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本日は、戸畑高校「中学生体験入学」に参加していただき、ありがとうござ

います。本校のことをより深く知っていただくため、本校が生徒及び保護者に

配布しています学校通信「フェニックス」の中学生版をお届けします。

福岡県立戸畑高等学校
〒804-0042 北九州市戸畑区夜宮3丁目１－１

TEL：093-871-0928（事務室）

093-871-3045（職員室）

http://tobata.fku.ed.jp

中学生版

この学校通信は

本校生徒用も含

めＨ Ｐにもアップ

しています



戸畑高校で、あなたの夢を実現させよう！

１ 平成29年３月卒業生（69回生）主な進路実績

九州大 5名（昨年度 3名）
大阪大 1名
お茶の水女子大 1名
九工大 11名（昨年度 9名）
福教大 9名（昨年度 7名）
北九大 21名（昨年度 30名）

国公立大 計 128名 54.5%
県内の県立高校の中でも高い合格率です。

２ 理系の合格率が上昇中！

up!
Ｈ２８年度（６８回生）

難関である 九州大学薬学部 に合格しました。

Ｈ２９年度（６９回生）

長崎大（薬） 1名 東京理科大（薬） 1名
福岡大（薬） ７名 など のべ薬学部１２名に大幅増

３ 地元国公立大学に強い！ グローカルな人財の育成

九州大学や九州工業大学をはじめ、福岡教育大学・北九州市立大学・福岡女子大

学・福岡県立大学・下関市立大など自宅から近い国公立大学に多数合格していま

す。一方で昨年度は大阪大学・お茶の水女子大学にも現役合格し、全国の国公立

大学への合格実績も上がってきています。

４ 奨学金制度も充実！

本校卒業生の寄付金により創設された本校独自の奨学金制度があり、成績優秀かつ

経済的理由により就学困難な生徒に対して、各学年５名までに１人あたり年間１８万

円、大学進学後は年間３６万円が給付されます。



【本校の特色】
＝「他校」にない何かがある＝

●何事にもまじめに一所懸命に取り組んでいる多くの

生徒がいる。

●部活動も盛んに行い、「文武両道」を成し遂げてい

る多くの生徒がいる。

●生徒会活動が活発で、特色ある行事も多く、明るく

充実した高校生活を送っている多くの生徒がいる。

●昨年度（平成２８年度）の生徒出席率は、９９％以

上と高く、休むことなく楽しく通学し、出席皆勤を

成し遂げている多くの生徒がいる。

●「関東・関西研修」「イングリッシュキャンプ」

等、様々な校外学習活動が実施されている。

●ＩＣＴ機器が充実し、ＩＣＴを活用した授業(アクテ

ィブ・ラーニング)が展開されている。

●同窓生から大きな支援をいただき、本校独自の奨学金

制度が充実している。

●昨年（平成２８年）学校創立８０周年、そして今年度

８１年目を迎えた伝統校である。

※来年度より若松区にお住まいの皆さんも本校への通

学が可能になります。ぜひ「戸高」でともに勉学に

励みましょう。

「戸畑高校」は、何事にも一所懸命に頑張る

皆さんを応援します。



静岡大 人文社会学部 男子 硬式テニス部 早鞆中学出身

中村学園大 栄養科学学部 女子 水泳部 戸ノ上中学出身

熊本大 工学部 男子 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 東郷中学出身

九州工大 情報工学部 男子 野球部 門司中学出身

産業医大 産業保健学部 女子 吹奏楽部 松ケ江中学出身

山口大 経済学部 男子 情報ﾒﾃﾞｨｱ部 柳西中学出身

九州工大 工学部 男子 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 柳西中学出身

尾道市立大 経済情報学部 女子 水泳部 緑丘中学出身

広島経大 経済学部 男子 野球部 緑丘中学出身

お茶の水女子大 文教育学部 女子 書道部 板櫃中学出身

九州大 経済学部 男子 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 板櫃中学出身

九州大 工学部 男子 陸上競技部 板櫃中学出身

公立鳥取環境大 環境学部 女子 演劇部 霧丘中学出身

下関市立大 経済学部 男子 弓道部 霧丘中学出身

長崎大 薬学部 女子 水泳部 思永中学出身

長崎大 工学部 男子 硬式テニス部 思永中学出身

山口大 経済学部 男子 野球部 篠崎中学出身

福岡女子大 国際文理学部 女子 弓道部 篠崎中学出身

福岡教育大 教育学部 女子 水泳部・美術部 白銀中学出身

九州大 工学部 男子 陸上競技部 南小倉中学出身

佐賀大 理工学部 男子 野球部 南小倉中学出身

山口大 教育学部 女子 卓球部 城南中学出身

熊本県立大 環境共生学部 男子 硬式テニス部 企救中学出身

山口大 工学部 男子 化学部 志徳中学出身

熊本大 工学部 男子 サッカー部 志徳中学出身

山口大 人文学部 女子 吹奏楽部 菅生中学出身

岡山大 工学部 男子 硬式テニス部 曽根中学出身

福岡教育大 教育学部 男子 野球部 曽根中学出身

鹿児島大 水産学部 男子 山岳部 広徳中学出身

九州工大 情報工学部 男子 野球部 沼中学出身

西南学院大 人間科学学部 女子 美術部 東谷中学出身

広島大 経済学部 男子 陸上競技部 守恒中学出身

熊本大 医学部 女子 茶道部 守恒中学出身

琉球大 工学部 男子 水泳部 守恒中学出身

沖縄県立芸大 美術工芸学部 女子 英語部 守恒中学出身

大分大 医学部 女子 生物部 湯川中学出身

鹿児島大 法文学部 男子 演劇部 湯川中学出身

立命館大 産業社会学部 女子 卓球部 南曽根中学出身

高知県立大 文化学部 女子 吹奏楽部 吉田中学出身

九州工大 情報工学部 男子 野球部 田原中学出身

宮崎公立大 人文学部 女子 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 田原中学出身

大阪大 文学部 女子 英語部 飛幡中学出身

鳥取大 地域学部 女子 吹奏楽部 飛幡中学出身

福岡県立大 看護学部 女子 吹奏楽部 飛幡中学出身

島根県立大 総合政策学部 女子 生物部 中原中学出身

福岡教育大 教育学部 男子 野球部 中原中学出身

福岡女子大 国際文理学部 女子 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 中原中学出身

立命館大 理工学部 男子 卓球部 大谷中学出身

福岡大 薬学部 女子 茶道部 大谷中学出身

山口大 国際総合学部 女子 吹奏楽部 高生中学出身

山口東京理科大 工学部 男子 弓道部 高生中学出身

北九州市立大 法学部 女子 陸上競技部 高生中学出身

佐賀大 経済学部 女子 弓道部 附属小倉中学出身

山口大 工学部 男子 サッカー部 日新館中学出身

福岡大 薬学部 女子 生物部 日新館中学出身

首都大東京 都市教養学部 女子 演劇部 九国大付中学出身

皆さんの

４才年上の先輩です

平成２９年３月

卒業生進路先


