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総合グラウンド

体育の授業はもちろん、体育系クラブの
活動する場所です。校舎に隣接して野球
場と陸上競技やサッカーの練習などに利
用される広いグラウンドがあります。

野球場

両翼92ｍ、中堅115ｍの広さを有し、外野
はフェンスで囲まれています。1、3塁側に
はベンチが設置され、センター後方にはス
コアボードやＳＢＯ表示板を完備しており、素
晴らしい環境で活動を行うことができます。

雨天練習場

屋外でスポーツに打ち込む生徒にとって、
雨は天敵。でもこの屋根のついた雨天練
習場があれば、どんなに雨が降っても大丈
夫。しっかりとした練習が可能です。主に
野球の練習に利用されています。

聖  堂

昭和62（1987）年にイタリアからアンジェラ
スの鐘を取り寄せて建てられました。自己の
内面を見つめる静寂な空間として、中規模の
集会や講演会会場として使用されます。

介護実習室

高齢者や障がいがある人の日常生活をサ
ポートする介護の仕事を学ぶ為の最新の設
備などを設置。施設・設備面を充実させ学
びやすい環境を整えています。

音楽室

階段状に移動可能な机や座席が配置さ
れ、様々な音楽活動に対応できます。

製菓実習室

製菓の技術マスターには欠かせない本格的
プロ仕様の実習設備を完備。専門業者用の
大きなオーブンや各種の製菓機器を使いこ
なして実習を効率よく進めていきます。

テニスコート

周囲をフェンスで囲み、3面のコートで伸び
伸びとプレーができます。すぐ横には壁打
ちスペースも独立して設置されています。

自動車整備実習場

自動車エンジニアコースの「自動車整備の
実習」が行われます。いろいろなメーカー
の自動車がズラリと並ぶ中で、自動車の構
造と整備の仕方などを学びます。

武道場

静寂の中に、凛とした空気が漂う武道場に
は、広々とした2面の柔道場があります。

体育館

グラウンドと並び、体育の授業や部活動、
バレー部やバスケット部などが主に利用し
ており、毎日、生徒たちの明るく元気な声
が館内に響きわたっています。

カウンセリング室

本校にはカウンセリング室があり、2名のカウン
セラーの先生が相談に対応しています。学校
や家庭内で悩み事を抱えている人は、生徒はも
ちろん保護者の方も利用することができます。

図書室

静かで落ち着いた環境の中で、好きな本と
出会えるのが学校図書館です。蔵書は約
8,000冊ほどです。コンピュータ管理を導
入しており、パソコンからの検索もできます。

コンピュータ室

トータルライセンスコースの特色ある科目
を学ぶ拠点。最新のパソコンがズラリと
並んでいます。各種のソフトの利用法や
インターネット技術を学びます。

食  堂

定食、うどん、カレーライス、かつ丼など多
くのメニューがあります。また、からあげ、
フライドポテトなどのテイク・アウトもあり
ます。味は最高！

ピアノ室

40台のピアノが設置されており、一人につ
き1台のピアノで、個人のペースに応じた
レッスンが受けられます。

龍王愛宕寮

親元を離れて飯塚高校で学ぶ部活生が共
に生活する男子寮。ゆとりを持って部活動
や学習ができます。
※人数によって入寮できない場合があります。

IIZUKA HIGH SCHOOL CAMPUS 　MAP

特進校舎

聖堂校舎

総合校舎
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※留学生コースを除く

普通科／特進コース

合格実績（過去 3 年）
■ 国公立大学

九州工業大学　熊本大学　佐賀大学　北九州市立大学　下関市立大学

福岡県立大学　大分大学　山口東京理科大学

■ 私立大学

東京理科大学　中央大学　明治大学　立命館大学　関西外国語大学

武蔵野大学　大阪学院大学　東京都市大学　西南学院大学　近畿大学

福岡大学　神奈川大学　桜美林大学　久留米大学　九州産業大学

福岡工業大学　他

相互に高め合う
３つのコース

それぞれの生活プランや強み・進路と入試

戦略に応じたコース（特進アカデミック・

特進グローバル・特進探求実践）に所属でき

ます。

詳細は次ページ

01 グローバル教育

特進コース全ての希望生徒を対象に、グロ

ーバルスキルを磨く放課後特別プログラム

「グローバルプログラム Intensive」を実施

します。留学のチャンスや、オンライン国際

交流もあります。

02 大学との連携

地元九工大の情報支援士養成プログラムと

の連携や地元I T企業によるブロックチェー

ン特別授業、大学生との交流会等、大学との連

携プログラムを強化し、大学や研究を身近に

感じる機会を創出します。博士号取得教員等

が、生徒個人の研究活動もサポートします。

03

活発な地域活動と
SDGs

国際NGOと連携してのSDGs活動や、飯

塚市商店街連合会・飯塚商工会議所との連携

協定に基づく地域活動のチャンスが多くある

ため、主体的な課題解決の実践に携わる能力

を磨きながら、推薦入試や総合型選抜入試に

役立つ校外活動経験を積むことができます。

04 充実の特別講座や
放課後指導

放課後も時期に応じての特別講座。先
生たちはいつでも質問にスタンバイして
います。

05

強豪部活動とも両立

全国レベルの強豪部活動と両立しながら
難関大学合格を勝ち取る生徒もいます。

06

学年進級時には
特進内で転コースも
希望可能

進路希望が変われば入試戦略も変わりま

す。特進コース内で、転コースも希望可能

です。

07

特
進
コ
ー
ス
の
特
徴

特進コース
普通科 特進コースは、大学入試対策・グローバル教育・探究学習の３要素を柱として、大学進学とその先にある社会的リーダーに相応しい

キャリアをめざすコースです。重視するスキルや、志望校・適性に応じて「アカデミック」「グローバル」「探求実践」の３コースに分かれ
ていますが、過ごし方次第で、どのコースでもこの３つの要素全てを経験できます。
情報化、グローバル化、AI技術といった従来の大規模な社会変化の環境に加え、パンデミックを経た現代はますます複雑性・予測不能

性を増しています。社会はこれまで以上に、幅広い視野と柔軟な発想で、主体性を持って答えの無い問いに挑める人を求めています。
大学はそうした時代の先導者を育てる場所であり、だからこそ大学入試も、思考力・判断力・表現力を重視する形に変わりつつあります。
授業のみならず、特進コースに所属しながら経験する校内外の課外活動、国際交流、探究活動の全てが、大学入試と、その先のキャリ

アにつながる能力を育てます。特進コース内での移動もしやすいカリキュラムで、個別最適化を図ります。自分らしい飯塚高校生活を
カスタマイズして思い切り楽しみながら、難関大学への扉を開きましょう。入試への武器は、自分らしさ。大学でこそ輝く未来へ。
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普通科／特進コース

安藤 真清 さん（令和 3年度卒業 /穂波西中出身）

特 進コース 要素3 特進コースでは生徒の主体的学びを重視しながら、それぞれの生徒にとっての最適の過ごし方か
ら目標とする大学に到達するために、３つのコースを用意しています。コースごとの特性はありま
すが、探究的学びとグローバルな人材育成を重視しながら、大学という共通のゴールに向かって
一人一人を育成していきます。留学するのも、部活に思い切り打ち込むのも、好きな科目の探究に
時間を注ぐのも、自分次第です。一緒に自分の可能性を追求してみましょう。

特進では勉強だけでなく自分の好きなことや挑戦したいこと

に対して妥協せずに取り組める環境が整っています。この環境

があったからこそ、英検準1級取得やITC（国際ビジネスコンテ

スト）などに参加することができました。また、勉強ではコロナ

の影響と模擬試験でC判定以上が出なかったことが続き気持ち

が切れてしまいそうなときもありましたが、先生方が過去問対策

だけでなく、精神的にもサポートしてくれたため辛い時期を乗り

越えることができ難関大である立命館大学に合格することがで

きました。勉強は大変だと思う人が多いと思いますが、夢や目標

に向かって努力し、出来ることに対して高校３年間で打ち込めた

ことは私の大学生活にも良い影響を与えてくれています。

山本 雅子 さん（令和 3年度卒業 /梅林中出身）

卒業生からのメッセージ

Graduate’s Message
飯塚高校では多くの日本人の友達ができて、今でも彼女

たちに連絡があります。また、飯塚高校では色々な留学制

度があるため、韓国の方や、オーストラリアの方などが多数

います。飯塚高校が国際交流と言語教育に非常に重視して

いることを深く感じました。先生たちはとても責任感が

あり、勉強上のことはもちろん、生活上の問題や心の悩みも

色々相談に乗ってくれました。受験勉強がすごく大変で

したが、飯塚高校のおかげで、一橋大学に合格でき、今の

私になったと思います。皆さんもぜひ高校生活を楽しんで

ください！

王晨潞 さん（留学生コース 令和 2年度卒業 /中国出身）

高等教育への接続を意識した高度な知性の養成を特に重視し、国公立大・難関大学合格を
めざすコースです。定員10名で構成され、少人数で高いレベルをめざして切磋琢磨できま
す。様々な学校活動に取り組みながら、手厚い難関大入試対策、大学との交流や、学術探究
活動を重点的に実施します。オンライン国際交流で生きた英語も学べます。
７校時まで充実のカリキュラムで、国公立文理選択が可能です。放課後も多様な学習活

動を行います。

特進アカデミックコース

国際交流の経験とグローバルマインドの養成と実践的な英語教育を重視し、グローバ
ルスキルを活かした大学進学をめざすコースです。留学生の受け入れや2週に1度の
ニュージーランド・タイ・韓国等とのオンライン国際交流の中心になり、日常生活の中で
海外・異文化との交流を経験することができます。
グローバル教育のページもご覧ください。

特進グローバルコース

探究学習を活かした地域活動と、総合型選抜・推薦入試などの多様な入試形態に対応でき
る小論文・プレゼンテーション等の能力を高めながら大学進学をめざすコースです。探究
活動においては商店街や大学等と連携した活動を行います。
■ 大学・地域連携授業（予定）
■ 商店街連携活動・SDGs活動

※課外活動が大学入試へ活かせます。国公立大学募集人数の３割が学力だけでなく、課外活動やプレゼンテーション等を
重視する学校推薦・総合型選抜です。

特進探究実践コース

P25へ P26へ

P25へ P26へ

P25へ P26へ

熊本大学  在学 一橋大学  在学立命館大学  在学

特進コース
●大学入試対策
●グローバル教育
●留学
●部活

●大学連携
●地域活動
●探求学習

特進グローバル
コース

●グローバルスキル
●実践英語
●難関大学入試対策
●オンライン国際交流

特進アカデミック
コース

●国公立大・理系対策
●少人数制
●難関大学入試対策
●オンライン
　国際交流

特進探究実践コース
●総合型選抜
●推薦入試
●小論文
●プレゼンテーション

私は吹奏楽部の部長として、勉強と部活を両方妥協

せずに取り組みました。

一つ一つ取り組んだことは当たり前のことですが、

こつこつと積み上げたからこそ、熊本大学に合格する

ことができたように思います。

大切なことは自分で考え、周りのことを自分事にし

て勉強や部活に取り組む素直さです。

これから高校生活を謳歌できる皆さんが、充実した

三年間を飯塚高校で送れることを願っています。
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特進コース卒業生 特進コース卒業生

私は吹奏楽と特進コースでの

勉強の両立をして高校生活を送

りました。推薦入試の面接の際、部活動でのSDGs

活動、学校独自の活動であるアースクリーン活動、

JICA関係者の特別授業等を通じてSDGsを深く勉

強 し て き た こ と な ど を 話 し ま し た。私 の

通っている大学は「地域社会の発展に寄与する地域

のキーパーソン」の育成を目標としており、高校生

の時にずっと地域貢献のために活動してきた

ことを入試では面接官にしっかり話し、自分の

力を発揮できました。これからSDGsの考え方がよ

り主流になる中で、高校生の時にSDGsをより身近

で学べたことは今でも大きな財産です。

普通科／特進コース

大学入試の新傾向
学力+α

大学入試改革により、大学入試共通テス

トでは知識に加え、思考力・表現力や学ん

だ知識を生活や問題解決と結びつける力、

情報探索能力等がますます問われるよう

になってきました。国公立大学をはじめ

とする多くの大学のアドミッション・ポリ

シーも、生徒たちの主体性や様々な活動経

験を求める傾向が強まっています。飯塚

高校の特進コースは、こうした潮流を正面

から受け止めながら、「受験勉強＋α」を

提供します。

グローバル教育プログラムIntensiveで

は、生徒たちが地元の飲食店と協力し、

飯塚市や飯塚高校との関わりの深い４つ

の国をテーマとしたサンドイッチをプロ

デュースし、飯塚本町商店街のイベント

「飯塚パンパーク」にて販売しました。

特に飯塚市との姉妹都市サニーベールを

テーマとしたハンバーガーは、現地でも

紹介されました。

グローバル×地域活
動

留学生と切磋琢磨

ニュージーランド・カナダ等から

の留学生からは、生きた英語を学ぶ

ことができます。

海外留学（ニュージーランド・韓

国・タイ）のチャンスもあり、グロー

バルな感性が育ちます。

英語圏の留学生だけでなく、ハイ

レベルな進路を志すアジアの留学

生とも切磋琢磨できます。令和2年

度には一橋大学に2名合格者を輩出

しました。

商店街連携協定

飯塚市商店街連合会・飯塚商工会議所と

連携協定を結び、多くの生徒たちが演奏

会、部活ブース設置、インタビューとフィ

ールドワーク、店舗とのコラボ商品開発な

どを商店街で行ってきました。探求・課題

解決について表現のフィールドを活かし

ながら実践的に学んでいます。

特進コースでは大学入試に

向けての勉強はもちろん、

グローバルプログラムで英語の４技能をバランス

よく学ぶことができます。姉妹校とのオンライン

授業、日々のSDGsに関する授業やプレゼンテー

ションにおけるネイティブ講師や留学生との交流

だけでなく、模擬国連・ITC等校外の国際的なプロ

グラムや商店街でのグローバルパン企画など多く

のことに挑戦することで様々な物事にグローバル

な観点から取り組めるようになったと思います。

特進コース 3 年生
今村 一道 さん
（令和 2年度入学 /二瀬中出身）

私は４月から飯塚高校で留学し、日々の時間
を心から楽しんでいます。これまで様々な学
年の日本人生徒や留学生と交流し、友達を作
ることができました。体育祭やテレビの取材、飯塚の姉妹都市サニー
ベールからの訪問生徒たちとの交流など様々な機会を得ています。
参加している授業では他の生徒や先生に助けてもらいながらより日本
語をより学ぶことができ、とても楽しいです。グローバルプログラム
インテンシヴにも参加していて、日本人生徒の英語力向上のお手伝い
もできていると思います。
I have been here since April and have been throughly enjoying my 
time at Iizuka High School. I have had the opportunity to make 
friends with lots of Japanese students from different year groups, 
as well as other international students. I've had many opportunities 
to participate in various things at Iizuka High School like the sports 
festival, a TV interview, and even mingling with the students who 
came from Sunnyvale. I really enjoy the classes that I take at the 
high school as it is helping me learn more Japanese with the help 
of students and teachers. I'm also part of the global intensive 
programe where I can help Japanese students learn and enhance 
their English skills.

特進コース 2 年生
ソニア・シムラン さん
（令和４年度留学）

Student’s & Graduate’s
Message

Topics

&

在校生・卒業生からのメッセージ

私は難関国立大学をめざし

勉強に取り組んでいます。少

人数制で質問しやすく、 充実した環境で勉強でき

ています。入学時は、自分は文系だろうと思って

いたのですが、今は理系を選択しています。 日々の

学習の中で、数学が得意だと気付かせてくれた

先生のおかげです。受験勉強だけでなく、SDGsや

グローバルの学習 （P.25～26）など日々様々なこ

とを学び、成長を感じる毎日です。九工大やブロ

ックチェーンをテーマにした地元I T企業の出前

授業など、大学の専門的な学びに触れる機会も

多く楽しめます。大学入試に不安を感じている

皆さんも、安心して入学してください。

特進コース 3 年生
宮下 智広 さん
（令和 2年度入学 /山田中出身）

2年前の4月、大学進学と

全国大会出場の2つの目標を

持った私は飯塚高校特進コースの門を叩き、サッ

カー部に入部しました。大学をめざす仲間と切磋

琢磨し、先生方の熱心なご指導を受けながら、関西

大学をめざして頑張っています。同時に、最大の

夢舞台である冬の選手権で、チームの目標でも

ある日本一を本気で達成するつもりです！苦楽を

共にした仲間、監督、スタッフ、応援してくれてい

る人達全員で喜びを分かち合えるよう頑張り

ます！

特進コース 3 年生
村井 天 さん
（令和 2年度入学
  / 山口市立白石中出身校）

特進×トップアスリ
ート

特進コースには全国トップレベルの

アスリートも所属します。全国大会と

国公立大学合格を両立した先輩もい

ます。文武両道をめざして、全力で取り

組みましょう。

選べる特別講座

放課後や長期休みには、目的別の講座が

設定されています。過去問演習、英検対策、

テーマ別復習など多様な講座から、自分に

必要な講座を選び、質の高い自習・個別質

問と組み合わせることで個別最適な学習

を実現します。

研究活動をサポート

特定の専門分野の研究に関心がある生

徒に対しては、大学の専門家を紹介する等

のサポートを行っています。今年度は、

生物観察を中心とする理科同好会が発足

するなど、一人一人の学術的関心を応援

していきます。

飯塚高校特進コース在学中

は、フィギュアスケートの選

手として全力で競技に打ち込んでいました。

全国の強豪選手と競い合いながらも、難関大学

をめざすクラスの友達との学び合いや、先生方の

熱心な指導のおかげで、勉強と両立させることが

でき、九州工業大学への合格を勝ち取ることが

できました。

皆さんもぜひ、飯塚高校でいろいろなことに

挑戦する高校生活を送ってください。

岡垣中学校
平成 31年度（令和元年度）卒業

Jリーグ　ガイナーレ鳥取入団
高尾 流星 さん

（令和 3年度特進コース卒業）

松尾 倫子 さん
（令和３年度卒業 /庄内中出身）

山口東京理科大学  在学
櫻田 千優貴 さん
（平成 31年度（令和元年度）卒業
  / 岡垣中出身）

九州工業大学  在学
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国家資格への道のり

医療福祉分野の専門的な学びを通して、

諸課題の解決の方策を探り、専門職をめざす

一人として成長しようとする能力と態度を

身に付けます。

また、２年次は主に「介護職員初任者研修」

の資格取得を目標に、３年次は医療分野まで

内容を広げ、必要な知識を身に付けます。

高校での学びを活かした就職、更に高い資格

取得や技術の習得のための上級学校への進学

をめざします。

医療福祉系への進路を希望している
生徒を対象とし、専門学校、短大、
4年生大学への進学を視野に。

介護福祉士国家試験

看護系大学・
専門学校等（2～3年）

看護師国家試験

飯塚高校・医療福祉進学コース（3年）

高校卒業

介 護 福 祉 士 看 護 師

■ 進学
九州栄養福祉大学
西南女学院大学看護科
近畿大学九州短期大学
宗像看護専門学校
西鉄国際ビジネスカレッジ

飯塚医師会看護高等専修学校
福岡医健スポーツ専門学校
直方鞍手医師会看護専修学校
八幡医師会看護高等専修学校
福岡リハビリテーション専門学校

主な専門科目の学習内容

専
門
分
野
で
輝
く
卒
業
生

社会福祉基礎 介護福祉基礎

こころとからだの理解 基礎看護

麻生リハビリテーション大学校
在学

大町 悠華 さん
（飯塚第二中出身）

いい穂会
勤務

佐藤 美希 さん
（飯塚鎮西中出身）

水光学院宗像看護専門学校
在学

淀川 光輝 さん
（篠栗中出身）

飯塚医師会看護高等専修学校
在学

山田 風花 さん
（幸袋中出身）

※介護職員初任者研修

保育福祉科／医療福祉進学コース

医療福祉進学コース
保育福祉科 医療福祉分野でのキャリア形成に向けて学んでいくコースです。

高校在学時に、医療的ケア（基本研修）等の資格を持って、卒業後はさらに医療やリハビリに関わる資格を取得

したい…。「福祉の分野に関心がある人」や「看護・医療系専門学校や大学への進学をめざしている人」にピッタリ

なコースです。

「誰かを支える」、「人と触れ合い、笑顔をつくる」…医療・福祉の両面から地域に貢献する未来の自分を目標に、

飯塚高校で共に学んでみませんか？

ハートに近づく「医療・福祉」で、社会に貢献できる人をめざす。

進路実績（過去 3 年）

麻生リハビリテーション大学校
福岡天神医療リハビリ専門学校
九州医療スポーツ専門学校看護科
福岡水巻看護助産学校　
和白リハビリテーション専門学校　他

■ 就職
飯塚病院
岡部病院
済生会八幡総合病院
田川病院
サンライフ陽光苑
ライフステイいなつき

くぬぎ苑、明日香園
ケアタウンあいあい
はくりゅう園
いい穂会いいづか
すみれ園
長光園

篠栗荘
つばき苑
新多園
天空の杜
木屋瀬の杜
ひより

ゆうあい福智
多田の里
照陽園
きんもくせい
第二稲穂園
メディカルケア南ヶ丘

あけぼの荘
ひとみの里
サンふれあい菰田
笑寿の森
太陽の郷なまずた　他

バトントワラー部
三宮 愛海 さん

（令和 3年度入学 /小竹中出身）

ダンス部
松永 夢叶 さん

（令和 3年度入学 /稲築東中出身）

部活とも両立
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本校系列の「認定こども園愛宕幼稚園」での

見学や実習体験などを通して、豊かな人間性

や創造性、リーダーシップなどの教育に関す

る基礎的な資質や能力を身に付けます。

また、音楽教員によるピアノ実習等を通し

て専門的技術・能力も養います。

基礎教科の充実を図り、難易度の高い保育

系大学、短大への進学をめざします。

保育・幼児教育系への進路を希望して
いる生徒を対象とし、専門学校、短大、
4年制大学への進学を視野に。

■ 進学
西九州大学
筑紫女学園大学
九州女子大学
中村学園大学短期大学部
西日本短期大学

近畿大学九州短期大学
香蘭女子短期大学
東筑紫短期大学
福岡こども短期大学
福岡こども専門学校

主な学習内容と資格

補助研修生制度

保育福祉科／こども保育進学コース

こども保育進学コース
保育福祉科 本コースでは、次の教育目標を掲げています。

「現場に必要とされる豊かな人間性とリーダーシップを持った人材の育成」

「探求心を持ち、幅広い知識と専門性を主体的に学習できる人材の育成」

「望ましい保育観や職業観を養い、子どもに関わるスペシャリストの育成」

子どもが大好きな人も、子どものことを今から学びたい人も、将来子どもに関わる未来を描いている人も飯塚

高校のこども保育進学コースで自分の進路を切り拓こう！きっとあなたも保育・幼児教育のスペシャリスト！

子どもと共に成長する保育のスペシャリストをめざす。

進路実績（過去 3 年）

■ 就職
社会福祉法人久住会
社会福祉法人ひまわり会
ニシオ工販株式会社
株式会社福岡イエローハット

子どもたちのために遊具・被服
を製作するだけでなく、製作物を
活用した指導方法を学びます。

遊具・被服製作

◎保育技術検定
◎介護職員初任者研修
　（旧ホームヘルパー 2級）

取得可能な資格

子どもと遊び、子どもの表現活
動、児童文化財などに関する知識
と技術を学びます。

保 育 実 践

介護職員初任者研修（旧ホーム
ヘルパー 2級）取得のために必要
な福祉科目です。

社会福祉基礎・介護演習

1人1台のピアノで保育士とし
て必要な技術を基礎から学び、音
楽の知識・技術を身に付けます。

ピ ア ノ 実 習

乳幼児の発達の特徴、乳幼児
の生活と保育に関する知識と技術
を習得します。

保 育 基 礎

こども保育進学コース３年生
宮本 望未 さん（令和 2年度入学 /穂波東中出身）

近畿大学九州短期大学保育科  在学
古藤 茉緒 さん（令和 2年度卒業 /幸袋中出身）

学校法人安楽寺学園認定こども園 いぎすれんげ幼稚園  勤務
福田 夏生 さん（平成 27年度卒業 /飯塚鎮西中出身）

放課後に「認定こども園愛宕幼稚園」で預かり保

育の補助として研修を行う制度です。定期考査や

行事等を除き、年間を通じて子どもたちと関わるこ

とができます。子どもたちの日々の成長を体感し、

保育教諭の仕事をより身近に学ぶことができます。

また、研修時間に応じて奨学金を支給してもらえ

るため進学資金として利用することができます。

在校生・卒業生からのメッセージ

Student’s & Graduate’s Message
私はピアノ未経験でしたが、先生方の指導やサポートのおかげで弾けるようになり、今では、
童謡も弾けるようになりました。私は元々、人前に立つことがとても苦手でしたが、実習を重ねる
ことで自分から子どもと関わろうという意識ができるようになりました。子どもの成長を目に
することができ、同時に自分自身も保育者に少しずつ近づくことができているなと実感でき
ました。

このコースでは子どもに関する専門的な知識や礼儀、マナーなどをイチから学ぶことができま
す。また、愛宕幼稚園実習では実際に子どもたちと触れ合い、子どものことをより深く知ることが
できています。中学の頃から保育士になるという夢がより一層強くなっています。 子どもが好き
な方、保育士になりたいという夢がある方にはおすすめのコースです！

保育士や幼稚園教諭になるという同じ目標に向かっている仲間がたくさんいるクラスなので、
友達と一緒に楽しく 3 年間勉強に取り組めました。短大入学前から基礎的なことを学べたり、
多くの実習も経験できたからこそ、保育の道に進み夢を叶えたいという気持ちはより大きくなりま
した。高校の頃からこのコースで学べたことは、今も保育現場で活かされています。
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専門的知識・技能の習得、そして、学び続け

る姿勢を獲得し、地域や世界の未来を拓く人

材を育成します。

また、高校での三級自動車整備士取得と

ともに、本校専攻科との一貫教育のもとで

二級自動車整備士取得をめざします。

専門的な知識・技術を学ぶことで
各自の可能性を引き出します。
また、専攻科を合わせた５カ年計画
で二級整備士へ

国家資格への道のり

総合学科／自動車エンジニアコース

自動車エンジニアコース
総合学科 安心・安全で信頼のおける整備士をめざします。

まず、準備課程では礼法礼節を重んじた生活習慣と態度教育に重点を置き、次の養成課程からは安心と安全を

心掛けたサービス技術の習得と向上をしていきます。

また、専攻科との合同授業や特設授業、企業の出前授業を通じての専門技術を学ぶことができます。

まずは高校3年間で次世代のカードクターへの第一歩を踏み出し、さらに専攻科で2年間学び整備士の道を

歩みましょう。

次世代のカードクターへの第一歩を!

Topics

在校生・卒業生からのメッセージ

Student’s & Graduate’s Message
自動車エンジニアコースは即

戦力育成を目的にしており、現

場で求められる資格を取得する

ための国家試験対策授業も行っ

ています。

■ 自動車エンジニアコース専門科目

三級自動車整備士

自動車の数学 自動車入門 自動車概論 モビリティ・テクノロジー

三級整備士養成課程

3年生
高校部

2年生
高校部

二級整備士養成課程

2年生
専攻科

1年生
専攻科

1年生
高校部

準備課程

卒
業
後

資格取得に必要な基礎学力を全て学習
ゼロからのスタートでOK

工業技術基礎 自動車実習応用 自動車整備に関する法規

自動車実習基礎 自動車整備 自動車機器自動車工学

｜高度な技術を身に付けるための資格｜ 合同授業を実施し、専攻科と共通の教員や先輩の指導
を受けることでスムーズに進学することができます。

専攻科への接続

自動車エンジニアコースに在学し、高校在学中優秀
な成績をおさめ、自動車専攻科に進学する者に、
奨学金を授与します。これにより、授業料の全額もし
くは一部免除が行われます。

自動車エンジニアコースから自動車専攻科
進学生のための 嶋 田 奨 学 生 制 度

■ 就職
トヨタ自動車九州株式会社
西鉄エム・テック株式会社
株式会社オートバックス福岡
スギヤマプラスチック株式会社
アイテックシステム株式会社

株式会社ワタナベテクノス
ENEOS株式会社
久留米運送株式会社
佐川急便株式会社
陸上自衛隊　他

進路実績（過去 3 年）
■ 進学
飯塚高校自動車専攻科
小竹高等技術専門校
久留米工業大学
東亜大学
日本経済大学　他

自動車エンジニアコース 3年生
三笠 龍世 さん（令和２年度入学 /穂波西中出身）

自動車専攻科 2年生
原田 康太朗 さん（令和 3年度卒業 /粕屋東中出身）

私が自動車エンジニアコースに入学した理由は、高校3年間で三級整備士の資格が取得できる
ことに魅力を感じたからです。
専攻科に進学した理由は高校と一貫しているので、いつもの慣れた環境で集中して学習できる
からです。今後は自動車専攻科で二級整備士の資格を取得出来るように努力します。

 私は､自動車の知識もなく道具を扱って作業をしたい！という理由だけで自動車エンジニア
コースに入学しました｡はじめは授業についていけるか不安でしたが､クルマの基礎から学ぶので
知識がなくても平気でした｡実物に触れながら学習ができるのでわかりやすいです｡
カッコイイ整備士めざして努力し続けます｡

知識0からカッコイイ整備士に！
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資格取得に向けて 学費について

自動車専攻科

自動車専攻科
高校卒業後

飯塚高校自動車専攻科は、国家二級自動車整備士資格を2年間の専門教育にて取得する教育プログラムです。

二級自動車整備士資格を取得できる専門学校に比べ、授業料を抑えることができます。

整備士として実務経験のある教師陣による「理解しやすく、楽しく、ていねい」をモットーとする専門教科を

はじめ、プロの整備士としてスタートするまで、資格取得から就職まで全力でサポートいたします。

クルマ好きからカードクターへ。二級整備士を取得してプロデビュー！

就職実績
■ 就職
福岡トヨペット株式会社
福岡トヨタ自動車株式会社
トヨタカローラ博多株式会社
トヨタカローラ福岡株式会社
ネッツトヨタ北九州株式会社

ネッツトヨタ西日本株式会社
トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社
福岡日産自動車株式会社
北九州日産モーター株式会社
福岡スバル株式会社

日産プリンス福岡販売株式会社
株式会社飯塚ホンダ
株式会社スズキ自販福岡
いすゞ 自動車九州株式会社
株式会社九州マツダ

福岡小松フォークリフト株式会社
株式会社ヤナセ
太陽建機レンタル株式会社
九州三菱自動車販売株式会社
株式会社ファーレン九州

就職率100%
他校に無い学費助成があり、奨学金制度と併用がで
きます。
※修学支援金制度もあります。詳しくは
お問い合わせください。

※入学金、授業料、資格取得料等

210
万円

約

156
万円

約

約54万円
お得に学べる！

専門学校平均学費

〈2年間〉

本　校　学　費

〈2年間〉

嶋田奨学生制度があります

二級ガソリン自動車整備士 二級ジーゼル自動車整備士

全員受験、全員合格！！

■ 取得をめざす資格

二級ガソリン自動車整備士
（国家資格）

低圧電気取扱業務特別教育 ガス溶接技能講習 アーク溶接技能講習

二級ジーゼル自動車整備士
（国家資格）

■ 希望選択資格

危険物取扱者乙種第四類

有機溶剤作業主任者技能 フォークリフト運転技能 玉掛け技能

小型移動式クレーン運転技能

二級整備士の資格取得に向けて、実践に沿った学習と実習を行います。

100%
合格率

日産プリンス福岡株式会社  内定
岩井 愛璃 さん（自動車専攻科2年生（第16期生）在学中/飯塚高校自動車エンジニアコース卒業）

ネッツトヨタ北九州（株）レクサス店  勤務 /入社 7年目
高塚 航 さん（自動車専攻科卒業（第 9期生）/飯塚高校自動車エンジニアコース卒業）

在校生・卒業生からのメッセージ

Student’s & Graduate’s Message
飯塚高校では、高校３年間で自動車に関する基本的な知識、さらに自動車専攻科でより本格的な
勉強をすることができ自動車整備士になるための環境が整っています。学校生活は生徒一人一人
を大切にしてくれる先生方や一生の友人と出会い、有意義な5年間を過ごせたと強く思います。
今現在、レクサス店の整備士としての仕事は、学校で学んだ知識や技術が自分の力となってい
ます。自動車整備士をめざし是非飯塚高等学校で学んでください。

私は、自分の体験したことが起点となり自動車整備士をめざし頑張っています。高校では自動車
エンジニアコースで学び三級自動車整備士に合格、専攻科で二級自動車整備士合格をめざし日々
頑張っています。
第一志望の会社にも内定をいただき自分の目標に向けて現在猪突猛進中です。
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洋菓子作りの基礎を学び、地域などと連携

しながら商品開発やSDGsの取り組みを行い

ます。お菓子の販売実習を通して、接客の仕

方やコミュニケーション能力を学びます。

３年間の学びで国家資格である「製菓衛生師」

合格をめざします。更に高い技術や食全般へ

の学びを深めるための大学、短大、専門学校へ

の進学もめざします。

専門的な知識・技術を学ぶことで
各自の可能性を引き出します。
また、各自の進路に合わせた授業を
取り入れ、大学への進学も可能にし
ます。

国家資格への道のり

総合学科／製菓コース

製菓コース
総合学科

お菓子作りに夢や憧れを持つ人、将来パティシエをめざす人に向けた専門コースです。

お菓子を作るのが大好き。お菓子を食べるのが大好き。「おいしい」と言ってもらえたらうれしい。お菓子作り

はそれが原点です。お菓子作りはみんなを笑顔にし、幸せを届ける仕事です。基本を積み重ね、応用し、製菓の

技術を習得し、国家資格である製菓衛生師を手に入れ、夢を実現させましょう。

明るく、元気に、素直に、夢の実現に向けて技術と資格を習得。

Topics

プチフル

■ 就職
セイ・トオイ（北九州市）
ハニーミエル（北九州市）
ケーキファクトリーリョウ（北九州市）
セゾン（飯塚市）
SONOKI（飯塚市）
ラブレド（飯塚市）
山田饅頭（嘉麻市）

萬平浪漫（田川市）
瀬川菓子舗（宮若市）
コンフィチュールアッシュ（三重県）
㈱さかえ屋
㈱千鳥饅頭総本舗
㈱ひよ子
筑豊製菓

進路実績（過去 3 年）

松尾製菓
㈱リョーユーパン
カカオロマンス
花いちもんめ
プルムイエ　他

■ 進学
九州女子大学
精華女子短期大学
福岡女子短期大学
中村調理製菓専門学校
福岡キャリナリー製菓調理専門学校
専門学校福岡ビジョナリーアーツ
九州観光専門学校

平岡調理・製菓専門学校
辻調理師製菓専門学校

技術の発表の場とし
て、心を込めて作った
お菓子の販売をしてい
ます。販売実習を通し
て、接客の大切さやコミュニケーションを学びます。

コンテスト
全国優勝をめざし、
スイーツ甲子園や和
菓子甲子園、パンコン
テストなど多くのコン
テストに参加してい
ます。

■ 製菓実習時間・内容

衛生法規 公衆衛生学 食品衛生学 栄 養 学

社会学 製菓理論

食品学

製 菓 実 習

1年次：企業で約10日間
2・3年次：個人店（希望制）

校外実習

3年間／約130品

1年次 週1回
3時間

苺のケーキ／プリン／マドレーヌ／クッキー／ガトーショコラ／
フィナンシェなど

ババロア／バタークリームケーキ／クッキー／パウンドケーキ
／マカロン／ロールケーキ／巨大オブジェ製作／マジパン細工
／チョコレートケーキ／パン／和菓子　など

2年次 週2回
8時間

タルト／ミルフィーユ／ムース／チーズケーキ／ティラミス／
モンブラン／シュークリーム／トリュフ／プロによる特別授業／
クリスマスケーキ／パン／和菓子／テーブルマナー　など

3年次 週2回
8時間

3年間でお菓子作りの基礎を学び、国家資格である「製菓衛生師」の受験資格取得をめざします。
校外実習や専門的なカリキュラムを通じて、お菓子作りのプロフェッショナルへ。

■ 製菓コース専門科目

製菓衛生師
製菓コース3年生
藤井 舞咲 さん（令和 2年度入学 /飯塚第二中出身）

瀬川菓子舗  勤務
讃井 渓斗 さん（令和２年度卒業 /篠栗北中出身）

在校生・卒業生からのメッセージ

Student’s & Graduate’s Message
私は小学生の頃に母と一緒にお菓子作りをしました。そこでお菓子作りに興味を持ち、お菓子の
ことをもっと知りたい、沢山の人に幸せと笑顔を運びたいと思い、この飯塚高校に入学しました。
実習の中で和菓子作りに興味を持ち、和洋菓子が学べる瀬川菓子舗で勤務することができました。
お菓子の技術や知識、社会人としてのマナーなど、飯塚高校で学んだことが活かされる場面が
多くあり、今の私の基本となっています。飯塚高校で未来の自分を掴んでください。

私が飯塚高校に入学したのは、パティシエになりたいという夢を実現するためでした。初めての
ことばかりで、不安や悩みもありましたが、それ以上に、楽しさとやりがいを感じています。製菓
コースは、国家資格取得に向けた勉強や、社会人としてのマナーを学ぶ場でもあります。先生方も
親身になってサポートしてくださるので、自分の夢に向かって全力で頑張ることができます。迷っ
ている人には、同じ目標を持つ仲間が集まる飯塚高校で、夢の実現のために一歩前へと進んでほし
いと思っています。私たちと一緒に頑張りましょう！

就職率100%
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知・徳・体を高めて競技力向上を

図るとともに、人間力を高め、社会

に貢献する人物を育てます。また、

体育理論とそれに基づく科学的ト

レーニングの研究などにより、大

学進学も視野に入れながら、先進

的な競技者・指導者としての姿勢・

知識を身に付けます。

専門的な知識・技術を学ぶ
ことで各自の可能性を
引き出します。
また、各自の進路に合わせた
選択授業を取り入れ、
大学への進学も可能にします。

総合学科／健康スポーツコース

健康スポーツコース
総合学科 健康スポーツコースは、強化指定部の部活動生のみで編成しているコースです。

「自分の強みを活かし、夢と希望を持った日本のリーダー育成」の理念をもとに、各部活動での目標達成や

第1志望の進路決定率100％などを目標に日々の活動を行っています。

また、部活動だけではなく、学校生活では基礎学力や学習習慣の定着を図るために習熟度授業を実施、学校行事

では健康スポーツコースの生徒が中心となり運営を行っています。

一人ひとりの取り組み次第で、夢を実現できるコースとなっています。

スポーツを通した人間教育で、夢を実現する力を養う。

令和 2年 松本山雅 FC入団
村越 凱光 さん
（国府津中出身）

■ 進学
福岡大学
九州産業大学
九州国際大学
九州共立大学
久留米大学
日本経済大学
日本文理大学
徳山大学

至誠館大学
東海学園大学
国士舘大学
江戸川大学
岐阜協立大学
新潟産業大学
天理大学
阪南大学

■ 就職
松本山雅FC
トヨタ自動車㈱
日産自動車九州㈱
㈱九電工

沢井製薬㈱
一番食品㈱
濱田重工㈱
㈱明治九州工場

進路実績（過去 3 年）

在校生・保護者のメッセージ /強化指定部

Student’s 
& Parent’s Message

長崎国際大学
大阪産業大学
大阪商業大学
追手門学院大学
麻生リハビリテーション大学校
福岡天神医療リハビリ専門学校

他

福田 力輝 さん
（穂波西中出身）

鎌田 匡梁 さん
（福岡市立城南中出身）

畠山 紗瑛 さん
（二瀬中出身）

私は健康スポーツコースに入学
して様々なスポーツの知識、楽し
さを学ぶことができました。部活
動では高いレベルでサッカーをす
ることができ、福岡県制覇などた
くさんの経験をすることができま
した。3年間学んだことを活かし
て将来の夢に向けて頑張りたいと
思います。（生徒）

健康スポーツコースは、他の部
活とも仲良く高みをめざせて、部
活動と学業を両立できるコースだ
と思います。授業ではゴルフや水
泳、アイスホッケーなど様々なス
ポーツ経験をすることができ知識
を得ることができました。飯塚高
校での経験を活かし、これからも
頑張ってほしいです！（保護者）

私は、飯塚高校野球部なら甲子
園に出場するだけでなく、甲子園
で勝つことができると思い入学し
ました。
高いレベルで充実した野球生活

を送ることができます。
一緒に甲子園で勝利を掴み取り

ましょう。（生徒）

健康スポーツコースでは、同じ
夢や目標を持った仲間とともに心
技体を鍛え努力できる環境が整っ
ています。
飯塚高校で過ごした経験がこれ

からの人生の糧となると同時に社
会の一員として礎となると確信し
ています。（保護者）

駅伝部で全国高校駅伝「都大路」
をめざしています。駅伝部と健康
スポーツコースで優しかった心
に、諦めない心の強さを加えてい
くことができました。また挫けず
前に進み続けることを学びまし
た。そして、親元離れ寮生活をす
る中で、仲間との協力や周りの人
達への感謝を学ぶこともできま
した。（生徒）

部活動だけではなく、学校生活
全般におき、沢山の先生方、先輩
方、仲間に支えられ逞しい成長を
感じました。また、寮生活を通じ
社会人になる為の基礎も身に付け
ることができ、感謝でいっぱいで
す。この経験を糧に、未来への希
望を持てました。（保護者）

健康スポーツコースでは、幅広
いスポーツに関する知識や体育的
な授業が展開され、部活動にも全
力を注ぐことができ、生涯スポー
ツに携わって行きたいと思う人に
はベストなコースです。とても魅
力的なコースですので一緒に頑張
りましょう。（生徒）

健康スポーツコースに入学し
て、肉体的にも精神的にも成長し
てくれたと思います。友人にも恵
まれ、素晴らしい仲間とともに青
春を過ごしているなと感じていま
す。まだまだ成長していく姿を見
守り続けていきたいと思います。
（保護者）

私は健康スポーツコースに入り､
スポーツの専門的知識であったり
スポーツの楽しさを体感すること
ができ､毎日が充実しています。
また部活動に専念できる環境が整
っており､部活動に本気で向き合
っていけるといった所も健康スポ
ーツコースの魅力だと思います。
（生徒）

健康スポーツコースに入学し
て、部活を通じての友達や先輩後
輩、先生方との関わりの中で、礼儀
やマナーのほか、周りの人を思い
やる心や忍耐力など、人として大
切なことを学ばせていただきまし
た。心身ともに大きく成長してく
れて嬉しく思っています。（保護者）

私は健康スポーツコースでスポ
ーツに関する専門的な知識を得る
ことができました。その経験を活
かして、部活動に専念することが
でき、目標にしていたインターハ
イに出場することができました。
この３年間の成果を発揮し、将来
の夢に向けて、頑張りたいと思い
ます。（生徒）

健康スポーツコースに入学して
以来、先生方のサポート、仲間達の
存在もあり日 「々心・技・体」の全て
において成長していく姿が見てと
れ、頼もしくもあり、嬉しくもあり
ます。健康スポーツコースでの３
年間は大きな財産になると信じて
います。（保護者）

芳野 凱斗 さん
（筑穂中出身）

大坪 愛果 さん
（穂波西中出身）

和田 伊織 さん
（山田中出身）

男子サッカー部 野球部 駅伝部

柔道部 女子バレーボール部 陸上部

オリエンタルホテル
自衛隊　他
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日商簿記2級

日商簿記
3級

全商簿記
検定2級

全商簿記
検定3級

全商珠算電卓
検定1級

全商珠算電卓
検定3級

日検プレゼンテーション
検定2級

日検情報処理検定
表計算2級

全商情報処理
検定1級

全商情報処理
検定2級

全商情報処理
検定3級

全商ビジネス文書
検定1級

全商ビジネス文書
検定2級

全商ビジネス文書
検定3級

社会人となるために必要な知識、技術を学

びながら、商店街などの地域社会にも目を向

け、経済の活性化に寄与できる能力や態度を

身に付けます。その中で、多くの資格を取得

し、資格を活かした進学をめざします。

商業科目を勉強することで、
自身の可能性を広げます。
各自の目標に合わせた資格を取得し、
希望の進路を実現します。

取得できる資格

推薦受験が可能な大学

総合学科／トータルライセンスコース

トータルライセンスコース
総合学科

トータルライセンスコースは日商簿記を中心に、各種検定を受験し、資格を取得するコースです。『生き抜く力

を養う』ことを目標に、日商簿記２級合格をめざしています。簿記は企業が求める資格、取得したい資格ランキ

ングでは常に1位です。また、簿記検定の他にも、ビジネス計算検定、情報処理検定、ビジネス文書検定などの

商業科目に関する資格を取得することで、他の学科では利用できない推薦入試制度を利用することができます。

トータルライセンスコースで資格を取得し、夢の実現をしましょう。

資格取得を通じて、生き抜く力を養う。

卒業生からのメッセージ

Graduate’s Message
「簿記合格をめざし、自分の本気を知った」

■ 進学
九州産業大学
久留米大学
筑紫女学園大学
西南女学院大学
至誠館大学

愛知淑徳大学
文京学院大学
上智短期大学
大原簿記情報専門学校

進路実績（過去 3 年）
■ 就職
アイリスオーヤマ株式会社
沢井製薬株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう
株式会社玉置
九州小島株式会社

株式会社キリンビバックス
マルハニチロ株式会社

■ 九州地区
大分大学
西南学院大学
九州産業大学
宮崎産業経営大学

Topics

トータルライセンスコースでは、福岡大学商学部飛
田ゼミとのコラボ授業を実施しています。「アントレ
プレナーシップとコレクティブジーニアス」という観
点から飛田先生、大学生の皆さんに授業をしていた
だいています。このコラボ授業は1年間に5回を予定
しており、普段の授業や生活ではなかなか聞けない
経験をすることができます。

福岡大学商学部コラボ授業

私は在学中に簿記検定合格をめざし、先生が熱心に指導をしてくれたおかげで、飯塚高校初の
満点合格をすることができました。この時、私は人生で初めて本気になれました。この経験は私の
宝物です。㈱玉置に就職をした今でも、簿記で培った能力は活かされています。ぜひ、飯塚高校で
簿記を学び、簿記から多くのことを学んでください！

「熱狂しよう！」
高校で学んだ簿記が楽しく、簿記を仕事にしたいと思い、税理士をめざしています。在学中に
毎日居残り学習をしていましたが、そこで基礎が身に付き、在学中に3級合格、卒業して2級に合格
しました。しかし、まだまだ夢の途中です。税理士になるため簿記に熱狂しています。皆さんも
トータルライセンスコースで夢に向かって熱狂してください！

株式会社玉置  勤務
野見山 美咲 さん（令和元年度卒業 /二瀬中出身）

大原簿記情報専門学校福岡校  在学
山田 大地 さん（令和 2年度卒業 /幸袋中出身）

■ 中・四国地区
広島大学
尾道市立大学
広島経済大学
下関市立大学

■ 関西地区
大阪市立大学
同志社大学
立命館大学
関西大学
龍谷大学

京都産業大学
神戸学院大学
大阪産業大学
大阪商業大学

■ 関東地区
一橋大学
中央大学
駒沢大学
拓殖大学
神奈川大学

関東学院大学
横浜商科大学
山梨学院大学
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※新型コロナウイルス感染症の影響で実施できない可能性があります。

ネイティヴスピーカーの指導のもと、4技能英語の強化、留学生や海外との交流、グローバルな問題の議論やプレゼンテ
ーションなどに取り組んでいます。

グローバル教育プログラム

留学生と国際交流

留学のチャンス！

様々な国との国際交流や、日常的な留学生とのコミュニケーション、実践的英語力とグローバル
マインドを育成するプログラムなど、飯塚高校では世界につながるチャンスが広がっています。

ITC（インターナショナル・トレード・チャレンジ）、日本の次世代リーダー養成塾（福岡県推薦枠）、福岡県知の創造塾、飯
塚市スピーチコンテスト（令和元年度最優秀賞・2年度優秀賞）、模擬国連大会（渋谷教育学園主催）など、グローバル・英語
をテーマにした大会や研修に生徒をサポートしながら送り出し、世界で通用する力を養っています。

▲オンライン
　英語交流授業

令和4年度に本町東町商店街で60周年学園祭を実施 !

ユネスコスクールとは国連・ユネスコの理念に沿った教育を行う学校の世
界的ネットワークです。飯塚高校は2018年にユネスコスクールの本登録
準備のためのチャレンジ校としてユネスコ本部に登録され、国連の提唱する
SDGsをテーマとしたワークショップなど様々な取り組みを行っています。
2020年には支援大学（福岡教育大学）による審査に合格し、福岡県の私立
高校で初のユネスコスクールキャンディデートの認定を受けました。

■ユネスコスクールキャンディデート認定

トータルライセンスコースにて、福岡大学の
飛田努准教授・ゼミ生のアントレプレナーシッ
プ授業と、商店街での実践を実施。

▼福岡大学飛田ゼミコラボ授業

特進のIEやインテンシヴ等のグローバルの
授業では、英語の4技能を学びながら、ニュー
ジーランドの姉妹校とのオンライン英会話で
実際に英語を使う機会があり、コミュニケーシ
ョン力と英語力を身に付けることができます。
模擬試験や検定に対しても、先生方が熱心にサ
ポートしてくださるので、安心して本番を迎え
られます。部活動も勉強も頑張る生徒がいる
ので、毎日良い刺激をもらっています。今年は
3年ぶりにニュージーランド交換留学プログ
ラムが再開し、留学も楽しみにしています。

令和 2 年度入学
頴田中出身
原田 侑己那 さん

生徒会を対象に、SAP社協力のプログラム（Social I Camp）
で、商店街でのインタビューや活性化を考えるワークショップ
を実施しました。

◀ジュニアアチーブメント・SAPジャパン
商店街ワークショップ

日本人の友達やニュージーランドや韓国などの国からの
他の留学生との交流活動、学習上に先生の個に応じた指導、
茶道部での体験など、飯塚高校での生活は今でも記憶に残っ
ています。その経験は留学生や帰国子女の多い国際的な雰
囲気が漂っている一橋大学で、サークルなどで日本人の友達
やほかの留学生たちとうまくコミュニケーションしていく
上での強い力になっていると信じていま
す。皆さんもぜひこれからの飯塚高校で
の生活や将来の大学生活を楽しみにして
いてくださいね！

令和 2 年度卒業 中国出身 一橋大学在学

許諾瑶 さん

グローバル教育プログラムIntensiveでは、活
動を通して英語を使う能力だけでなく、世界の人
たちとコミュニケーションを取り、社会的スキル
を高められます。活動で一番必要なのは、アイデ
アや意見を他の人と共有する気持ちです。それ
がビジネスプランやスピーチを作ったり、世界の
人たちと交流したりと、他の様々な楽しいことに
つながります。先生たちは英語だけでなくコミ
ュニケーション能力を高めるのを助けてくれま
す。きっと将来にも役立つと思います。皆さん
に会うのを楽しみにしています！

令和 4 年度入学　二瀬中出身
アイーシャ・ロドリゲス さん

グローバル教育プログラム参加者から、ニュージーランド交換留学生
を選抜します（留学期間1～3ヵ月、留学先の学費無料、ホームステイ受
け入れで滞在費も無料）。
英語のみならず、様々な留学生との交流や地元マオリ族の文化も学
べます。本留学プログラムは多文化共生を深く学ぶ研修として、令和4
年度福岡県「世界に打って出る若者育成事業」に採択されました。

●ワイヌイオマタ高校（ニュージーランド）

語学教育や調理などの専門教育に力を入れている学校で、日本語
学科の生徒とオンラインや交換留学プログラムを実施しています。

●釜山観光高校（韓国）

1995年から、毎年交換留学生受け入れを実施しています。
●大連十六中学校（中国）

主なプログラム内容

［  姉 妹 校  ］

自分たちで商品を考え、
海外で販売を行うための
プランを作り英語でプレ
ゼンテーションを行うプロ
グラムです。大会にも参
加しています。

■ International Trade Challenge（ITC）
「理想の学校をつくる」
等の様々なトピックで3
カ国の姉妹校・交流校と
定期的に交流・ディスカ
ッションをしています。

■オンライン国際交流

SDGsや文化、国際問題など様々なトピックに
関して、全員が英語スピーチを作り、校内大会
実施、校外大会への参加を行っています（令和
2年度飯塚市スピーチコンテスト優秀賞（英語
部門）、3年度最優秀賞（日本語部門））。

■英語スピーチ
特定の国の大使になりき

り、紛争問題や環境問題に関
わる規制、貿易等様々なテー
マに対し、議論の上で決議案
提出をめざす活動です。

■模擬国連

［  友 好 校  ］
●ロンゴタイ高校（ニュージーランド）
●インターキッズ・バイリンガルスクール（タイ）

グローバル・インテンシヴ 放課後に実施（令和3年度：週4日）

実施時間対象コースプログラム名

全コース参加可能

IE（インテグレーテッド・イングリッシュ） 学校設定科目として実施特進アカデミック・特進グローバル

▲釜山観光高校
　との交流の様子

交換留学体験談  2018年ワイヌイオマタ高校留学

私は飯塚高校時代、グローバルプログラムで
毎日ネイティヴの先生と会話して英語を磨き、
姉妹校に留学しました。現地の先生とは今でも
交流が続いています。現在は大学で英語音声学
を学んでいますが、外国人の先生の英語も自然
に理解でき、留学経験がとても役立っています。

飯塚第二中出身 伊藤 鈴夏 さん

飯塚市商店街連合会・飯塚商工会議所
と連携協定を結び、様々な生徒活動を飯
塚中心商店街で行っています。

ニュージーランド、中国、カナダ、アメリカ、韓国、タイ等
から留学生を受け入れ、国際交流の機会に満ちた学校生活が
送れます。

久留米市の聖マリア病院とNPO法人
アイサイクルが行っているペットボトル
キャップ収集に全校で協力しています。

▲アイサイクル活動
マラウイ産のバオバブパウダーを

使ったスイーツの開発・販売を通じ
てマラウイの支援を行っています。

▲バオバブスイーツ

姉妹校ワイヌイオマタ高校から
贈られたオリジナルのハカ（ニュ
ージーランドの伝統演舞）を、現地
教員からのオンラインでの指導を
受けた上で体育祭で披露しました。

飯塚高校オリジナルハカ▶
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資格取得・進路実績

資格取得（令和 3 年度）

進学（過去 3 年） 就職（過去 3 年）

区分
3級
1級
2級
3級
1級
2級
3級

必要とされる職種

事務

自動車整備
製菓店経営

合格数
5
3
29
30
7
5
20
17
25

検定名
全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定

全国商業高等学校協会主催
ビジネス文書実務検定

全国商業高等学校協会主催
情報処理検定

三級自動車整備士
製菓衛生師国家試験

区分
2級
準2級
3級
2級
準2級
3級
3級
1級
3級

合格数
9
30
32
6
28
96
10
18
33

検定名

実用英語技能検定

日本漢字能力検定

日本商工会議所主催 簿記検定

全国商業高等学校協会主催
珠算・電卓実務検定

必要とされる職種

事務
合格率
96%

専門学校
飯塚高校自動車専攻科
福岡国土建設専門学校
麻生医療福祉専門学校
麻生看護大学校
麻生外語観光＆製菓専門学校
麻生建築＆デザイン専門学校
麻生工科自動車大学校
麻生公務員専門学校
麻生情報ビジネス専門学校
ASOポップカルチャー専門学校
麻生リハビリテーション大学校
飯塚医師会看護高等専修学校
医療ビジネス専門学校
大阪ウェディング＆ブライダル専門学校
大原自動車工科大学校
大原スポーツ公務員専門学校
大原簿記情報専門学校
沖データコンピュータ教育学院
おばせ看護学院
遠賀中央看護助産学校
北九州自動車大学校
九州医療スポーツ専門学校
九州医療専門学校

九州観光専門学校
九州スクールオブビジネス専門学校
九州デザイナー学院
九州ビジュアルアーツ
KCS福岡情報専門学校
公務員ビジネス専門学校
小倉リハビリテーション専門学校
小竹高等技術専門校
資格スクール大栄
シグマライセンススクール
製鉄記念八幡看護専門学校
千葉職業能力開発大学校
辻調理師専門学校
東京電子専門学校
中村国際ホテル専門学校
中村調理製菓専門学校
日本デザイナー学院
直方看護専修学校
原看護専門学校
ハリウッドワールド美容専門学校
バンタンクリエイターアカデミー
平岡調理・製菓専門学校
福岡医健・スポーツ専門学校

福岡医療専門学校
福岡医療秘書福祉専門学校
福岡ウェディング＆ブライダル専門学校
福岡ECO動物海洋専門学校
福岡カレッジオブビジネス
福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校
福岡こども専門学校
福岡歯科衛生専門学校
福岡情報ＩＴクリエイター専門学校
福岡デザイン＆テクノロジー専門学校
福岡天神医療リハビリ専門学校
福岡ビジョナリーアーツ
福岡ビューティーアート専門学校
福岡ベルエポック専門学校
福岡水巻看護助産学校
福岡美容専門学校
福岡リゾート＆スポーツ専門学校
福岡リハビリテーション専門学校
福岡和白リハビリテーション学院
宗像看護専門学校
八幡医師会看護専門学院
代々木アニメーション学院 東京校
ブランズイングリッシュランゲージスクール

大　　学
熊本大学
大分大学
山口東京理科大学
一橋大学
九州工業大学
佐賀大学
福岡県立大学
下関市立大学
武蔵野大学
東京都市大学
早稲田大学
慶応義塾大学
東京理科大学
中央大学
明治大学

法政大学
関西大学
立命館大学
西南学院大学
福岡大学
中村学園大学
福岡工業大学
九州産業大学
久留米大学
福岡女学院大学
筑紫女学園大学
純真学園大学
日本赤十字九州国際看護大学
九州共立大学
九州国際大学

九州女子大学
日本経済大学
西南女学院大学
西日本工業大学
久留米工業大学
九州栄養福祉大学
中京大学
昭和女子大学
横浜商科大学
帝京大学
近畿大学
龍谷大学
文教大学
摂南大学
阪南大学

国士舘大学
桃山学院大学
名古屋学院大学
名古屋商科大学
山梨学院大学
新潟産業大学
びわこ成蹊スポーツ大学
関東学院大学
大阪商業大学
大阪学院大学
大阪成蹊大学
大阪産業大学
大阪体育大学
関西国際大学
関西外国語大学

桃山学院大学
流通科学大学
神戸国際大学
神戸医療福祉大学
環太平洋大学
広島経済大学
至誠館大学
梅光学院大学
熊本学園大学
長崎国際大学
日本文理大学
沖縄大学

介護老人保健施設きんもくせい
菓子工房 はないちもんめ
株式会社 アプリス 九州工場
株式会社 エイジェック北九州オフィス
株式会社 王将フードサービス
株式会社 カカオロマンス第3工場
株式会社 きたせつ
株式会社 グローバルコミュニケーションズ
株式会社 サワダ
株式会社 サンテック
株式会社 ジーユー
株式会社 スタッフブリッジ
株式会社 竹澤建設
株式会社 テクノ・ウエスト・ジャパン
株式会社 南里住建
株式会社 パイオラックス九州
株式会社 フェイスグループ
株式会社 マルハニチロ物流サービス九州
株式会社 らそうむケアプランセンター
株式会社SKY ケアタウンあいあい
九州バルカー 株式会社
サノ・テクノ株式会社
社会福祉法人 久住会福寿園
社会福祉法人 庄内福祉会はくりゅう園
社会福祉法人 福岡コロニー
泰斗建設
テル調剤 株式会社 まどか薬局
日本ファイバー株式会社
パティスリー プルムイエ
林兼石油 株式会社
ほわいと・うぃんぐ 飯塚館
松浦医院（内科・小児科）
JR九州リゾート開発株式会社

九州指月 株式会社
鞍手共立病院
久留米運送 株式会社
佐川急便 株式会社
サンコーケアライフ㈱ライフステイいなつき
社会福祉法人 櫟会 くぬぎ苑
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院
社会福祉法人桂川福祉会明日香園
社会福祉法人芳寿会サンふれあい菰田
スギヤマプラスチック株式会社
筑豊製菓 株式会社
トヨテツ福岡 株式会社
中山福株式会社
ニシオ工販 株式会社
日産車体九州 株式会社
パーカーアサヒ株式会社 福岡工場
濱田重工業株式会社八幡支店
ハヤテレ九州株式会社福岡工場
ハローデイ 岡垣店
東福岡米穀株式会社
平田工業
松尾製菓株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社
九州ふそう
有限会社 戸田歯研
有限会社 福岡なべしま
有限会社 芳雄物流株式会社
ゆめマート
航空自衛隊
陸上自衛隊
ALSOK福岡株式会社
アイリスオーヤマ株式会社
九州西濃運輸株式会社
九州名鉄運輸株式会社
空研工業株式会社
ガイナーレ鳥取
アイン食品　株式会社
医療法人 井上会 サンライフ陽光園
一般社団法人 全日検

松本山雅FC
嘉麻市役所
九州旅客鉄道株式会社
株式会社 九電工
トヨタ自動車九州株式会社
日産自動車九州 株式会社
沢井製薬 株式会社 九州工場
株式会社 麻生飯塚病院
一番食品株式会社
アスカコーポレーション株式会社
厚木プラスティック株式会社九州工場
医療法人 和光会 あけぼの荘
医療法人一寿会 ゆうあい福智
エスケー化研株式会社九州工場
NOKエラストマー 株式会社
エネクスフリート株式会社西日本支店
大内田産業株式会社
大平食品工業 株式会社 九州工場
岡部病院
株式会社 さかえ屋
株式会社 創和建設
株式会社 宝寿
株式会社 玉置
株式会社 ニチイ学館
株式会社 パイオラックス
株式会社 マルキョウ
株式会社 リョーユーパン
株式会社 ワークステーション
株式会社 ワン・ダイニング
株式会社オートバックス福岡
株式会社北九州シーアイシー研究所
株式会社コメリ
株式会社ひよ子
株式会社ホテルセントラーザ
株式会社ミカサ
株式会社ライフパートナー はなみずき
株式会社リヴトラスト
株式会社ワタナベテクノス
九州日野自動車株式会社
九州ふじや食品 株式会社

就職率

100%

短期大学
中村学園大学短期大学部
上智大学短期大学部
折尾愛真短期大学
九州女子短期大学

近畿大学九州短期大学
福岡こども短期大学
香蘭女子短期大学
精華女子短期大学

西南女学院大学短期大学部
福岡工業大学短期大学部

男子サッカー部

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

九州高校サッカー大会～未来に繋ぐ～／ 3位
KYFA第8回九州U-18フットサル大会／ベスト4
JFA第8回全日本U-18フットサル大会福岡県大会／
優勝（2年生）・準優勝（3年生）
インターハイ福岡県大会／優勝
インターハイ全国大会／ベスト16
第100回全国高校サッカー選手権大会福岡大会／準優勝

福岡高等学校サッカー新人戦／ベスト4
第99回全国高校サッカー選手権福岡大会／ベスト4

インターハイ福岡県大会／ベスト4
福岡高等学校サッカー新人戦／準優勝
第41回九州高等学校U17サッカー大会／ベスト8
2019高円宮杯福岡県リーグ（1部）／ 3位
NEW BALANCE CHAMPIONSHIP 2019 U-16 ／優勝

2018高円宮杯福岡県リーグ（1部）／準優勝

野球部

令和3年度

令和2年度

平成30年度

平成27年度

平成24年度

平成23年度

平成21年度

平成20年度

第148回春季九州大会福岡県大会／ 4回戦敗退
第103回全国高校野球選手権福岡県大会／ベスト4
第149回秋季九州大会福岡県大会／第4位

がんばれ福岡2020福岡中央大会／優勝

第100回全国高校野球選手権福岡県大会
北福岡大会／準優勝

第136回春季九州大会福岡県大会／準優勝
第136回春季九州高校野球大会／ベスト8
第28回福岡県NHK旗選抜大会／優勝（2回目）

第94回全国高校野球選手権福岡県大会／
優勝／甲子園出場（2回目）

第128回春季九州高校野球大会／準優勝
第24回福岡県NHK旗選抜大会／初優勝

第126回春季九州高校野球大会／ベスト4

第90回全国高校野球選手権福岡県大会／
初優勝／甲子園出場

陸上部

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

全国高校総体（福井） 三段跳、円盤投、女子砲丸投、女子円盤投2名 出場
全国高等学校陸上競技対校選手権大会 円盤投、砲丸投、三段跳 出場
全日本ユースU18陸上競技選手権大会 円盤投9位、女子円盤投3位

全国高校総体（静岡） 大会中止
全国高校陸上大会（広島） 女子円盤投、女子砲丸投 出場

全国高校総体（沖縄） 走高跳、ハンマー投2名 出場
国民体育大会（茨城） 走高跳2位
日本選手権U20大会（愛知） 走高跳4位
日本選手権室内陸上（大阪） 走高跳 出場

全国高校総体（三重） ハンマー投4位、走高跳 出場
日本選手権U18大会（三重） 走高跳7位

全国高校総体（山形） ハンマー投4位、走高跳 出場
日本選手権室内陸上（大阪） 走高跳 出場
国民体育大会（愛媛） ハンマー投7位

吹奏楽部

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

第66回九州吹奏楽コンクール／銀賞
第27回管楽合奏コンテスト全国大会／優秀賞
第36回福岡県高等学校総合文化祭吹奏楽部門 福岡県大会／最優秀賞
第15回福岡県アンサンブルコンテスト／銀賞（木管八重奏）

第46回九州アンサンブルコンテスト／金賞

第35回福岡県吹奏楽コンクール／銀賞
第45回九州アンサンブルコンテスト／銀賞

第42回全国高等学校信州総文祭出場
第63回九州吹奏楽コンクール／金賞

第43回九州アンサンブルコンテスト／金賞

第35回九州マーチングコンテスト／金賞
第42回九州アンサンブルコンテスト／銀賞

製菓部（製菓コース）

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

第14回スイーツ甲子園／決勝大会／貝印賞
第16回全国高校生パンコンテスト
◎江川太郎左衛門賞　◎伊豆の国農業協同組合長賞
第11回青春レシピコンテスト／ホテル日航福岡賞

第13回スイーツ甲子園／西日本大会出場
第11回全国和菓子甲子園／全国大会出場
第15回全国高校生パンコンテスト／全国大会出場
◎江川太郎左衛門賞（優秀賞）　◎伊豆の国市長賞（優秀賞）

第12回スイーツ甲子園／全国大会出場／ヨックモック賞
第14回全国高校生パンコンテスト／
◎伊豆の国市長賞　◎静岡県教育委員会教育長賞
◎鳥越製粉賞
第9回青春レシピコンテスト／準グランプリ

第11回スイーツ甲子園／西日本大会出場
第9回全国和菓子甲子園／全国大会出場
第13回全国高校生パンコンテスト／
◎江川太郎左衛門賞　◎鳥越製粉賞
第8回青春レシピコンテスト／準グランプリ

バトントワラー 部

令和3年度 紀の国わかやま総文2021全国高等学校総合文化祭
◎パレード部門／グッドパレード賞
◎マーチングバンド・バトントワリング部門／講評者特別賞
第21回全国共通規定バトンコンテスト
◎中級ソロトワール 中・高・大・一般部門／金賞
◎上級ソロトワール 中・高・大・一般部門／金賞・銀賞
第7回全国共通規定演技ポンポンコンテスト／金賞
第49回バトントワーリング全国大会九州予選 学校部門 高等学校の部 
バトン編成／金賞〈全国大会推薦〉
第49回バトントワーリング全国大会 学校部門 高等学校の部 バトン編成／金賞
2021JAPANCUP 第25回全国高等学校マーチングバンド・ポン
ポン・バトントワーリング選抜大会 学校部門 高校バトンの部／第4位

部 活 動 実 績
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5月
▶ 後援会総会
▶ 授業参観
▶ 中間考査

6月
▶ ラブアース
 クリーン運動

7月
▶ 期末考査（3年）
▶ クラスマッチ
▶ 三者懇談会
▶ 各種ボランティア

8月
▶ オープンキャンパス
    （第1回）

▶ 各部合宿

4月
▶ 新入生事前研修
▶ 始業式  ▶ 入学式
▶ 開校記念日
▶ 歓迎遠足

12月
▶ 中間考査（1・2年）
▶ 学年末考査（3年）
▶ 三者懇談会
▶ クリスマス行事

1月
▶ 入学試験

2月
▶ 学年末考査（1・2年）
▶ マラソン大会

3月
▶ 卒業式
▶ クラスマッチ
▶ 修了式
▶ 入学予定者説明会

11月
▶ 文化祭（隔年）
▶ 修学旅行（2年）

10月
▶ オープンキャンパス
    （第2回）

▶ 秋休み
▶ 始業式
▶ 中間考査（3年）

9月
▶ 体育祭
▶ 期末考査（1・2年）
▶ 終業式
▶ 生徒会役員改選があります！他にも中間服

冬服

夏服

全教室電子黒板・Wi-Fi完備・一人一台の iPad導入（Google Workspace・ロイロ・すらら 等導入）

Drive your Ambition 
～やりたいことを思いっきり
　　やる場所がここにある～

吹奏楽部

たくさんの仲間とともに頑張る３年間！こ
こでならきっと大きな成長ができます！音
楽を通じて元気や勇気を届ける飯塚高校
の演奏をぜひみんなで演奏しましょう♪

特別進学コース　野田航平 （飯塚第一中出身）

１年生からでも練習に全員が参
加できます。昨年は春と秋の大会
で県ベスト４で、本気で甲子園が
狙えるチームです。一緒に甲子園
めざして頑張りましょう！

本気の野球を体験しよう！

野球部

健康スポーツコース　森永陽翔（城南中出身）

僕の夢はドイツでプロ選手になる
こ

とです。自分を鍛え、全国優勝す
るた

めに、飯塚高校を選びました。飯
塚高

校には選手として、人として、成
長す

るためのヒントがたくさんありま
す。

ぜひ、一緒に頑張りましょう！

TORTOISE FOOTBALL

兎を追い越す亀となれ

男子サッカー部

特別進学コース　中山晶太 （堅
上中出身）

私は、一人一人が高い意識を持ち一
丸となる姿が凄いと思い駅伝部に入部し
ました。ぜひ一緒に高みをめざしましょう！

Make a surprise

駅伝部

特別進学コース　尾園あおい 
（飯塚第一中出身）

難しい技術やハードなトレーニング
も

先輩と一緒に楽しんでます。最高
に楽

しい毎日、最高の雰囲気で絶好
調。放

課後がまちどおしいです !

笑顔は最強のフォーメーション
女子バスケット部

製菓コース　山下ひより （弓削
田中出身）

健康スポーツコース　原田泰雅 （桂川中出身）

私は柔道で全国優勝を目標とし、チー
ムを日本一に導く選手になるために飯塚
高校に入学しました。飯塚高校柔道部
で一緒に頑張って強くなりましょう！

Hold Every Moment
人生とは今一瞬のことである

柔道部

私はチアダンスを広げ様々なダンス
にも挑戦し全国制覇をする為に飯塚高
校にきました。私たちと一緒にダンス部
を盛り上げていきませんか！

Sky Daisy's
アナタが可能性のタネになる

ダンス部

トータルライセンスコース　大川唯月 （古賀中出身）

チャレンジの始まり。それぞれの
志

を集めて、心を一つに頑張ってい
ます。

３年後の自分が楽しみです。

志の集結

女子バレー部

健康スポーツコース　末次初多

 （飯塚第二中出身）

陸上競技の練習を通じて最後まであ
きらめない気持ちを身に付け、全国大
会出場を目標に活動しています。

限界突破

陸上部

健康スポーツコース　荻野陽向
 （飯塚第二中出身）

お菓子を一生の仕事にしたいと思
い入学しました。コンテストで全国大
会常連のハイレベルな環境で、お菓
子作りに夢中で取り組めます！

お菓子を通して自己実現

製菓部

製菓コース　伊集院里葉 
（飯塚第二中出身）

経験・未経験者問わず大歓迎です！
私たちと一緒に飯塚高校初の日本一に
なりませんか？

技術も人間力も楽しく向上！

バトントワラー部

こども保育進学コース　鶴田悠依 
（須恵東中出身）

世界へ飛び立て！
A Step Closer To Your
Global Dreams.

グローバル研究部
　 （グローバルプログラム Intensive）
グローバル研究部
　 （グローバルプログラム Intensive）
グローバル研究部
　 （グローバルプログラム Intensive）
グローバル研究部
　 （グローバルプログラム Intensive）

中学校では経験できなかった、たくさん
の世界の人たちとの繋がりが楽しいです！
特別進学コース　武田咲良 （嘉穂中出身）

体育系クラブ
●吹奏楽部　●製菓部　●茶道部　●書道部　●自動車部　●生徒会　●図書同好会
●グローバル研究部　●保育同好会　●自由学習同好会　●検定取得学習同好会

文化系クラブ
●野球部　●サッカー部（男子・女子）　●バトントワラー部　●軟式テニス部　●女子バレー部
●バスケット部（男子・女子）　 ●柔道部（男子・女子）　 ●駅伝部　●陸上部　●ダンス部
●野球部　●サッカー部（男子・女子）　●バトントワラー部　●軟式テニス部　●女子バレー部
●バスケット部（男子・女子）　 ●柔道部（男子・女子）　 ●駅伝部　●陸上部　●ダンス部
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