 芸術鑑賞会  ■４～ 修学旅行（国内）  ■11 防災訓練  ■９～14 入学願書受付  ■５  職業体験型ガイダンス  ■11 進路ガイダンス
 ■12 のべがくキッチン  ■７～ 修学旅行（海外）  ■12・13 

インターンシップ（２年）
 ■17 卒業料理作品展  ■８  のべがくキッチン  ■13 クラスマッチ

 ■15～ 中間考査  ■８  企業見学（１年）  ■18・19 大学入試 
センター試験

 ■15 授業参観（特進）  ■24 修了式
 ■19 授業参観  ■８  遠足（３年）  ■22 のべがくキッチン  ■27 卒業生表彰式  ■25～ 春季課外（特進）
 ■23 国際理解講座  ■30 特進コースプレテスト  ■23 終業式  ■24～ 卒業試験  ■28 卒業式  ■新入学予定者登校日
 ■26 高校生レストラン  ■24～ 冬季課外（特進）  ■25 保護者懇談会（３年）
 ■面談週間  ■29 入学試験

年間行事普通科 音楽専攻
１年次より  総合・普通コース  
２年からは、  普通コース    総合コース 〔工業専攻 or 商業専攻〕  
と併学となります。

音楽大好き、吹奏楽大好きの仲間が県内から集
まっている音楽専攻。授業は普通科の授業に加え
て、ソルフェージュやリトミックなど音楽専門の
学習をし、音楽系の専門学校や音楽大学への進学、
または就職を目指します。現在は全員が吹奏楽部
に所属し、音楽専攻で得た音楽性を最大限に生かし
た活動をしています。

また、演奏研究の授業や吹奏楽の指導では、特別
講師として山脇幸人先生※の指導も受けています。

音楽専攻 カリキュラム

専任講師　山脇 一美
2013年より本校音楽科講師として勤務。 
吹奏楽部顧問。

専任講師　椛山 達己
延岡フィルハーモニー管弦楽団音楽監督。 
2011年より本校音楽科講師として勤務。吹奏楽部顧問。

※特別講師　山脇 幸人
指揮者～東京芸大卒、バイエルン国立歌劇場指揮研修員を経て、2019年
8月よりNHK交響楽団にて首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィ氏のアシスタ
ントに就任。ロンドン・クラシカルソロイツス指揮コンクール第1位ほか数々
のコンクールで入賞。

■�音楽理論
音楽の仕組みや曲の分析を行うことで楽譜を読み取る力

を習得します。
音楽理論の授業の一環として音楽専攻第2期生が作った

「延岡学園応援歌」は全校生徒の誇りとして、各大会や甲子園
で高らかに歌われています。

■�演奏研究
基礎的な音楽技術を学習するとともに応用力や表現力を

習得します。
演奏研究の授業の一環として合唱にも本格的に取り組み

「NHK音楽コンクール」にも出場しています。また、地域の
合唱祭などにも参加しています。

■�ソルフェージュ
聴音、初見視唱、リトミック、合唱を通して基本的な音楽

表現を習得します。



部活動紹介

サッカー部硬式野球部

柔道部 弓道部

男子バスケットボール部

女子ソフトテニス部

女子バスケットボール部

男子ソフトテニス部

吹奏楽部

女子バレーボール部

自転車競技同好会 女子ソフトボール部

陸上競技部

ダンス同好会

美術部パソコン部パソコン部 軽音楽同好会 茶道部 放送部放送部

・硬式野球部
・男子バスケットボール部
・女子バスケットボール部
・女子バレーボール部
・柔道部
・弓道部
・男子ソフトテニス部

・女子ソフトテニス部
・女子ソフトボール部
・サッカー部
・自転車競技同好会
・陸上競技部
・ダンス同好会

体育部

・吹奏楽部
・美術部
・茶道部

・放送部
・パソコン部
・軽音楽同好会

文化部

【サッカー部実績】
・延岡市サッカー選手権大会 優勝（'17）
・全国高校サッカー選手権大会県大会 第3位（'18）
・延岡市サッカー選手権大会 優勝（'18）
・宮崎県高校サッカーリーグ 3部参戦中（'18）

【硬式野球部実績】
・県高校野球選手権大会 優勝 （'17）
・九州地区高校野球大会宮崎県予選 優勝（'17）
・第90回選抜高等学校野球大会出場（'18）
・県高等学校野球選手権大会 優勝（'18）

【柔道部実績】
・県高校総合体育大会 団体 優勝（'17）
・県高校新人総合体育大会 団体 優勝（'17）
・全九州高校体育大会 団体 準優勝（'17）
・県高校総合体育大会 団体 優勝（'18）
・県高校新人総合体育大会 団体 優勝（'18）
・県高校柔道選手権大会 団体 優勝（'18）
・県体育協会スポーツ優秀賞（'18）
・県高校体育連盟スポーツ賞（'18）

【男子弓道部実績】
・全九州高校体育大会 団体 第3位（'17） 
・県高校新人総合体育大会 団体 優勝（'17）
・九州高等弓道新人選手権大会 団体
準優勝（'17）
・県高校総合体育大会 団体 優勝（'18）
・全国高校総合体育大会 団体 優勝（'18）
・全九州高校体育大会 団体 準優勝（'18）
・県高校新人総合体育大会 団体 優勝（'18）

【女子弓道部実績】
・県高校総合体育大会 団体 優勝（'17）
・全九州高校体育大会 団体 第3位（'17）
・県高校総合体育大会 団体 第3位（'18）
・県高校新人総合体育大会 団体 第4位（'18）
・県高校弓道選手権大会 団体 第3位（'18）

【男子バスケットボール部実績】
・県高校新人総合体育大会 優勝（'17）
・第70回ウィンターカップ県予選会 準優勝（'17）
・全九州バスケットボール春季大会 準優勝（'18）
・全九州バスケットボール春季県予選会 優勝（'18）
・県高校総合体育大会 優勝（'18）
・第71回ウィンターカップ 出場（'18）
・県高校新人総合体育大会 優勝（'18）
・全九州バスケットボール春季大会 第3位（'18）

【女子ソフトテニス部実績】
・県高校新人総合体育大会 優勝（'17）
・県高校総合体育大会 優勝（'18）
・全国高校総合体育大会 ベスト16（'18）
・県学校ソフトテニス新進大会 団体 優勝（'18）
・県学校新人総合体育大会 優勝（'18）
・全九州体育大会ソフトテニス 団体 第3位（'18）
・全日本選抜ソフトテニス大会九州地区予選会 
団体 優勝（'18）

【女子バスケットボール部実績】
・第70回ウィンターカップ県予選会 準優勝（'17）
・全九州バスケットボール春季県予選会 第4位（'17）
・県高校総合体育大会 準優勝（'18）
・第71回ウィンターカップ県予選会 準優勝（'18）
・県高校新人総合体育大会 準優勝（'18）
・全九州バスケットボール春季大会県予選会 
第3位（'18）

【男子ソフトテニス部実績】
・県高校新人総合体育大会 準優勝（'17）
・県高校ソフトテニス新進大会 団体 優勝（'18）
・県高校新人総合体育大会 準優勝（'18）
・全九州選抜ソフトテニス火の国大会 団体 ３位（'18）
・県高校選手権大会 団体 準優勝（'18）

【吹奏楽部実績】
・九州吹奏楽コンクール宮崎支部予選 金賞（'17）
・県高校独唱独奏コンクール 金管楽器部門 銅賞（'17）
・県アンサンブルコンテスト 金管八重奏 金賞（'17）
・九州吹奏楽コンクール宮崎支部予選 金賞（'18）
・NHK全国学校音楽コンクール宮崎県コンクール 銅賞（'18）
・県高校総合文化祭全国大会選抜賞（'18）
・県アンサンブルコンテスト 金管八重奏 金賞（'18）
・九州アンサンブルコンテスト 金管八重奏 銀賞（'18）

【女子バレーボール部実績】
・県高校総合体育大会 第3位（'17）
・第70回春高バレー県代表決定戦 第3位（'17）
・天皇杯・皇后杯全日本バレーボール大会
県ラウンド 第3位（'18）
・第71回春高バレー県代表決定戦 優勝（'18）
・県高校新人総合体育大会 優勝（'18）
・全九州選抜バレーボール大会 第3位（'18）

【自転車競技同好会実績】
・県高校総合体育大会（'18）
１㎞TTの部 優勝
スクラッチの部 優勝
チームスプリント2位の部 準優勝
スプリントの部 優勝
ケイリンの部 優勝
ポイントレースの部 優勝

【女子ソフトボール部実績】
・県高校総合体育大会 準優勝（'17）
・県高校新人総合体育大会 優勝・九州大会出場（'17）
・全日本選抜ソフトボール大会県予選会 準優勝（'17）
・県高校新人総合体育大会 準優勝・九州大会出場（'18）
・全日本選抜ソフトボール大会県予選会 優勝・
全国大会出場（'18）

インターハイ2019 出場決定！

インターハイ2019 出場決定！ インターハイ2019 出場決定！

インターハイ2019 出場決定！ 全国高総文祭2019 出場決定！

インターハイ2019 出場決定！インターハイ2019 出場決定！

インターハイ2019 出場決定！ インターハイ2019 出場決定！
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令和２年度　生徒募集
受 験 資 格 令和２年３月中学校卒業見込みの者，又は卒業している者

募 集 人 員
調理科

普通科
総合・普通コース（音楽専攻含む）　特進コース

40名 180名

出 願 期 間 令和２年１月９日（木）～令和２年１月14日（火）必着

出 願 手 続 ①入学願書　②調査書　③受験料 10,000円　④特別奨学生推薦書（対象生徒のみ）

入 学 試 験 令和２年１月29日（水）

入 試 会 場 本校・日向市中央公民館・大王谷コミュニティセンター・高千穂ゆめゆめプラザ

試 験 科 目 国語・数学・英語（リスニングを含む）・理科・社会・面接

合 格 発 表 令和２年２月７日（金）

入 学 手 続
（ 期間・時間 ）

専　願 一　般
令和２年２月７日（金）

～
２月18日（火）

令和２年２月７日（金）
～

県立高校合格発表の翌日

受付時間　平日／午前９時～午後４時30分
　　　　　土曜／午前９時～午後12時30分　（祝日・日・第二土曜日は休業）

入 学 手 続
（ 提出書類等 ）

①入学金等及び４月分の授業料等　　②誓約書　　③住民票
④通学方法調査・芸術教科選択申込書　　⑤前年分所得課税証明書

※ 詳細は必ず『令和２年度 生徒募集要項』をご確認ください。
※ 総合・普通コースは２年次から総合コース・普通コースに分かれます。

奨学金及び授業料減免制度
１特別奨学生制度 学業、スポーツ、人物素行の優れた生徒には延岡学園特別奨学生規定により、授業料等の免除制度があります。※免除後

の毎月の納入金には「特別奨学生基金」3,000円を含みます。
尚、該当する生徒は所属中学校長の推薦書が必要になります。

２兄弟姉妹授業料減免制度 兄弟姉妹が在学している場合は、兄姉の授業料減免制度があります。
３授業料減免制度 市町村民税の非課税世帯の子弟については、授業料減免制度があります。
４私立高等学校等奨学給付金制度
　（奨学のための給付金）

生活保護世帯又は保護者等（双方） の市町村民税所得割額が非課税である世帯。

５県・市育英資金制度 宮崎県育英資金、延岡市育英会、あしなが育英会などの奨学金制度があります。
６高等学校等就学支援金制度 国の制度で保護者等（双方） の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合計額に応じて支給されます。（ 限度額：

月額 21,000円）

令和元年度　オープンスクールのお知らせ

特進コースプレテスト ※特別奨学生内定試験

送迎バス運行 送迎バス運行
特進コース説明会（保護者向け）

送迎バス運行
特進コース説明会（保護者向け）

延岡学園高等学校
〒882-0001  宮崎県延岡市大峡町7820番地
TEL 0982-33-3227　FAX 0982-35-1025
http: / /nobeokagakuen-ed. jp /

■電車の場合
JR「延岡駅」よりタクシーで10分
■バスの場合
宮交バス「赤土バス停」より徒歩15分

6/29 土

11/30 土

8/25 日 11/2 土


