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■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が身に付ける力～

生徒一人一人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連携した実習の実施
      
■ 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、被災地支援など地域社会に貢献
      
■ ＩＣＴ教育への取り組み

本校では 2016 年度より、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課題や動画の配信により、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。

教育理念

桂
　
桜
　
力
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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
大学入試センター試験
始業式

1 月

期末考査
終業式
冬季課外

12 月

修学旅行（２年生）
生徒会役員選挙11 月

中間考査
学校祭10 月

就職試験（３年生）9 月

夏季課外
インターハイ
始業式
校内対抗

8 月

期末考査
甲子園予選
終業式
夏季課外

7 月

全県総体
体育祭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

主な年間行事

卒業証書授与式

対面式
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普通・生活科学科は、くくり募集です。

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・生活科学科１年

大　澤　汰　靖
大館市立南中学校出身

　大館桂桜高校は自分の視野を広げるだけでなく、様々な活動を通して心身とも
に成長できる学校だと思います。２年生からはコースに分かれてそれぞれの専門
分野について学び、自分の将来の目標に近づくことができます。私は大学進学を
目指しているので、文理コースに進もうと思い、普通・生活科学科を選択しました。
入学当初は高校の勉強の進む速さについていけるか心配でしたが、先生方はとて
も丁寧に教えてくれます。クラス内でペアになって活動することも多いので、い
つも楽しく授業を受けることができます。
　大館桂桜高校は科やコースだけでなく、部活動も豊富にあります。私は最初運
動部に入ろうと思っていましたが、ものづくりに惹かれ、工作部に入部しました。
まずやってみないとどのようなものかを知ることができないと思います。どんな
ことにも挑戦し、その魅力を理解することを通じ、将来の選択肢を広げていきた
いと思います。一緒に大館桂桜高校で充実した生活を送っていきましょう。

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
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普通・生活科学科は、くくり募集です。

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

普通・生活科学科１年

三　澤　恵　瑠
大館市立第一中学校出身

　私は将来、福祉関係の仕事に就くことを希望しているので、生活科学科の福祉
コースで学びたいと思い、大館桂桜高校を選びました。普通・生活科学科は２年
生から普通科と生活科学科の様々なコースに分かれ、自分が学びたい分野につい
て深く学べるという点が魅力の一つだと思います。
　高校生活が始まった今、授業の内容をより理解するために予習・復習の大切さ
を実感し、毎日実行できるように努めているところです。部活動は吹奏楽部に入
部しました。先輩たちの練習に対する取り組みから学ぶことも多く、自分の技術
を磨きあげながら人としても成長していきたいと思っています。
　クラスや部活動で新しい友達もたくさんでき、先生や先輩たちのおかげで楽しい
高校生活を送っています。勉強と部活動の両立がこれからの高校生活で大きな目標
になりますが、一日一日を大切にしながら将来の夢に向かって頑張っていきたいと
思います。多様なコースがある大館桂桜高校で私たちと一緒に過ごしてみませんか。

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
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工業科は、各科での募集です。

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（普通旋盤、マシニングセンタ、機械検査）
アーク溶接特別講習／２級ボイラー技術／危険物取扱者
機械製図検定／基礎製図検定　等

同じ科目を学習

機械科１年

藤　沢　貫　太
大館市立田代中学校出身

　工業科では専門的な知識を学ぶ授業が多くあります。入学当初は、授業につい
ていけるか不安でしたが、授業は楽しく、わからないところは先生方が丁寧にしっ
かりと教えてくれるので不安はすぐになくなりました。大館桂桜高校は校舎が新
しく、専門的なことを学べる設備が充実しているので、入学してよかったと思っ
ています。
　また、部活動の数が多く、挑戦してみたいことができるのもよいところの一つ
だと思います。私はラグビー部に所属し、部員同士で高めあいながら日々の練習
に取り組んでいます。
　高校に入学してから出会った友達、先輩方、先生方のおかげで今は充実した学校
生活を送ることができています。将来、機械関係の職業に就きたいと考えている皆
さん、これから始まる３年間の高校生活を、大館桂桜高校で過ごしてみませんか。

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、実践技能技術を身に付
けます。

制御技術コース

コンピュータによる機械制御やＣＡＤなどを実際に活
用できる能力を身に付けます。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択
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工業科は、各科での募集です。

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　等

同じ科目を学習

電気科１年

金　森　　　柊
大館市立東中学校出身

　私は電気科に在籍し、将来の仕事に生かすことのできる資格を取得することを
目指して日々の授業に真剣に取り組んでいます。最初は、電気のことについてわ
からないことが多く、とても不安でしたが、先輩たちや先生方のアドバイスを聞
いて、今では安心して学習に取り組むことができています。
　また、大館桂桜高校には様々な部活動や学校行事があり、とても充実した生活
を送ることができます。私はバスケットボール部に所属し、新しくきれいな体育
館での練習をがんばっています。
　まだまだ学ぶことは多く、初めてのことばかりなので、しっかり勉強と部活動
を両立させ、将来の目標を意識しながら生活していきたいと思っています。将来、
電気関係の仕事に就きたいと考えている皆さん、一緒に大館桂桜高校の電気科で
勉強してみませんか。

メッセージ

電気科

先輩からの

第一種・第二種電気工事士の資格取得を通して、実践
的な技術と知識を身に付けます。

情報通信コース

情報通信ネットワーク技術を学び、高度情報化社会に
対応できる能力を身に付けます。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択
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工業科は、各科での募集です。

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

土木施工管理技術検定／測量士補／建築施工管理技術検定
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１年

安　部　芳　大
大館市立下川沿中学校出身

　大館桂桜高校は、大館高校、大館桂高校、大館工業高校の３校が統合してでき
た学校です。創立からわずか４年ということで、校舎は新しく、快適な環境で勉
強や部活動に励むことができます。
　私の将来の夢は家を建てる大工になることなので、建築コースに進むことがで
きる土木・建築科を選択しました。できるだけ多くの資格を取得できるように日々
の授業に取り組んでいます。将来、土木・建築関係の職業に就きたい、大学に進
学したいと考えている人には特に、最高の学びの場となるはずです。
　大館桂桜高校には、ここでは語り尽くせないほどたくさんの魅力があります。
その魅力をともに味わいましょう。そして、スタートを切ったばかりの大館桂桜
高校の未来をともに創り上げていきましょう。大館桂桜高校土木・建築科への入
学をお待ちしています。

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る。

建 築 コ ー ス

住宅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
ける。

基礎・基本の定着を
図ります。

コース
選　択
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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



9

主な成績

●部活動
●陸上競技部 •全国高校総合体育大会 (ｲﾝﾀｰﾊｲ) 男子三段跳　出場
 •Ｕ１８日本陸上競技選手権 ８００ｍ　出場
 •日本陸上競技選手権リレー競技大会 Ｕ１８男女混合４×４００ｍＲ　２名出場
 •東北大会 男子三段跳　６位
 •東北新人 男子４００ｍ２位、男子４００ｍＨ３位、
  女子棒高跳６位
 •県選手権大会 入賞４種目（延べ１０名）
 •県民体育大会 入賞３種目（延べ３名）
 •全県総体 男子総合４位
  （ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合１位、ﾄﾗｯｸ総合３位、混成総合３位）
  女子総合２位（ﾄﾗｯｸ総合３位、混成総合２位）
  男子棒高跳１位、ほか入賞１４種目（延べ２１名）、
  東北大会出場１４種目（延べ２１名）
 •全県新人 男子総合３位（ﾄﾗｯｸ総合２位）
  男子４００ｍ１位、男子４００ｍＨ１位、
  女子棒高跳１位、ほか入賞８種目（延べ１６名）
●弓道部 •国民体育大会 １名出場
 •全国高等学校弓道選抜 女子団体出場、男子個人１名出場
 •東北弓道選抜大会 女子団体３位
 •県春季大会 男子団体２位
 •全県総体 女子個人３位
 •県民体育大会 男子総合２位、近的競技２位、遠的競技２位
  女子団体　遠的競技２位
 •全県新人 男子個人２位、女子団体１位
●水泳部 •全県総体 入賞５種目（延べ８名）
 •全県新人 男子総合１位
  男子１５００ｍ自由形２位、男子１００ｍ平泳ぎ２位、
  女子４×１００ｍメドレーリレー２位
  ほか入賞６種目（延べ１３名）
●ソフトテニス部 •東北インドア大会 女子個人１組出場
 •県インドア大会 女子個人３位
●柔道部 •東北新人 女子個人　無差別級１名出場
 •全県新人 女子個人　無差別級２位、軽中量級３位
●電気部 •全国高校ＡＲＤＦ競技大会 ２名出場
　（無線班） •全日本ＡＲＤＦ競技大会 １名出場予定（北海道地震により中止）
 •県高校ＡＲＤＦ春季大会 団体２位、個人２位＆３位
 •県高校ＡＲＤＦ大会 団体３位
●工作部 •全国高校ロボット競技大会 出場（３年連続）
●吹奏楽部 •全日本マーチングバンド・バトントワーリング東北大会
  フェスティバルの部　ドラマチックパフォーマンス賞・ヤマハ賞
●芸術部 •県美術展覧会 洋画部門　入選１名
　（美術班 •県高校総合美術展 デザイン部門　推奨３名、入選３名
　／書道班）  絵画部門　入選５名
  書道部門　推奨２名、入選５名
 •県高校席書大会 １等４名、２等３名
●写真部 •県高校写真連盟展 入選１名
 •県高校総合美術展 写真部門　推奨１名
●食物部 •高校生おいしく減塩・野菜もとれるレシピコンクール　　特別賞（１組）

●各科コンテスト・コンクール等
●生活科学科 •県高校生商品開発コンテスト 優秀賞２組
 •スマイルフードプロジェクト 奨励賞１組
 •県高校家庭クラブ研究発表大会 学校家庭クラブ活動の部　優秀賞
●工業科 •県高校生ものづくりコンテスト 溶接部門　最優秀賞１名、測量部門団体の部１位、
 •秋田の住宅コンクール 優秀賞
 •県高校建築設計作品コンクール 優秀賞
 •高校生「橋梁模型」作品発表会 優秀賞・プレゼンテーション賞 「金名橋」

（平成30年度）



10

主な進路先
（平成31年３月卒業生）

進 学
国公立大学 弘前大学、秋田大学、秋田県立大学

就 職
機械科 【県　内】東光鉄工㈱、ニプロ㈱大館工場、戸田精工㈱、エコシステム花岡㈱、㈱大館製作所、コマツ秋田㈱、Ｕ

Ｄトラックス㈱、小坂製錬㈱、㈲保安産業
【県　外】新日鐵住金㈱君津製鐵所、山崎製パン㈱、トヨタ自動車㈱、㈱ＪＦＥウイング、プレス工業㈱、日産

自動車㈱、㈱本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター、㈱ジーテクト本社、ＵＤトラックス㈱
【公務員】防衛省・自衛隊自衛官

土木・建築科 【県　内】白川建設㈱、㈱プラスチックホンダ、（社福）大館市社会福祉事業団、㈱伊藤羽州建設、エヌピーエス㈱、
花岡土建㈱、㈱ワイズホーム、平和建設㈱、㈱日立金属ネオマテリアル北日本工場秋田製造部、秋田
グルーラム㈱、（社福）大館圏域ふくし会、㈱小板橋建設、㈱サンテックス

【県　外】大崎建設㈱、㈱ロピア、日鋪建設㈱、ＪＦＥ物流㈱東日本事業所、日産車体マニュファクチュアリング㈱、
東京水道サービス㈱、ポラスハウジング千葉㈱

【公務員】防衛省・自衛隊自衛官

普通科 【県　内】ニプロ㈱大館工場、㈱丸大サクラヰ薬局（ハッピー・ドラッグ）、ニューロング秋田㈱、㈱ユニクロ、
大館ヤクルト販売㈱、㈱日立金属ネオマテリアル北日本工場秋田製造部、㈱ホテル鹿角、（社福）大館
圏域ふくし会、㈱サンテックス、トヨタカローラ秋田㈱

【県　外】日産自動車㈱、㈱虎屋、東京美術紙工協業組合、㈱成城石井、日本金属㈱板橋工場、キヤノン㈱
【公務員】秋田県警察・警察官

生活科学科 【県　内】ニプロ㈱大館工場、（社福）大館市社会福祉事業団、ニプロファーマ㈱大館工場、㈱伊徳、㈱丸大サク
ラヰ薬局（ハッピー・ドラッグ）、㈱かづの観光物産公社道の駅かづの「あんとらあ」、秋田ホーセ㈱秋
北工場

【県　外】フジパン㈱、㈱ファインズ東京、㈱サンデリカ町田事業所、㈱ツクイ、㈱サッポロライオン（就職進学）

電気科 【県　内】㈱吉田電設、㈱タクミ電機工業、大館桂工業㈱、㈱ユアテック、奥羽電気設備㈱、エコシステム秋田㈱
【県　外】東日本電気エンジニアリング㈱、キヤノン㈱、三菱重工業㈱横浜製作所、日野自動車㈱、㈱ＮＴＴ東

日本‐東北、㈱電気工事平間組、㈱サンデリカ仙台第一事業所、三栄電気工業㈱東京支店、北九州空調
㈱大阪営業所、㈱京王設備サービス、東北電力㈱、住友電気工業㈱横浜製作所、藤井電機㈱大阪本社

短期大学 青森中央短期大学、東北女子短期大学、弘前医療福祉大学短期大学部、盛岡大学短期大学部、仙台青葉学院短期
大学、日本赤十字秋田短期大学、目白大学短期大学部

文部科学省所管外大学 東北職業能力開発大学校

文部科学省所管外短期大学 秋田職業能力開発短期大学校

看護医療系専修・各種学校 岩手医科大学医療専門学校、岩手県立二戸高等看護学院、盛岡医療福祉専門学校、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、秋田県歯科医療専門学校、秋田しらかみ看護
学院、秋田リハビリテーション学院、土浦医師会附属准看護学院、東武医学技術専門学校、亀
田医療技術専門学校、東京電子専門学校、千葉労災看護専門学校、昭和大学医学部附属看護専
門学校、大阪医療技術学園専門学校

その他専修・各種学校 青森中央文化専門学校、弘前厚生学院、上野法律ビジネス専門学校、北日本ハイテクニカルカレッ
ジ、盛岡ペットワールド専門学校、花壇自動車大学校、仙台スイーツ＆カフェ専門学校、仙台
デザイン専門学校、仙台リゾート＆スポーツ専門学校、東亜和裁仙台支部、東北電子専門学校、
東北動物看護学院、専門学校日本デザイナー芸術学院、東日本航空専門学校、宮城調理製菓専
門学校、秋田県立鷹巣技術専門校、大原簿記情報ビジネス専門学校大宮校、ＥＳＰエンタテイメ
ント東京、大原情報ビジネス専門学校、大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校、東京スポーツ・
レクリエーション専門学校、東放学園専門学校、日本菓子専門学校、日本外国語専門学校

私立大学 北海道科学大学、東北女子大学、八戸工業大学、弘前医療福祉大学、弘前学院大学、東北学院大学、東北工業大学、
東北生活文化大学、宮城学院女子大学、秋田看護福祉大学、東北芸術工科大学、亀田医療大学、神田外国大学、
千葉商科大学、東都医療大学、拓殖大学、東京女子体育大学、東洋大学、松蔭大学、湘南工科大学、桐蔭横浜大学、
金沢工業大学、聖隷クリストファー大学



 ～　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。

秋田県立大館桂桜高等学校
〒017‐0872　秋田県大館市片山町 3‐10‐43
TEL 0186-59-6299　 FAX 0186-42-0901
URL http://www.odatekeio-h.akita-pref.ed.jp
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