






ポイント

求められているのは医療と福祉のタイアップ！医療福祉進学コース保　育
福祉科

ハートに近づく『医療・福祉』へ

介護福祉士資格の取得方法

介護福祉士資格（登録）

　飯塚高校では３年間で、介護福祉士の受験資
格を取得できることに魅力を感じ進学を決めまし
た。初めは医療用語や人体模型を使った演習にと
まどいもありましたが、専門の先生方が丁寧にわ
かりやすく指導してくださったので、施設実習に
行っても不安なく技術を活用することができます。
実習を通して「人とふれあい・笑顔をつくる」とい
う福祉の仕事に、直接かかわることができとても
勉強になっています。

淀川 光輝（篠栗中出身）
　私は中学校の時、飯塚高校のオープン
キャンパスに参加し「介護」の魅力を感じ
「やってみたい！挑戦してみたい！」と思い進
学しました。
　飯塚高校に入学し初めは専門教科の内
容が難しく理解できなかったり、うまくいか
ないこともありました。しかし、専門教科の先生方が的確にアドバ
イスしてくださったおかげで勉強も徐々にうまくいくようになりま
した。また、学内での学習だけではなく校外学習である「施設実
習」もあり、現場の業務に直接関わることで多くの技術や人との
接し方を学ぶことができ日々成長できます。
　皆さんもぜひ飯塚高校で夢を叶えましょう。

大町 悠華（飯塚第二中出身）

こんな人を待っています・・・

医療福祉進学コースのルート

❶福祉に関心があり、介護福祉士の資格取得を目指したい人
❷看護・医療系専門学校・大学への進学目標を持っている人

卒
業
後
の
進
路

■就職先
飯塚病院、岡部病院、済生会八幡総合病院、田川病院、ライフステイい
なつき、くぬぎ苑、明日香園、新宮偕同園、株式会社ちゃい夢、はくりゅ
う園、いい穂会いいづか、すみれ園、長光園、篠栗荘、篠栗病院、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、友田病
院、鞍手共立病院、あけぼの荘、ひとみの里、サンふれあい菰田、友田
病院、鞍手共立病院、笑寿の森　他

■進学先
聖マリア学院大学
九州共立大学
近畿大学九州短期大学
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大学校
麻生医療福祉専門学校
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
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
宗像看護専門学校　他

淀川 光輝（篠栗中出身）

❷看護・医療系専門学校・大学への進学目標を持っている人

Students’ Messages
在校生メッセージ

介護福祉士国家試験

介護福祉士
養成施設等（2年以上）

福祉系
高等学校等

特例
高等学校等

福祉系高校ルート 実務経験ルート養成施設ルート

※1年課程の場合は、
・福祉系大学等
・社会福祉士養成施設等
・保育士養成所等
を卒業したのち入学

実務経験3年以上実務経験
9ヶ月以上

実務者研修

++

松尾 一馬 （飯塚第一中出身）
社会医療法人 関愛会 佐賀関病院 放射線科勤務
診療放射線技師

税田 悠暉 
（幸袋中出身）
社会福祉法人　
穂波学園勤務
生活支援員（医務担当）
准看護師

梅田 桃菜 
（頴田中出身）
九州医療スポーツ専門学校
在籍
看護科

足黒 茉奈美 
（金川中出身）
和光会介護老人保健施設
あけぼの荘勤務
介護職

堺 陽望 
（穂波西中出身）
麻生飯塚病院勤務
介護職

中村 穂乃花 
（庄内中出身）
社会保険田川病院勤務
医療事務

松本 悠希 
（桂川中出身）
桂川福祉会
特別養護老人ホーム
明日香園勤務
介護職

勝木 咲良 （庄内中出身）
医療法人想医会 泌尿器科C．U．クリニック勤務
病棟・外来准看護師

1.福祉サービスに必要な「人間と社会」「介護」

  「こころとからだのしくみ」の3分野を学びます。

2.福祉施設での介護実習（1年次・2年次にそれぞれ20日間、　

   3年次25日間）において福祉サービス業務を学びます。

3.卒業年度に介護福祉士の国家試験を受験できます。

4.卒業後は介護福祉士や看護助手として福祉施設や病院への

   就職および医療系専門学校、大学への進学を目指します。

飯塚医師会看護高等専修学校等から指定校推薦を
いただき、看護の道への可能性が広がりました。

TOPICS

+

　飯塚高校の「資格を取って社会貢献」と
いうコンセプトに魅力を感じ、福祉コース
を受験しました。
　専門的な授業は常に新鮮で、実生活に
即した知識や技術はとても分かりやすいと
思っています。
　特に現場を体験する施設実習は、少しでも入所されている
方々の生活を支援できたらという気持ちで活動するので大きな
充実感があります。
　『人と関わる仕事に就く』『誰かを支える』という目標に向けて
頑張ることができるコースです。

田中 萌（飯塚第一中出身）

「受験資格」の取得

国家試験受験

看護系大学
看護専門学校（２～3年）

看護師国家試験

飯塚高校卒業後

介護福祉士
（高校卒業までに）

看護等医療職
（高校卒業後専門学校へ進学し

2～3年で）

福祉・看護・の
資格を持って社会へ

医療・福祉分野で活躍する卒業生
医
療
福
祉
進
学
コ
ー
ス
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資　格

こどもと共に成長する保育のスペシャリストを目指すこども保育進学コース保　育
福祉科

教育目標

子どもの発達と保育
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。

子ども文化
こどもと遊び、こどもの表現
活動、児童文化財などに関す
る知識と技術を学びます。 ピアノ実習

保育士として必要なピアノを
基礎から学び、音楽の知識・技
術を身に付けます。

遊具・被服製作
こども達のために遊具・被服を
製作するだけでなく、保育技術
検定対策として造形表現技術を
学びます。

保育実習
保育所等で実際にこども達と関
わりながら保育を経験します。

ダンス・リトミック
音楽に合わせて楽しく身体を動
かし、表現させるための技術と
指導方法を学びます。

社会福祉基礎・介護演習
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。

●子どもを知り、好きになり、将来保育に従事する者としての心構えを身につけた人材の育成
●凡事徹底を実行し、子どもにとって模範となる人材の育成
●保育士（先生）と呼ばれる自覚を持ち、正しい職業倫理観に基づいた判断と行動ができる人材の育成
●命を育み、人間の基礎を構築していく保育や幼児教育に対して自己の価値観を持てる人材の育成
●子どもに関する知識の習得・実習を通して、さらなる探求心を持つ人材の育成

人間教育を第一とし、保育の現場に

主な
学習内容

Q1

A

ピアノの経験はありませんが、
大丈夫でしょうか？
　大丈夫です。毎週3時間ピアノ室での授業
があり、1人につき1台のピアノで個人のペー
スや進度に応じたレッスンが受けられます。

Q2

A

保育技術検定とはどのようなものですか？

　文部科学省後援の保育に関する知識と技術
（ピアノ、リズムや遊具製作、読み聞かせ等）
の検定です。3級から受験し、卒業までに1級
取得を目指します。

Q3

A

卒業後はどんな進路がありますか？

　保育系の大学・短期大学へ進学し、保育士
や幼稚園教諭を目指します。
　また、介護職員初任者研修（旧ホームヘル
パー２級）を活かして、福祉系の大学進学や介
護施設等への就職も可能です。

Q4

A

実習にはどんなものがありますか？

保育園や幼稚園等での保育実習があります。

●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）

Graduates’ Messages
卒業生メッセージStudent’s Message

在校生メッセージ

奧田 聖矢
（庄内中出身）

　私は、中学2年生の頃から「子どもと関わる仕
事がしたい」という夢があり、子どもや保育につ
いての専門教科が学べる飯塚高校への進学を希
望しました。入学前まで、ピアノの経験がなく、と
ても不安でしたが、1人1台のピアノが完備されて
いるピアノ室での授業や放課後の課外でも先生
方が1から基礎を教えてくれるため、少しずつで
すが弾けるようになっています。
　また、高校の近くにある愛宕幼稚園での実習
では、1年生次から月に1回の実習があり、子ども
たちともたくさん関わることができています。授
業で作成した教材を実際に持っていき、活用す
ることができます。
　飯塚高校で学んでいく中で行きたい大学も見
つかり、現在はその目標に向かって頑張っていま
す。子どもが好き・興味がある人や保育士になり
たいなどの夢がある人は、ぜひ飯塚高校で一緒
に夢を叶えましょう！

　私は、他の学校にはない「こども保育」とい
うコース名に惹かれ、子どもと関わる実習や今
まで習ったことのないピアノの授業があること
などに魅力を感じて入学を決めました。
　高校の幼稚園実習で子どもたちと関わるう
ちに、これから先の子どもの成長に興味を持ち
始め、小学校教諭を目指す道を選択しました。
大学ではもちろん、教師になった今でもこども
保育進学コースで学んだ保育の知識や実習で
培った子どもたちとの関わり方を現場で活かす
ことができています。
　私は飯塚高校に入学していなければ、小学
校教諭として働いていなかったと思います。こ
ども保育進学コースを選んだことで、可愛い子
どもたちとの出会い、夢を見つけることもで
き、何よりも他の高校では経験できない授業
を受けることができたことは本当に良かったで
す。

阿部 香琳
平成30年度卒業
（飯塚鎮西中出身）

　私は中学生の頃にこども保育進学コースを
知り、興味のある保育について学ぶために入学
しました。
　飯塚高校では愛宕幼稚園での実習があり、
授業で教わった手遊びや絵本の読み聞かせを
すぐに実践に移すことができる環境が魅力だ
と思います。また、ピアノの授業があり専門の
先生に基礎から教えていただき、実習でも使
える童謡を弾き歌いできるようになりました。
　飯塚高校での経験は四年制大学の保育系に
通っている私にとってはとても強みになってい
ます。大学では、日誌の書き方やピアノの練習、
子供の発達段階などの講義がありますが、飯
塚高校で教わった内容が基礎となっている所
も多く、気持ち的に余裕を持って講義を受ける
ことができています。

筑紫女学園大学
人間科学部人間科学科 
初等教育・保育専攻 
幼児保育コース

後藤 鈴奈
平成26年度卒業
（庄内中出身）

飯塚市立小中一貫校
穂波東校小学部　
勤務

合
格
実
績

■大学
西南学院大学
福岡大学
中村学園大学
九州女子大学
西九州大学
筑紫女学園大学
大阪大谷大学

■短期大学
中村学園大学短期大学部
九州女子短期大学
純真短期大学
福岡こども短期大学
近畿大学九州短期大学
東筑紫短期大学

こども
保育進

学コー
ス

Q&A

　放課後の時間を利用し、認定こども園愛宕幼稚園の預かり保育
の補助に入りながら研修を行う制度です。学校の定期考査や行事
等を除き、年間を通じて子どもたちと関わることができるため、通
常の保育実習よりも子どもたちと触れ合う時間が多く、子どもたち
の日々の成長や保育士・幼稚園教諭の仕事をより身近に学ぶことが
できます。

愛宕幼稚園補助研修生制度

こ
ど
も
保
育
進
学
コ
ー
ス
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きみが
目指す

資格取
得はこ

れだ！

クルマ好きからカードクターへ自動車専攻科卒業後

専攻科で二級整備士を取得して
プロデビュー！

授業内容について

業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート

主な就職実績

実践に沿った作業や修理の実習を中心に行います。
■教育科目

科目 教育内容

学科

自動車工学
自動車の構造・性能、自動車の力学・数学、電気・電子理論、
材料、燃料・潤滑剤、図面

エンジン、シャシ、故障探究

整備作業機器、測定機器、検査機器

手仕上げ工作、機械工作

基本計測

エンジン（点検、分解、組立、調整、検査）、シャシ（点検、分解、組立、
調整、検査）、電装（点検、分解、組立、調整、検査）、故障探究

自動車整備

機器の構造・取扱い

自動車検査

自動車整備に関する法規

工作作業

測定作業

自動車整備作業

自動車検査作業

実習

●二級ガソリン自動車整備士　
●二級ジーゼル自動車整備士　
●危険物取扱者（乙種第四類）
●アーク溶接技能
●ガス溶接技能　　
●低圧電気取扱い業務特別教育　
●小型移動式クレーン運動技能　
●玉掛け技能　
●有機溶剤作業主任者技能　
●フォークリフト運転技能　ほか

1 エンジンメンテナンス

エンジンの基礎をしっかり学んだ後、
始動できる状態に組上げます。

3 基本計測作業

エンジンの色々なコンディションをつかむために、
正確・精密な計測を学びます。

2 電装チェック

電装部品は、車両より取り外し分解点検を実施、
作業チェックもしっかり行います。

4 シャシメンテナンス

車両のサスペンス・動力伝達機構を全て一度分解
組付けを行い、運転可能な状態まで組上げます。

6 学科授業

自動車に関する内容を基礎から学びます。

5 手仕上げ工作

手仕上げ工作は、金のこやヤスリ工程と簡単な
塗装補修まで、幅広く勉強していきます。

4年3年2年1年

高
等
学
校
卒
業

本
校
専
攻
科
入
学

就
　
職

三
級
自
動
車
整
備
士

二
級
自
動
車
整
備
士

二
級
自
動
車
整
備
士

修業年限２年・実技試験免除

実務経験１年以上 実務経験3年以上（実務・学科）

高等学校
（自動車科・三級合格者）

二級国家試験 二級自動車整備士（実技・学科） 合格２年以上の実務経験

通常早くて４年が本校では２年の最短期間で取得できます

業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート
6月

業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート
8月

業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート
10月

業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート
12月

業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート業界人を目指すため、徹底した就職指導でサポート
3月～4月1月～3月

就職
ガイダンス

就職希望調査
企業研究（会社訪問）
夏季企業説明会

就職内定採用試験
履歴書
面接指導
企業説明会

就職希望
最終調査
個人面談

●福岡トヨペット（株）
●福岡トヨタ自動車（株）
●トヨタカローラ博多（株）
●トヨタカローラ福岡（株）
●ネッツトヨタ北九州（株）
●トヨタＬ＆Ｆ福岡（株）
●福岡日産自動車（株）
●北九州日産モーター（株）
●日産プリンス福岡販売（株）
●（株）飯塚ホンダ
●（株）スズキ自販福岡
●いすゞ 自動車九州（株）
●（株）九州マツダ
●福岡小松フォークリフト
●（株）YANASE
●太陽建機レンタル（株）

少ない学費で一生の資格と技術を修得しよう！

学費が他校より
59万円安い!

・嶋田学園奨学金制度があります
・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。

専門学校平均 本校

学費が他校より

210
万円

151
万円

2年間

2年間

M essage

自動車専攻科　科長

　本校の多くの生徒が自動車専攻科へ進学し、国家
二級自動車整備士を目指しています。
　高校で学んだ基礎知識と、社会人としてのマナー
を就職活動に活かし第一希望の会社への内定を決
めています。私たちと一緒に学び夢を叶えましょう。

髙橋 みどり

　内部進学者の中から優秀な成績をおさめた者に、
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。

内部進学者嶋田奨学生制度

合格率

100％
全員受験、全員合格！！
●二級ガソリン自動車整備士　
●二級ジーゼル自動車整備士　

就職率
100％

※入学金、2年間の授業料、
資格取得料等
全て含まれています。

※内部進学者は、
　特典として3万円安くなります。

DOWN

入学に
ついて

のご案
内

自
動
車
専
攻
科
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スポーツを通した人間教育健康スポーツコース総合学科

自分の強みを活かし、
夢と希望を持った日本のリーダーを育成

　健康スポーツコースは、野球部・男子サッカー部・陸上部・駅伝部・女子バ
レー部・バトントワラー部・柔道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一志望の進路決定率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。

健康スポーツコースの実習

健康スポーツコースの専門教科

プロのアスリートを目指し、
夢を実現する力が健康スポーツコースで養えます。

渡辺 健史（広川中出身）
［2016年 福岡ソフトバンクホークス入団］

村越 凱光（国府津中出身）
［2020年 松本山雅FC入団］

野球部

柔道部

女子バレー部バトントワラー部

サッカー部

陸上部駅伝部

　私は陸上部に所属し投てきを中心に活動を行っ
ています。部活動に専念したくて飯塚高校の健康ス
ポーツコースに入学しました。このコースの魅力は
スポーツについて知識や理解をより深めることがで
きることです。また、健康スポーツコースは6時間目
から部活動ができ、練習時間が十分に取れ、力を伸
ばすことができるコースです。私の目標は「日本一」
です。1年次はあと一歩のところでインターハイに
届かず悔しい思いをしましたが、目標を実現するた
めに頑張ります。

　健康スポーツコースは部活動に専念しやすいコ
ースです。週4日、6校時目から部活動をることがで
き、多くの時間を練習時間に費やすことができます。
練習量が増えることで大会の成績も伸び、インター
ハイに出場することができました。また、健康スポー
ツコースでは、様々なスポーツ実習に取り組むこと
ができ、スポーツへの興味関心が高まります。部活
動を全力で取り組みたい人にはとても最適なコース
です。

強化指定部
紹介

Students’ Messages
在校生メッセージ

白金 想
（穂波東中出身）

陸上部
西垣内 和輝
（穂波東中出身）

自己ベスト記録　円盤投げ（37ｍ23cm）
砲丸投げ（10ｍ86cm）

令和元年度インターハイ出場（3000ｍSC） バルセロナオリンピック
アトランタオリンピック出場
女子バレーボール元日本代表キャプテン（セッター）

進路実績
1
年
次

2
年
次

3
年
次

海浜実習　
アイススケート実習 水泳実習

水泳大会

ゴルフ実習

スポーツ理論
スポーツ生理学
トレーニング実技

アイスホッケー実習
ゴルフコース実習

ゴルフコース実習
ボウリング実習

進路指導

習熟度別授業
夏期課外授業
3年生向け演習授業

駅伝部

　女子バレー部では、目標達成のために努力・創意
工夫を求め、想像力を養うことを大切に活動を行っ
ています。また、女性としての気づきを身につけチー
ムワークで競技力の向上に励んでいます。
　健康スポーツコースは、スポーツのルール、歴
史、マナーやモラルを学び、社会に貢献できる人間
力を身につけることができるコースです。

濱田 千枝子（旧姓 中西）
女子バレー部監督

松本山雅FC
トヨタ自動車（株）
日産自動車九州（株）
（株）九電工
沢井製薬（株）

一番食品（株）
濱田重工（株）
（株）明治九州工場
オリエンタルホテル
自衛隊　他

就職

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、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

進学

T eacher’s Message
先生からのメッセージ

健
康
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ス
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5

6

7

8

9

●新入生事前研修
●始業式
●入学式
●開校記念日
●歓迎遠足

●後援会総会
●授業参観
●中間考査

●ラブアースクリーン運動

●期末考査（3年）
●クラスマッチ
●三者懇談会（1・2年）

●オープンキャンパス（第1回）
●各部合宿
●三者懇談会（3年）

●体育祭
●期末考査
　（1・2年）
●終業式
●生徒会
　役員改選

入学式

歓迎遠足

飯塚山笠

海外修学旅行

卒業式

植樹ボランティア

文化祭
クリスマス行事

立岩獅子舞

マラソン大会

体育祭

10

11

12

  1

  2

  3

●オープンキャンパス
　（第2回）
●秋休み
●始業式
●中間考査（3年）

●文化祭（隔年）
●修学旅行（2年）

●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

●入学試験

●学年末考査（1・2年）
●マラソン大会

●卒業式
●クラスマッチ
●修了式
●入学予定者説明会

年間スケジュール

各種ボランティア
●飯塚山笠
●ふれあいサマー
　スクーリング  
●遠賀川源流の森づくり  
　下草刈り  
●立岩獅子舞

年間スケジュール
Campus Schedule

IIZUKA
SCHOOL
UNIFORM

【学校制服】

冬服 Winter Version夏服 Summer Version

キャンパスには、限りない可能性が詰まっている。

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。

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。

親元を離れて飯塚高校に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。

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。

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。

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。

高齢者や障害がある人の日常生活をサポートする介護福祉
士を育てるために最新の電動ベッドなどを設置。施設・設備
面を充実させ学びやすい環境を整えています。

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。

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。

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。

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！

キャンパス紹介
Campus Information

製菓
実習室 

総合
グラウンド

愛宕寮雨天
練習場

図書館

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。

聖堂

介護
実習室 

カウンセ
リング室

コンピュータ
室

食堂

自動車
整備実習場

体育館

あたご
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▲スイーツ甲子園受賞作品

女子バレー部

駅伝部 陸上部女子バスケット部

軟式テニス部女子柔道部男子柔道部

男子バスケット部

書道部 物理科学部

女子サッカー部

生徒会

自動車部

伝統芸能・ボランティア部茶道部

流 し た 汗 は 裏 切 ら な い 。
部活動 Club Activities

ダンス部

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

吹奏楽部/製菓部/茶道部/書道部
物理科学部/自動車部
伝統芸能・ボランティア部/生徒会
図書同好会/グローバル研究部
保育同好会

吹奏楽部
平成28年度
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
平成29年度
第43回九州アンサンブルコンテスト 金賞

平成30年度
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
平成31年度
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

バトントワラー部

男子サッカー部
平成29年度
第96回全国高校サッカー選手権福岡大会 ベスト4
平成30年度
2018高円宮杯福岡県リーグ（1部）準優勝
令和元年度
インターハイ福岡大会 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

製菓部（製菓コース）
平成29年度
第10回スイーツ甲子園 西日本大会出場
第8回和菓子甲子園 全国大会銀賞
第12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7回青春レシピコンテスト 準グランプリ

平成30年度
第11回スイーツ甲子園 西日本大会出場
第9回和菓子甲子園 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

令和元年度
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

2018年度
第46回バトントワーリング全国大会 金賞
第44回全日本バトントワーリング選手権　
　ソロトワール6位
第44回全日本バトントワーリング選手権　
　トゥーバトン6位 世界大会推薦

2019年度
第10回IBTFグランプリ大会　
　トゥーバトン香月李央出場決定
第47回バトントワーリング全国大会 金賞
第45回全日本バトントワーリング選手権九州大会
　ソロトワール 2位・4位 全日本選手権推薦
　トゥーバトン 3位・6位 全日本選手権推薦
　ペア 6位 全日本選手権推薦
　フリースタイル個人 世界選手権選考会推薦

野球部

平成20年度
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
平成21年
第126回春季九州高校野球大会　ベスト4
平成23年
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
平成24年
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）
平成27年
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）
平成30年度
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　

部活動　戦績

文化系クラブ体育系クラブ
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オーストラリア修学旅行
　本校では2年生のときに、オセアニアを中心として、シドニー、ブリスベン、ケアンズなどのオーストラリア、ニュー
ジーランドのオークランドでのファームステイを実施しています。（シンガポール経由の場合もあります）
　生徒は現地の人とふれあい、共に生活をすることで異文化を肌で知ることができました。ホストファミリーとの別
れを惜しむあまりに涙を流すこともあったりと、感動の連続です。（諸事情により変更になる可能性があります）

　教員がパソコン上で授業を行い
リアルタイムで配信するなど、メ
ディアを利用して授業内容を教
え、生徒の理解度を把握したり、生
徒からの意見や質問に応対するこ
とで、十分な指導を併せ行う授業
を行っています。
　オンライン授業の方法として、
教員が授業をリアルタイムで配信
する「同時配信授業」と、生徒が好
きな時に受講できる「オンデマン
ド授業」があります。

　飯塚高校は平成31年度に、国連ユネスコが管轄するユネスコスクールチャレンジ
校としてSDGsへの取り組みを開始しました。
　持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能で、
よりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地
球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 
SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なも
のであり、日本としても積極的に取り組んでおり、本校も活動に参加しています。
　平成31年度は活動審査を担当する支援大学（ASPUniv.Net）から高い評価を得
て、本登録プロセスが進行しています。

IIZUKA TOPICS 飯塚高校はホットな話題がいっぱい！
TOPICS

　本校では2年生のときに、オセアニアを中心として、シドニー、ブリスベン、ケアンズなどのオーストラリア、ニュー

　生徒は現地の人とふれあい、共に生活をすることで異文化を肌で知ることができました。ホストファミリーとの別

　本校では2年生のときに、オセアニアを中心として、シドニー、ブリスベン、ケアンズなどのオーストラリア、ニュー

TOPICS

持続可能な開発目標SDGｓ（エス・ディー・ジーズ）への取り組み

オンライン授業はインターネット上でおこなう遠隔授業のことです

生徒会ペットボトルキャップ回収

製菓活動

TOPICSオンライン授業
ユネスコスクールチャレンジ校
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