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 ～　校　章　～

三つの色はそれぞれ空、桂、桜、を示し、学校が未来に向かっ
て伸びゆく姿を象徴しています。また、花弁の重なりは固い
結束を意味し、均整のとれた花の形は、多くの学科・コース
を有する総合制高校として目指す理想を表しています。



1 2

■校　訓

■大館桂桜カリキュラム・マネジメント

■特色ある教育活動

習得力

～２１世紀を生き抜くために桂桜生に身に付けさせたい力～

生徒一人ひとりの能力を最大限に伸ばし、地域社会を愛し、
自立してふるさと秋田の発展に貢献できる人間の育成を目指す。

知識や技能を身に付ける力
① 話を聞く力　　　　　　　② 理解する力
③ 継続する力

思考力
課題を発見し、根拠をもって原因と解決策を考える力
① 疑問を持つ力　　　　　② 発想する力
③ 論理的に考える力　　　④ 分析し判断する力

行動力
自らの意志で主体的に行動する力
① 計画する力　　　　　　② 話し合う力　　　③ 役割を見つける力
④ 実行する力　　　　　　⑤ 良好な人間関係を構築する力

発信力
自分の考えを、わかりやすく他者に伝える力
① 情報を選択する力　　　② 発表する力
③ ＩＣＴを活用する力

■ 秋田看護福祉大学、秋田職業能力開発短期大学校、鷹巣技術専門校などとの連携
      
■ 特別支援学校、小学校、介護施設等でのボランティアの定期的・恒常的な実施
      
■ ものづくりを通じて学んだ知識・技術を活用して、地域社会に貢献
      ■ ＩＣＴ教育への取り組み

本校では開校以来、ICT教育への取り組みと
してスマートフォンやタブレット端末を活用
した学びへの対策を行っています。生徒の学
びの到達度や進路希望に合わせた学習、自宅

での学習促進のための問題および配信動画な
どの活用により、自ら学習に向かう環境を整
えています。また、先生に質問したいときは
このシステムで行うこともできます。

全県総体／体育祭／期末考査6 月

県北総体／中間考査5 月

始業式／入学式／対面式／生徒総会4 月

年間行事（主なもの）教育理念

体育祭

修学旅行（２年生）／生徒会役員選挙11 月

中間考査／桂桜祭10 月

12 月 期末考査／終業式／冬季課外

卒業式／修了式3 月

ひな祭り茶会／学年末考査2 月

冬季課外／大学入学共通テスト／始業式1 月

就職試験（３年生）9 月

体験入学／夏季課外／インターハイ／始業式／校内対抗8 月

甲子園予選／終業式／夏季課外7 月
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主な進路先主な成績
●部活動
●水泳部 

 

●陸上競技部 

●野球部

●サッカー
●バスケットボール男子

●バトミントン 

●卓球男子
●弓道
●柔道

●芸術部
　（書道班）

　（美術班）

●写真部
●工作部

（令和３年度） （令和４年３月卒業生）

進 学
国公立大学

国公短期大学

弘前大学、岩手大学、岩手県立大学、秋田県立大学

就 職
機械科 【県　内】 （株）大館製作所、東光鉄工（株）、大館桂工業（株）、秋田工営（株）、ニューロング工業（株）大館工場、ニプロ

（株）大館工場、ニプロファーマ（株）大館工場、コマツ秋田（株）、小坂製錬（株）
【県　外】 東日本旅客鉄道（株）、日本製鉄（株）東日本製鉄所君津地区、（株）本田技術研究所、プレス工業（株）、トヨタ

自動車（株）、キョーラク（株）
【公務員】 自衛官

土木・建築科 【県　内】 花岡土建（株）、大館桂工業（株）、（株）サンテックス、ニプロ（株）大館工場、（有）羽沢住宅建築、（株）ハムセン
ター秋田、（株）北鹿、（株）田中建設、（株）石川組、エコマネジメント（株）尾去沢事業所

【県　外】 佐川急便（株）、山崎製パン（株）、日本振興（株）、日本道路（株）東北支店、佐田建設（株）
【公務員】 大館市役所、自衛官

普通科 【県　内】 （株）プラスチックホンダ、秋田工営（株）、ニプロファーマ（株）大館工場、ニプロ（株）大館工場、厚生ビル
管理（株）、エヌピーエス（株）、あきた北農業協同組合、（株）伊徳、ヤマト運輸（株）秋田主管支店、ＤＯＷＡ
運輸（株）、（株）虹の街、（福）大館圏域ふくし会

【県　外】 （株）セノン、アイリスオーヤマ（株）
【公務員】 大館市役所、自衛官

生活科学科 【県　内】 （株）サンテックス、ヤマト運輸（株）秋田主管支店、（福）大館圏域ふくし会、（福）花輪ふくし会、（株）オフィス
２１秋田支店、（福）大館市社会福祉事業団、重寿し、ニプロファーマ（株）大館工場、（株）丸大サクラヰ薬局、
ニプロ（株）大館工場、大館ケアサポート企業組合デイサービスセンター　さくら、小坂通運（株）、フジパン
ストアー（株）

【県　外】 （株）アストリア、アイリスオーヤマ（株）

電気科 【県　内】 （株）ＴＴＫエンジ秋田、奥羽電気設備（株）、コマツ秋田（株）、大館桂工業（株）、（福）大館市社会福祉事業団、
ニプロファーマ（株）大館工場、石垣鐵工（株）、（株）タクミ電機工業、比内時計工業（株）

【県　外】 （一財）東北電気保安協会、（株）エヌ・ティ・ティ　エムイー（NTT-ME）、（株）ユアテック、東日本電気エン
ジニアリング（株）、東京パワーテクノロジー（株）、（医）松田会 介護老人保健施設 エバーグリーン・イズミ、
東北電力ネットワーク（株）

短期大学 青森中央短期大学、柴田学園大学短期大学部、仙台青葉学院短期大学、聖園学園短期大学、桜の聖母短期大学

山形県立米沢女子短期大学

文部科学省管轄外短期大学校 東北職業能力開発大学校、秋田職業能力開発短期大学校、山形県立産業技術短期大学校

看護医療系専修・各種学校 仙台保健福祉専門学校、仙台リハビリテーション専門学校、秋田リハビリテーション学院、　　
秋田しらかみ看護学院、晃陽看護栄養専門学校、首都医校

その他専修・各種学校 青森県ヘアーアーチスト専門学校、S.K.K. 情報ビジネス専門学校、上野法律ビジネス専門学校、
北日本医療福祉専門学校、北上コンピュータ・アカデミー、北日本ハイテクニカルクッキング
カレッジ、盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校、盛岡ヘアメイク専門学校、仙台医療福祉専
門学校、仙台ウェディング＆ブライダル専門学校、仙台 ECO 動物海洋専門学校、仙台こども
専門学校、仙台リゾート＆スポーツ専門学校、東北電子専門学校、ファッション文化専門学校
DOREME、宮城調理製菓専門学校、秋田ペット美容学院、東京スクールオブミュージック専
門学校、東放学園専門学校、トヨタ東京自動車大学校、了徳寺学園医療専門学校、早稲田美容
専門学校

私立大学 札幌学院大学、弘前学院大学、岩手保健医療大学、富士大学、盛岡大学、石巻専修大学、尚絅学院大学、東北学院大学、
東北工業大学、宮城学院女子大学、秋田看護福祉大学、東北公益文科大学、医療創生大学、女子栄養大学、千葉
商科大学、中央学院大学、立正大学、東海大学、金沢工業大学

●各科コンテスト・コンクール等
●工業科

●生活科学科

•全県総体

•全国大会

•全県新人

•全県総体

•全県新人

•秋季全県大会（準優勝）

•秋季東北大会（初出場）

•県北総体
•県北新人
•ウインターカップ予選
•全県新人

•県北総体、県北新人
•全県総体
•県北総体

•県北新人

•県高校総合美術展
•県高校総合美術展

•県高校総合美術展
•県エコカーレース競技大会
•工業クラブロボット競技大会

•県高校生ものづくりコンテスト

•県家庭クラブ研究発表会

男子総合優勝（２連覇）
男子50m、100m自由形１位、他入賞５種目
女子800m自由形１位、他入賞３種目
※東北大会　男子100m自由形４位・200m自由形５位
インターハイ　男子100m自由形出場　
国体　少年男子Ｂ50m・100m自由形、
　　　　オープンウォータースイミング男子5km・女子5km

（コロナ禍で中止）
全日本選手権　オープンウォータースイミング
　　　　　　　男子5km・女子5km　出場
男子50m・100m・1500m自由形１位
男子200mバタフライ１位、他入賞１種目
女子400m自由形１位、他入賞２種目
※東北新人　男子50m自由形３位・100m自由形４位
女子棒高跳２位、女子走高跳３位
東北大会６種目１０名出場
女子フィールド総合３位
女子走高跳１位、女子円盤投２位、男子三段跳３位
２　回　戦　本校　６－５　角　　館
順々決勝　本校　８－６　秋　　田
準　決　勝　本校　８－６　大曲工業
決　　勝　本校　１－10　能代松陽
２　回　戦　本校　６－４　聖和学園
準々決勝　本校　２－５　八戸工大一
準優勝
準優勝
３位
男子２部 シングルス２位、２部 ダブルス２位
女子２部 シングルス３位
男子団体優勝
男子個人 ３位（優秀選手賞）
男子60kg級・81kg級 優勝
女子団体２位　女子63kg級 優勝
女子団体２位　女子63kg級 優勝

書道部門　推奨１名、入選４名
絵画部門　推奨１名、入選４名
デザイン部門　推奨３名、入選４名
写真部門　特賞（R4全国高校総合文化祭出品決定）
３位
２位、３位

測量部門団体の部　２位（東北大会出場）
溶接部門団体の部　２位、個人の部　２位、３位
電子回路組立部門　２位（東北大会出場）
最優秀賞・特別賞
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男子総合優勝（２連覇）
男子50m、100m自由形１位、他入賞５種目
女子800m自由形１位、他入賞３種目
※東北大会　男子100m自由形４位・200m自由形５位
インターハイ　男子100m自由形出場　
国体　少年男子Ｂ50m・100m自由形、
　　　　オープンウォータースイミング男子5km・女子5km

（コロナ禍で中止）
全日本選手権　オープンウォータースイミング
　　　　　　　男子5km・女子5km　出場
男子50m・100m・1500m自由形１位
男子200mバタフライ１位、他入賞１種目
女子400m自由形１位、他入賞２種目
※東北新人　男子50m自由形３位・100m自由形４位
女子棒高跳２位、女子走高跳３位
東北大会６種目１０名出場
女子フィールド総合３位
女子走高跳１位、女子円盤投２位、男子三段跳３位
２　回　戦　本校　６－５　角　　館
順々決勝　本校　８－６　秋　　田
準　決　勝　本校　８－６　大曲工業
決　　勝　本校　１－10　能代松陽
２　回　戦　本校　６－４　聖和学園
準々決勝　本校　２－５　八戸工大一
準優勝
準優勝
３位
男子２部 シングルス２位、２部 ダブルス２位
女子２部 シングルス３位
男子団体優勝
男子個人 ３位（優秀選手賞）
男子60kg級・81kg級 優勝
女子団体２位　女子63kg級 優勝
女子団体２位　女子63kg級 優勝

書道部門　推奨１名、入選４名
絵画部門　推奨１名、入選４名
デザイン部門　推奨３名、入選４名
写真部門　特賞（R4全国高校総合文化祭出品決定）
３位
２位、３位

測量部門団体の部　２位（東北大会出場）
溶接部門団体の部　２位、個人の部　２位、３位
電子回路組立部門　２位（東北大会出場）
最優秀賞・特別賞

1 2

■校　訓

■大館桂桜カリキュラム・マネジメント

■特色ある教育活動

習得力

～２１世紀を生き抜くために桂桜生に身に付けさせたい力～

生徒一人ひとりの能力を最大限に伸ばし、地域社会を愛し、
自立してふるさと秋田の発展に貢献できる人間の育成を目指す。

知識や技能を身に付ける力
① 話を聞く力　　　　　　　② 理解する力
③ 継続する力

思考力
課題を発見し、根拠をもって原因と解決策を考える力
① 疑問を持つ力　　　　　② 発想する力
③ 論理的に考える力　　　④ 分析し判断する力

行動力
自らの意志で主体的に行動する力
① 計画する力　　　　　　② 話し合う力　　　③ 役割を見つける力
④ 実行する力　　　　　　⑤ 良好な人間関係を構築する力

発信力
自分の考えを、わかりやすく他者に伝える力
① 情報を選択する力　　　② 発表する力
③ ＩＣＴを活用する力

■ 秋田看護福祉大学、秋田職業能力開発短期大学校、鷹巣技術専門校などとの連携
      
■ 特別支援学校、小学校、介護施設等でのボランティアの定期的・恒常的な実施
      
■ ものづくりを通じて学んだ知識・技術を活用して、地域社会に貢献
      ■ ＩＣＴ教育への取り組み

本校では開校以来、ICT教育への取り組みと
してスマートフォンやタブレット端末を活用
した学びへの対策を行っています。生徒の学
びの到達度や進路希望に合わせた学習、自宅

での学習促進のための問題および配信動画な
どの活用により、自ら学習に向かう環境を整
えています。また、先生に質問したいときは
このシステムで行うこともできます。

全県総体／体育祭／期末考査6 月

県北総体／中間考査5 月

始業式／入学式／対面式／生徒総会4 月

年間行事（主なもの）教育理念

体育祭

修学旅行（２年生）／生徒会役員選挙11 月

中間考査／桂桜祭10 月

12 月 期末考査／終業式／冬季課外

卒業式／修了式3 月

ひな祭り茶会／学年末考査2 月

冬季課外／大学入学共通テスト／始業式1 月

就職試験（３年生）9 月

体験入学／夏季課外／インターハイ／始業式／校内対抗8 月

甲子園予選／終業式／夏季課外7 月



普通・生活科学科は、くくり募集です。 普通・生活科学科は、くくり募集です。

3 4

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

自らの将来を設計し課題を設定して、その解決のため
に自主的に学び、地域に貢献する人材の育成を目指す。

普通 ・
生活科学科
全　員

文理コース

実用英語技能検定／実用数学技能検定／日本漢字能力検定
簿記実務検定／情報処理検定　等

同じ科目を学習

普通科 文理コース
３年
畠 山 風 花（女）
大館市立北陽中学校出身

　大館桂桜高校では、自分の将来にあった学科やコースを選択することができます。
普通科・文理コースは、主に大学・短大・専門学校への進学を目指すコースとなっ
ています。そのため、授業内容もより深くなります。どの授業も工夫されていて、
ためになるものばかりです。　
　私の夢は、生徒に信頼される養護教諭になることです。２年生の時点では、まだ
他の分野にも興味があり迷っていましたが、経験豊富な先生方と何度も面談をしたり、
家族と話し合ったりして今の夢を決めることができました。進路についてまだ迷っ
ている人、目標が定まっている人、どちらにも親切かつ丁寧にサポートしてくれる
環境が大館桂桜高校には揃っています。
　そして、学習面・進路面だけでなく、さまざまな部活動や委員会があり、多方面
でたくさんの生徒が活躍しています。学校行事も毎年すごく盛り上がっています。
明るいエネルギーで溢れる大館桂桜高校で楽しい三年間を送りましょう！

メッセージ

普通科

先輩からの

国公私立四年制大学や医療系・看護系専門学校等への
進学を目指します。

ビジネスコース
実用的な資格を取得して、卒業後の就職を目指します。基礎・基本の定着を

図ります。

コース
選　択

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

家庭や福祉の専門科目の学習を通じて身に
付けた知識と技術を生かして、衣・食・福祉
のスペシャリストを育成する。

普通 ・
生活科学科
全　員

生活実践
コース

被服製作技術検定（和服）／被服製作技術検定（洋服）
食物調理技術検定／介護職員初任者研修　等

同じ科目を学習

生活科学科 福祉コース
３年
佐々木　杏（女）
大館市立第一中学校出身

　生活科学科には生活実践と福祉の２つのコースがあります。私の将来の夢は保育士で
すが、授業を通してコミュニケーション能力を高め、自分が将来働く立場になったとき様々
な年齢の方と人間関係を築く力を身に付けたいと思い、福祉コースに進みました。福祉コー
スでは、３年生になると介護職員初任者研修の資格取得ができます。また城西小学校の
児童や比内支援学校の生徒と手作り体験やレクリエーションをして、交流学習を行ってい
ます。さらに大館を盛り上げたいという思いから、地域の方と連携した家庭クラブ活動に
も力を入れています。昨年は高齢者の方々とお茶っこ会をしたり、地元食材を利用したメ
ニューで桂桜カフェの運営をしました。特に親子料理教室で子どもたちと一緒にかまぶく
を作ったり、子育てキラキラフェスタ、桂桜カフェで絵本の読み聞かせをしたりした活動が、
私にとって将来の夢に近づく、良い経験になりました。
　このように生活科学科では地域の方との交流や実践的な実習を通して、自分の将来に
つながる知識、技術を身に付けることができます。大館桂桜高校で夢を実現させましょう！

メッセージ

生活科学科

先輩からの

家庭科の資格取得等を通して、専門的な知識や技術を
身に付けます。

福祉コース
介護職員初任者研修を通して、地域の福祉を支える担
い手を育成します。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択

フードデザイン選択

服飾デザイン選択

工業科は、各科での募集です。

7 8

土木・建築に関する基本的な知識と技
術を習得し、地域産業を支える実践的
な土木・建築技術者を育成する。

土木・建築科

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

土木・建築科
全　　員

土 木 コ ー ス

測量士補／土木施工管理技術検定／建築施工管理技術検定
技能士３級（建築大工）／危険物取扱者／計算技術検定
パソコン利用技術検定／初級ＣＡＤ検定／建築ＣＡＤ検定 等

同じ科目を学習

土木・建築科 建築コース
2年
渡 部 流 星（男）
大館市立第一中学校出身

　私は幼稚園の頃から家にある牛乳パックや段ボールなどを使って工作することが大好
きでした。小学校高学年で住宅に関わる仕事に就きたいと思い、中学校でもその思いは
変わらず、大館桂桜高校の土木・建築科に入ろうと決めました。最初は、全く土木・建築
についての知識がないため、どれくらい授業についていけるのか不安でしたが、土木・
建築の様々な基礎的な知識を先生達が丁寧にわかりやすく授業や実習で教えてくれるの
で、更に興味の幅が広がっていき、とても楽しくなっていきました。２・３年生になると
土木と建築の２つのコースに分かれて、より専門的な学習をしていきます。土木コース
では、様々な測量に関する実習をします。より正確に作業をすることが求められます。建
築コースでは、建物の製図を手書きしたり、パソコンでＣＡＤソフトを使い建物を立体化
していきます。どちらのコースも私たちの生活を支える大切なことを学べます。是非、土
木・建築科へ入学し私たちと一緒に地元のまちづくりに貢献する人材を目指しませんか！

メッセージ
先輩からの

土木施工管理の資格取得や施工・実習などのものづく
り教育を通して、実際に活用できる能力を身に付けます。

建 築 コ ー ス
建築に関する法規や構造などの知識を学び、建築施工
管理の資格取得を通して、実践的な技術を身に付けます。基礎・基本の定着を

図ります。

コース
選　択

部 活 動

運動部 文化部

●野球部

●弓道部

●卓球部

●柔道部

●剣道部

●水泳部

●陸上競技部

●サッカー部

●ラグビー部

●バドミントン部

●ソフトテニス部

●ソフトボール部

●男子バスケットボール部

●女子バスケットボール部

●男子バレーボール部

●女子バレーボール部

●吹奏楽部

●演劇部

●食物部

●茶華道部

●写真部

●文芸部

●芸術部

　（書道班／美術班）

●電気部

　（メカトロ班／無線班）

●情報処理部

●工作部

●ＪＲＣ部

●郷土芸能同好会



工業科は、各科での募集です。

7 8

土木・建築に関する基本的な知識と技
術を習得し、地域産業を支える実践的
な土木・建築技術者を育成する。

土木・建築科

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

土木・建築科
全　　員

土 木 コ ー ス

測量士補／土木施工管理技術検定／建築施工管理技術検定
技能士３級（建築大工）／危険物取扱者／計算技術検定
パソコン利用技術検定／初級ＣＡＤ検定／建築ＣＡＤ検定 等

同じ科目を学習

土木・建築科 建築コース
2年
渡 部 流 星（男）
大館市立第一中学校出身

　私は幼稚園の頃から家にある牛乳パックや段ボールなどを使って工作することが大好
きでした。小学校高学年で住宅に関わる仕事に就きたいと思い、中学校でもその思いは
変わらず、大館桂桜高校の土木・建築科に入ろうと決めました。最初は、全く土木・建築
についての知識がないため、どれくらい授業についていけるのか不安でしたが、土木・
建築の様々な基礎的な知識を先生達が丁寧にわかりやすく授業や実習で教えてくれるの
で、更に興味の幅が広がっていき、とても楽しくなっていきました。２・３年生になると
土木と建築の２つのコースに分かれて、より専門的な学習をしていきます。土木コース
では、様々な測量に関する実習をします。より正確に作業をすることが求められます。建
築コースでは、建物の製図を手書きしたり、パソコンでＣＡＤソフトを使い建物を立体化
していきます。どちらのコースも私たちの生活を支える大切なことを学べます。是非、土
木・建築科へ入学し私たちと一緒に地元のまちづくりに貢献する人材を目指しませんか！

メッセージ
先輩からの

土木施工管理の資格取得や施工・実習などのものづく
り教育を通して、実際に活用できる能力を身に付けます。

建 築 コ ー ス
建築に関する法規や構造などの知識を学び、建築施工
管理の資格取得を通して、実践的な技術を身に付けます。基礎・基本の定着を

図ります。

コース
選　択

部 活 動

運動部 文化部

●野球部

●弓道部

●卓球部

●柔道部

●剣道部

●水泳部

●陸上競技部

●サッカー部

●ラグビー部

●バドミントン部

●ソフトテニス部

●ソフトボール部

●男子バスケットボール部

●女子バスケットボール部

●男子バレーボール部

●女子バレーボール部

●吹奏楽部

●演劇部

●食物部

●茶華道部

●写真部

●文芸部

●芸術部

　（書道班／美術班）

●電気部

　（メカトロ班／無線班）

●情報処理部

●工作部

●ＪＲＣ部

●郷土芸能同好会

普通・生活科学科は、くくり募集です。 普通・生活科学科は、くくり募集です。

3 4

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

自らの将来を設計し課題を設定して、その解決のため
に自主的に学び、地域に貢献する人材の育成を目指す。

普通 ・
生活科学科
全　員

文理コース

実用英語技能検定／実用数学技能検定／日本漢字能力検定
簿記実務検定／情報処理検定　等

同じ科目を学習

普通科 文理コース
３年
畠 山 風 花（女）
大館市立北陽中学校出身

　大館桂桜高校では、自分の将来にあった学科やコースを選択することができます。
普通科・文理コースは、主に大学・短大・専門学校への進学を目指すコースとなっ
ています。そのため、授業内容もより深くなります。どの授業も工夫されていて、
ためになるものばかりです。　
　私の夢は、生徒に信頼される養護教諭になることです。２年生の時点では、まだ
他の分野にも興味があり迷っていましたが、経験豊富な先生方と何度も面談をしたり、
家族と話し合ったりして今の夢を決めることができました。進路についてまだ迷っ
ている人、目標が定まっている人、どちらにも親切かつ丁寧にサポートしてくれる
環境が大館桂桜高校には揃っています。
　そして、学習面・進路面だけでなく、さまざまな部活動や委員会があり、多方面
でたくさんの生徒が活躍しています。学校行事も毎年すごく盛り上がっています。
明るいエネルギーで溢れる大館桂桜高校で楽しい三年間を送りましょう！

メッセージ

普通科

先輩からの

国公私立四年制大学や医療系・看護系専門学校等への
進学を目指します。

ビジネスコース
実用的な資格を取得して、卒業後の就職を目指します。基礎・基本の定着を

図ります。

コース
選　択

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

家庭や福祉の専門科目の学習を通じて身に
付けた知識と技術を生かして、衣・食・福祉
のスペシャリストを育成する。

普通 ・
生活科学科
全　員

生活実践
コース

被服製作技術検定（和服）／被服製作技術検定（洋服）
食物調理技術検定／介護職員初任者研修　等

同じ科目を学習

生活科学科 福祉コース
３年
佐々木　杏（女）
大館市立第一中学校出身

　生活科学科には生活実践と福祉の２つのコースがあります。私の将来の夢は保育士で
すが、授業を通してコミュニケーション能力を高め、自分が将来働く立場になったとき様々
な年齢の方と人間関係を築く力を身に付けたいと思い、福祉コースに進みました。福祉コー
スでは、３年生になると介護職員初任者研修の資格取得ができます。また城西小学校の
児童や比内支援学校の生徒と手作り体験やレクリエーションをして、交流学習を行ってい
ます。さらに大館を盛り上げたいという思いから、地域の方と連携した家庭クラブ活動に
も力を入れています。昨年は高齢者の方々とお茶っこ会をしたり、地元食材を利用したメ
ニューで桂桜カフェの運営をしました。特に親子料理教室で子どもたちと一緒にかまぶく
を作ったり、子育てキラキラフェスタ、桂桜カフェで絵本の読み聞かせをしたりした活動が、
私にとって将来の夢に近づく、良い経験になりました。
　このように生活科学科では地域の方との交流や実践的な実習を通して、自分の将来に
つながる知識、技術を身に付けることができます。大館桂桜高校で夢を実現させましょう！

メッセージ

生活科学科

先輩からの

家庭科の資格取得等を通して、専門的な知識や技術を
身に付けます。

福祉コース
介護職員初任者研修を通して、地域の福祉を支える担
い手を育成します。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択

フードデザイン選択

服飾デザイン選択



工業科は、各科での募集です。 工業科は、各科での募集です。
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１年生

取得奨励資格等

２・３年生

機械技術に関する基本的な知識と技術を習得し、地域
産業を支える実践的な機械技術者を育成する。

機 械 科
全　　員

加工技術コース

技能士３級（機械検査、普通旋盤、マシニングセンタ、機械保全）
危険物取扱者／溶接技術者評価試験／基礎製図検定
機械製図検定／計算技術検定／パソコン利用技術検定

同じ科目を学習

機械科 制御技術コース
3年
田 中 光 蔵（男）
鹿角市立花輪第一中学校出身

　機械科では、全員技能士・全員ジュニアマイスター・全員希望進路達成を目標に、日々の学習や資格取
得に力を入れています。資格取得では、全員で取得するものの他に自分の進路に合った資格を一人ひと
りが取り組めるよう先生方がサポートしてくれます。その結果、卒業までに多くの資格に合格し、将来に
役立つと共に、自信を付けることができます。
　私は、機械のことなど何も知らずに入学しましたが授業や実習を通して機械の仕組みや整備・組立に
興味を持つようになりました。先生方が親身になってわかりやすく教えてくださるので専門的な知識や技
能を身に付けることができます。また、大館桂桜高校は部活動や学校行事が盛んで、充実した学校生活を
送ることができます。私は柔道部に所属し部員同士で切磋琢磨しながら日々の活動に取り組んでいます。
　私は現在、卒業後は機械の専門性を生かし宇宙開発関係の企業に就職したいという目標を持っています。
ものづくりが好きな人、将来は機械関係の仕事に就きたい人、大学などに進学して更に専門性を高めたい
人はぜひ機械科に来てください。

メッセージ

機械科

先輩からの

「ものづくり」の基礎となる材料や加工法、製図、設
計の基礎的知識を学びながら、実習を通して実践的な
技能技術を身に付けます。

制御技術コース
機械の基本的知識を学んだ上で、電子機械や機械制御
技術について学び、最新の技術に対応できる能力と技
能を身に付けます。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択

１年生

取得奨励資格等

２・３年生

電気に関する基本的な知識と技術を習得し、地域産業
を支える実践的な電気技術者を育成する。

電 気 科
全　　員

電気技術コース

第一種・第二種電気工事士／電気工事施工管理技術検定
第三種電気主任技術者／工事担任者／ＩＴパスポート／危険物取扱者
基礎製図検定／計算技術検定　等

同じ科目を学習

電気科 電気技術コース
3年
奈 良 遼 真（男）
大館市立第一中学校出身

　私は電気に興味があり、資格を取得したいと思い本校の電気科に入ることにしました。電
気の勉強は難しそう、危ないというイメージを抱く人もいるでしょう。私自身そうでした。
しかし、先生方や先輩方からたくさんのことを教えて頂いたおかげで、資格を取得し、毎日
楽しく学んでいます。コース別の学習では電気技術コースと情報通信コースに分かれ、それ
ぞれの専門的なことを学習します。電気技術コースでは電気について基本から学びます。ま
た、電気工事士などの資格については実習を通した学習で理解し、取得に向けて活かしてい
きます。情報通信コースは、ハードウェアやソフトウェアなどの基礎知識をパソコンを使っ
て実践的に学ぶことができます。最初は不安に思うことがたくさんありましたが、丁寧に教
えてくれるので安心して取り組むことができました。大館桂桜高校は授業や資格取得に集
中できる環境が整っており、行事や部活動と両立しながら学ぶことができると思います。電
気に興味がある人、技術を身に付けたい人、ぜひ電気科へ。皆さんの入学を待っています。

メッセージ

電気科

先輩からの

電気工事士や電気主任技術者の資格取得を目指し、発
電や送電、電気機器の基礎知識を学び、実習を通して
実践的な技術を身に付けます。

情報通信コース
高度情報化社会に対応するためにコンピューターの
ハードウェアやソフトウェアまた、ネットワークにつ
いて学び、実習を通して実践的な技術を身に付けます。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択


