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宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校

所在地 〒８８５－００３３
都城市妻ケ丘町２７街区１５号

電話番号 ０９８６－２３－０２２３
FAX番号 ０９８６－２４－５８８４
ＵＲＬ http://www.miyazaki-c.ed.jp/

miyakonojoizumigaoka-h/

＜アドミッションポリシー＞
本校では、「生徒の個性や能力を最大限に伸ばし、保護者や地域に信頼される学校」を

教育スローガンに掲げ、伝統校としての誇りを持ち、生徒・教員・地域一体となった「チー

ム泉ヶ丘」であらゆる教育活動を行っています。

① 高い人権感覚を持ち、豊かな心を育み、仲間と協働できる生徒
② 将来の目標に真摯に向き合い、計画性を持って持続的に努力できる生徒
③ 物事に対し主観に頼らず多面的に思考し、真理を探究できる生徒

１ 本校のあゆみ
本校は「宮崎県立都城中学校」として、１８９９年に創立されました。学制改革により、

１９４８年に「宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校」になり、現在の校舎は１９８７年に完成しま
した。創立当時からの建学の精神である「質実剛健」を継承している伝統校で、現在までの
卒業生は、３３，３５０人を超えています。

２ 学校経営ビジョン並びに重点目標
（１）教育方針

① 教育基本法の理念のもとに、宮崎県教育基本方針及び宮崎県人権教育基本方針に則り、
知・徳・体の調和のとれた人間の育成を目指す。

② 校訓 正義：「真理を求め正義を愛し、強く正しく明るい人となれ」
寛容：「個性を伸ばし人格を尊び、他に対して寛容な人となれ」
実行：「理想を高く責任を重んじ、常に実行力のある人となれ」

の具現化を目指し、２１世紀を担う人材の育成を目指す。
（２）めざす生徒像

豊かな人間性をもち、目標達成に向け精一杯努力する生徒

（３）めざす職員像

教育の専門家として、授業力と生徒指導力を身に付け、生徒・保護者の期待に応えるた

めに「あつい」（熱・厚・篤）指導を行う職員

（４）めざす学校像

① 責任を果たす学校

ア 知・徳・体にわたる力を確実に修得させる イ 進路目標を達成させる

② 個性の溢れる学校

ア 一人ひとりのよさを認めあう(生徒) イ 厳しさと温かさを調和する（教師）

③ 開かれた学校

ア 地域、保護者の信頼に応える イ 評価を行い、説明責任を果たす
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３ 在籍者数，学級数 （各学年普通科５クラス、理数科２クラス）

課程 学 科 生 徒 数 （令和４年４月１日現在）

１ 年 ２ 年 ３ 年 合 計

全日制 普 通 科 204 203 199 606
理 数 科 81 79 80 240

合 計 285 282 279 846

４ 本校の特色ある教育活動
（１）学習活動

約９０％以上の生徒が大学進学を希望しており、大学入試に対応できる学力が身に付くよ
うに、熱心な学習指導が行われています。朝課外や長期休業中のセミナーの実施、希望者を
対象に放課後に実施している難関大学対策講座（SUCCESS)、全国模試の実施などを行ってい
ます。

（２）進路学習
進路指導３ヶ年計画にそって、ＬＨＲの時間に行っており、生徒一人ひとりが適切に進路

選択ができるように、学部・学科研究、職業研究、大学等個別研究、入試制度研究、小論文
入試研究などの研究テーマについて学習しています。普通科２年生は郷土探究という国連が
提示している「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）を踏まえ都城市が掲げている第２次都城
市総合計画 ①しごと ②くらし ③ひと ④まち ⑤創造的改革の推進 について、生徒自
身がテーマ、問いを決めて探究活動を行い深く考えさせる機会を設けています。また、大学
教授による出前講義や様々な職業で活躍されている方々による職業講座、進路講演会等、数
多く実施しています。夏休みには、東京大学、九州大学等のオープンキャンパスに引率し、
直接、大学の雰囲気を感じ、進学意欲を高める取り組みを行っています。

（３）生徒会活動
生徒会総務委員会は、都城西高校との定期戦、球技大会などの学校行事や部活動、ボラン

ティア活動を推進する活動を行っています。
（４）部活動

約８３％の生徒が部活動に加入しています。多くの生徒が勉学との両立を図りながら、限
られた練習時間を工夫して熱心に活動しています。県高校総合体育大会、県高校総合文化
祭、各種県コンクールで多数、上位入賞しています。
＜文化部＞ 吹奏楽、音楽、美術、書道、文芸、演劇、放送、新聞、生物、化学、物理、

ユネスコ、茶道、華道、ダンス、囲碁・将棋、百人一首
＜体育部＞ 陸上、野球、バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、テニス

ソフトテニス、ハンドボール、サッカー、柔道、剣道、弓道、水泳、山岳、ラグビー

５ 主な学校行事
４月 入学式、ＦＩＴＳ、遠足 １０月 芸術鑑賞教室(ＭＪホール)

野球定期戦・各部交流 １２月 百人一首大会
７月 クラスマッチ １月 修学旅行(２年)
９月 都泉祭(文化の部，体育の部) ３月 卒業式、クラスマッチ

６ 卒業生の合格状況（令和４年４月１日現在 過年度生含む）

国公立大 私立大学 国公立短大 私立短大 大学校・専門学校 公務員等
１６０ ２０８ ３ ６ ２３ ３

国公立大学現役合格１３８名（難関１０大学１８名合格）
・一橋大学 ・東京工業大学 ・京都大学 ・大阪大学 ・神戸大学 ・九州大学
・東京学芸大学 ・熊本大学 ・宮崎大学 ・宮崎公立大学 ・宮崎県立看護大学他
難関私立大学合格 ・慶應義塾大学 ・早稲田大学 ・青山学院大学他
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７ 理数科の特色
（１）教育課程

普通科に比べて理科及び数学の授業時間が多く、理数数学、理数物理、理数化学、理数生
物など理数科独自の専門科目を履修します。実験や観察を増やして内容の深い学習を進めま
す。
３年次では、理系学部志望者への対応はもちろん、文系学部に進学したい生徒、東大文科

志望者のように地歴２科目が必要な生徒にも、大学入試で必要な科目がしっかり履修できる
ようになっています。

（２）理数科課題研究の取組
自ら課題を設定して行う探究活動で、令和３年度は物理（和音について～協和音と不協和

音～）、化学（シクロデキストリンを用いた新たな指示薬の開発）、生物（オオイタサンシ
ョウウオの謎に迫る！！）、数学（時短営業の最適戦略）などの各テーマに関してグループ
別に長期間にわたって研究・発表を行いました。

（３）卒業後の進路
ほとんどの生徒が自分の目指す大学に進学しており、令和３年度は国公立大学医学部医学

科５名、歯学部１名、薬学部４名のほか、九州大学６名、京都大学、大阪大学、東京工業大
学、神戸大学各２名等、難関大学に多数の生徒が合格し、進学しました。

８ 先輩からのメッセージ
都城泉ヶ丘高校は、勉強だけでなく、学校行事や部活動にも全校生徒が一丸となって取り

組む学校です。私自身、文化祭の実行委員幹部として活動し、様々なことを吸収することが
できました。また、先生方の分かりやすい授業や手厚いご指導、周りの志の高い友人と高め
あえる環境は、自分自身を大きく成長させてくれます。ぜひ皆さんにも、素晴らしい先生方
や仲間と共に、充実した高校生活を送ってみませんか。

９ スクールミッション
現在進みつつある社会の変革に対応し、教育の質的充実と魅力ある学校づくりを推進するため

に、学校の存在意義や期待されている社会的役割、目指すべき学校像等を改めて問い直し、スクー
ル・ミッションの再定義を行いました。

都城泉ヶ丘高等学校のスクールミッション
〇都城・北諸県地域の信頼される中高一貫校として、質実剛健の校風のもと、生徒一人一人の学力
を最大限に伸ばし、それぞれの進路実現を目指す学校

〇人権感覚を養い、豊かな心を育む個性あふれる生徒の育成を目指す学校
〇伝統校としての経験を生かし、次世代を担う知、徳、体の調和のとれた、文武連道を目指す学校

以上のことを踏まえ、生徒・教員が一体となった教育活動が日々行われています。
是非本校で、私達と一緒に自らの可能性を広げてみませんか。
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いずみ会館

高度な理科施設

義友会館

学校周辺の環境 ( 高木原緑道の「水
の道」など ) も最高です。

宿泊施設を備えており、クラス合
宿・部活合宿もできます。

高度な実験 ( バイオ実験も ) のでき
る充実した理科施設。

創立 88 周年を記念して創設されまし
た。講演会会場や部活動の練習場など
としても有効に活用されています。

夏

合服 冬

校訓
心理を求め正義を愛し、
　　　強く正しく明るい人となれ

個性を伸ばし、人格を尊び
　　　他に対して寛容な人となれ

理想を高く、責任を重んじ、
　　　常に実行力のある人となれ

　本校は明治 32 年（1899 年）創立の宮崎県都城中学校を前身とし、昭和 23 年（1948 年）に、宮崎県立
都城泉ヶ丘高等学校となり、創立 120 年を超える県内有数の伝統校です。その長い歴史の中で、変わる
ことなく受け継がれてきたことがあります。それは本校の校風である「質実剛健」です。「質実剛健」とは、
中身が充実して飾り気がなく、心身ともに強くたくましいさまを表します。うわべや見かけにとらわれず、
常に人として、生徒としての本質を大事にし、誠実であり、思いやりの心と強い意志を持ち、心身とも
に健やかであるということです。本校の生徒は、この校風の中で、勉学にも部活動にも、そして学校行
事にも全力で取り組み、「豊かな人間性を持ち、目標達成に向け精一杯努力する生徒」を目指しています。
　現在、各学年普通科５クラスに、理数科２クラスを加えた７クラスです。平成 22 年度には、附属中学
校も併設され、中高一貫校となりました。ほとんどの生徒が大学等への進学を目指し、日々学業に励ん
でおり、創立より一貫して取り組んできました地域に根ざした文武両道の教育も本校の大きな特色です。
特に部活動には約８割の生徒が取り組んでおり、運動部、文化部ともに高いレベルでお互いが切磋琢磨し、
各種大会で上位入賞しています。
　本校の教育方針は「生徒の個性や能力を最大限に伸ばし、保護者や地域に信頼される学校」です。先
生方も「あつい」（熱・厚・篤）指導を行います。本校であらゆることに挑戦し、豊かな人間性を身につ
け、「夢の実現」のために頑張ってみませんか。全職員でお手伝いします。それでは、都城泉ヶ丘高等学
校で、皆さんと一緒に過ごす充実した日々を楽しみにしています。

校  長
久保田　一　史



週刊都泉号
外

都城泉ヶ丘高等学校生徒会
発行所

勉強

行事

　都泉祭 文化の部 1日目 　都泉祭 文化の部 2日目 　都泉祭 体育の部

本記事では、愛すべき泉ヶ丘
の学校行事について深く迫る。

泉ヶ丘で「あつい」３年間を過ごそう！

泉ヶ丘生全員が熱愛する学校行事の紹介

　先日、都城泉ヶ丘高校生徒会長の福元雄大氏
（三股中出身）が勉強・部活動・行事の全てを熱
愛していることが発覚した。福元氏は「三兎を
追う」学校を目指し、現在改革中である。

　遠足では定期戦の応援練習、
各クラスでのレクリエーション
があります。先輩や新たな仲間
との交流ができます。

１日目はMJ ホールで合唱コン
クールや文化部の発表などがあ
ります。

　都城西高校との野球の試合を
全校で応援します。毎年白熱し
た試合が行われます。

２日目は学校でクラス展示や未
成年の主張などがあります。

団結力だけでなく個人の力も試
される百人一首大会！学年も関
係なく本気で戦うのでとてもお
もしろいです。

体育の部では三団に分かれ、学
年の垣根を越えて団結します。
他学年と仲良くなれるチャンス
です。

元　明　誠　華
（沖水中出身）

西　川　彰　人
（姫城中出身）

永　田　祐梨奈
（祝吉中出身）

山　菅　美　咲
（附属中出身）

松　元　みつき
（小松原中出身）

　谷　美　月
（三股中出身）

行事

都城泉ヶ丘高等学校生徒会
勉強週刊都泉

　都泉祭 文化の部 1日目

１日目はMJ ホールで合唱コン

　都泉祭 文化の部 2日目

２日目は学校でクラス展示や未

　遠　　足 　定期戦 　百人一首大会

団結力だけでなく個人の力も試　都城西高校との野球の試合を

生徒会長
福　元　雄　大
（三股中出身）

部活



在校生 interview

●１学年５クラス（定員 200 名）。幅広い教育課程の中で、文系・理系の両方に対応し、
　四年制大学 への進学を目指します。
●２年次から文系・理系の２コースに分かれ、さらに３年次は進路希望に沿った４つのコー
　スのクラス編成をしています。
●部活動と学業を両立させ、文武連道に励み、行事や生徒会活動などで活躍できる生徒を
　育成します。

特徴

普通科

　泉ヶ丘といえば”勉強”。私自身も中学生のときは、
そのように思っていました。泉ヶ丘は進学に力を入
れているため、勉強が大事であることに変わりはあ
りませんが、日々の学校生活や学校行事、部活動を
通して様々なことを学び、全力で楽しむことができ
ます。自分の将来の夢や目標を叶えるために、同じ
志を持つ仲間やそれを応援してくださる先生方と一
緒に充実した３年間を過ごしてみませんか？皆さん
の入学を楽しみにしています！

　泉ヶ丘高校は、一人一人が目標を持ち、その目標
に向かって切磋琢磨しあう学校です。先生方も私た
ちの目標実現のために熱心に指導してくださり、放
課後でも分からない問題があれば分かるまで教えて
くださります。泉ヶ丘高校は部活動にも力を入れて
います。部活動も仲間達と切磋琢磨して、目標に向
かって全力で取り組んでいます。皆さんもぜひ毎日
毎日が刺激ある充実した高校生活を送りませんか？

　泉ヶ丘高校には、自分を磨くことのできる環境が
整っています。勉強面では、熱心でわかりやすい授
業をしてくださる先生方や、志が高く聡明な仲間達
に影響を受けて、とても良い環境で勉強できます。
また、部活動の種類も豊富で、きっと自分にあった
部活動が見つかるでしょう。毎日、勉強や部活動に
打ち込み、努力し続けることは必ず自分の成長につ
ながります。皆さんも、泉ヶ丘で一緒に学び、充実
した生活を送りましょう。

　皆さん、泉ヶ丘高校は勉強ばかりだと思っていま
せんか？実際は、部活動や学校行事にもメリハリを
つけて励むことができるので、泉ヶ丘での高校生活
は、想像よりもずっと楽しいです。また、志を持っ
た仲間と切磋琢磨し合ったり、先生方が熱心にサ
ポートしてくださったりするので、自分の力を最大
限に伸ばすための学習環境が充実しています。さら
に、夢に向かって頑張りたい方は、ぜひ泉ヶ丘高校
に入学してみてください！

３年

２年

３年

２年

坂　元　華　恋（祝吉中学校）

德　留　慶　太（三股中学校）

梁　瀬　友　太（姫城中学校）

柳　田　　　冴（志和池中学校）

３
年
間
の
流
れ

１年次

地歴は地理・世界史・日本史、
芸術は音楽・美術・書道から選択。
その他の科目は全クラス共通。

２年次

【文系】　地歴の1科目に加えて、
　　　　公民の科目を学習。

【理系】　理科は化学が必修。
　　　　物理・生物から選択。

３年次 大学の学部

法学・経済学・国際関係学・外
国語学・文学・教員養成・社会
福祉・芸術…

医学・薬学・工学・農学・理学・
看護学・家政植物栄養学…

【文Ⅰ】私立大学進学コース
（芸術、体育系学部進学にも対応）

【文Ⅱ】国公立大学文系コース

【理Ⅰ】私立大学理系コース

【理Ⅱ】国公立大学理系コース

３
年
間
の
流
れ

社会の変化に対応し、生涯にわたって自己実現ができる人材
の育成を目指します。

General Course

普通科おもな国公立大学・学部

進 学 実 績
（最近3ヶ年：過年度生を含む）

●一橋大学……2名

●神戸大学……2名

●福岡教育大…9名

●宮崎大学…･64 名

●医学科………2名

●大阪大学……･2 名

●九州大学……･7 名

●熊本大学…･･15 名

●鹿児島大学…36 名

●薬学科………･4 名



在校生 interview

●１学年２クラス（定員 80 名。ただし 40 名は附属中出身者）。理数科独自の教育課程の
　中で、文系・理系両方に対応したカリキュラムを設定し、国公立難関大学、難関学部へ
　の進学を目指します。
●数学、理科では理数科専門科目を学習します。理科は物理、化学、生物の３科目を学習
　することで、科目間の相互関係をより深く理解できるので、総合的に自然科学を捉える
　ことができます。
●「課題研究」では物理、化学、生物、数学の４分野に分かれ、研究テーマについて仮説、
　実験、考察、検証、プレゼンテーションを行います。

特徴

理数科

　泉ヶ丘高校は、一言で言うと「自分を成長させてく
れる最高の場所」だと思います。特に理数科は、様々
な地域からレベルの高い生徒が集まっているので、仲
間と切磋琢磨し合いながら高い学力を身につけること
ができます。また、多くの生徒が部活動に所属してお
り、学業との両立を実現しています。課題研究や都泉
祭などを通して、実際に社会で求められる力も身につ
くことでしょう。皆さんも泉ヶ丘高校で自分を成長さ
せる３年間を送ってみませんか？

　泉ヶ丘の最大の魅力は、学びの環境に恵まれている
ことです。一人一人に寄り添いながら指導して下さる
先生方や、大学受験という同じ一つの大きな壁に向
かって切磋琢磨し合える友人達の存在は、とても心の
支えになっています。理数科ならではの講演会や学習
会等もあり、ここでしかできないことがたくさんあり
ます。泉ヶ丘高校理数科の豊富な学びの機会を通して、
本当に自分の好きなことを見つけてみませんか？

　泉ヶ丘高校には全員が夢や目標に向かって頑張って
います。特に理数科では理数科独自の学ぶ機会が多く
あり、より充実した高校生活を送ることができます。
また、部活動に所属している生徒も多く、文武連道に
励んでいます。県内で高い志を持つ仲間と県内TOP
の先生方と共に学びませんか。素敵な高校生活、また
素敵な未来にしたいと考えている皆さん、夢実現に向
かって一緒にがんばりませんか。みなさんの入学を心
待ちにしています！

３年 ３年 ２年

３
年
間
の
流
れ

行
事
関
係

授　

業

● サイエンスリテラシー講座を実施
● 先端科学研究施設訪問
● 予備校講師による学習会
● 難関大模試へのチャレンジ

● 地歴は地理・世界史・日本史、
　 芸術は音楽・美術・書道から選択
● 数学、理科３科目（物理・化学、
　 生物）は専門科目を履修。

● 東京大学や九州大学のオープ
　 ンキャンパスに参加
● 予備校講師による学習会
● 難関大模試へのチャレンジ

● 物理、生物、化学、数学の分野
　 に分かれて少人数での課
　題研究

● 予備校講師による学習会
● 難関大模試へのチャレンジ
● 大学教授による放射線セミ
　 ナー

【理Ⅰ】国公立大学文系コース
（進路に応じて地歴２科目も可
能）
【理Ⅱ】国公立大学理系コース

倫理的思考力、多角的思考力、ク
リティカルシンキング（批判的思
考力）、コミュニケーション能力、
プレゼンテーション能力の習得

【理Ⅰ】難関大学・学部合格

【理Ⅱ】難関大学・学部合格

１年次 ２年次 ３年次 卒業時の目標

３
年
間
の
流
れ

論理的思考力・探究心・科学的洞察力に優れた志の高い生徒の集団として、
互い切磋琢磨し、高め合いながら、将来あらゆる方面で活躍する人材の育成を目指します。

Science and Mathematics Course

理数科おもな国公立大学・学部

進 学 実 績
（最近3ヶ年：過年度生を含む）

●北海道大学 ･……1名
●東北大学 ･………1名
●筑波大学 ･………3名
●東京工業大学…3 名
●一橋大学 ･………1名
●横浜国立大学･…2名
●名古屋大学 ･……3名
●京都大学 ･………6名

●大阪大学 ･…9名
●神戸大学 ･…2名
●広島大学 ･…5名
●九州大学…23 名
●医学科……20 名
●歯学科･……2名
●薬学科 ･……5名
●獣医学科 ･…3名

黒　木　千　雅
（飯野中学校）

東　山　さくら
（附属中学校）

藤　井　花　音
（妻ケ丘中学校）



　泉ヶ丘高校は、勉強はもちろん、部活動や学校行事に
も生徒・先生と一丸となって取り組める高校です。私も
高校での三年間で、書道部での活動もやり切り、都泉祭

の体育の部・文化の部やクラスマッチなど、様々な行事に関わることができました。
その中でも朝・夕の課外や長期休暇中のセミナーにも積極的に参加し、学業との
両立をしっかり果たせました。皆さんもこの学校で様々なことに挑戦して、自分
自身をより成長させてみませんか。

佐　藤　上　総（庄内中学校）

京都大学 工学部

  　泉ヶ丘高校は、勉強だけでなく、学校行事や部活動に
も全校生徒が一丸となって取り組む学校です。私自身、
文化祭の実行委員幹部として活動し、様々なことを吸収

することができました。また、先生方の分かりやすい授業や手厚いご指導、周り
の志の高い友人と高めあえる環境は、自分自身を大きく成長させてくれます。ぜ
ひ皆さんにも、素晴らしい先生方や仲間と共に、充実した高校生活を送ってみま
せんか。

𠮷　永　萌　乃（附属中学校）

宮崎大学 医学部 医学科

  　都城泉ヶ丘高校は勉強のイメージが強いと思いますが、
勉強が得意な人もいれば、運動や芸術に秀でている人も
おり、多様性に溢れ、あらゆる面で互いを刺激し、切磋

琢磨し合える場所です。また、勉強はもちろん、行事や部活動に思い切り打ち込
める環境が整っているのも魅力です。本校は高校生活ならではの財産を生み出せ
る自由な場所です。ぜひ都城泉ヶ丘高校で楽しく充実した生活を送って下さい。

満　留　壮　平（祝吉中学校）

慶應義塾大学 文学部

　泉ヶ丘高校は勉強だけでなく部活動や学校行事にも全
力で取り組める学校です。生徒に親身に寄り添い、相談
や質問にこたえてくださる先生方、そして第一志望合格

という同じ目標に向かって歩む仲間たちと共に、この泉ヶ丘高校で多くのことを
学べたことを私は誇りに思っています。ぜひ皆さんも、素晴らしい仲間や先生方
と一緒に泉ヶ丘高校で充実した学校生活を送ってみてください。

𠮷　原　美　優（小松原中学校）

熊本大学  医学部  保健学科看護学専攻

　泉ヶ丘高校は、勉強、部活動、学校行事に全力で取り
組む環境が整っており、充実した高校生活を送ることの
出来る学校です。私自身、高い目標を持った仲間と互い

に支え合いながら勉学にも行事にも取り組むことで、大きく成長することが出来
たと感じています。また、先生方にはたくさんの御指導・サポートをしていただき、
進路実現の大きな支えとなりました。ぜひ皆さんも、泉ヶ丘高校で充実した 3 年
間を過ごしてみませんか。

本畠中　くるみ（西中学校）

九州大学 法学部

公立大学    37名
東京都立大学 ………1名
横浜市立大学 ………1名
大阪公立大学 ………1名
神戸市外国語大学 …1名
北九州市立大学 ……5名
長崎県立大学 ………4名
宮崎県立看護大学 …4名
宮崎公立大学 ………6名

他

私立大学 208名
慶應義塾大学 ………1名
早稲田大学 …………1名
青山学院大学 ………5名
中央大学 ……………5名
法政大学 ……………2名
明治大学 ……………1名
東京理科大学 ………4名
関西学院大学 ………3名
西南学院大学 ……10名
福岡大学 …………24名

他

国立大学  123名
東京工業大学 ………2名                      
一橋大学 ……………1名                      
横浜国立大学 ………1名                      
名古屋大学 …………１名                      
京都大学 ……………２名                      
大阪大学 ……………３名                      
神戸大学 ……………2名                      
広島大学 ……………4名                      
九州大学 ……………9名                                              
九州工業大学 ………3名
福岡教育大学 ………5名                      
佐賀大学 ……………3名                      
長崎大学 ……………4名                      
熊本大学 ………… 13名                      
大分大学 ……………４名                      
宮崎大学 ………… 22名                      
鹿児島大学 ……… 22名                      
鹿屋体育大学 ………１名 

他  

【合格実績】 令和３年度(過年度生含む）

学力向上のために本校では、授業だけでなく「課外授業」「自
習室の開放」を実施。さらに「学習会」「進路講演会」などを
実施するなど学習環境を整えています。

一人ひとりの夢を実現するための
様々なプラン

1 
「ＳＵＣＣＥＳＳ（難関大受験生講座）」などによるきめ細かな
指導をしていきます。2
１，２年生対象に「職業講話（社会人による仕事のやりがいや夢、
厳しさなど具体的な話が聞ける）」「大学出前講座（学部ごとに
大学の先生による講義を実施し、進路選択に役立っている）」
などのキャリア教育を実施しています。

3
高大接続改革に対応して、「総合的な探究の時間」を初めとす
るあらゆる教育活動を通して社会で必要とされる汎用的能力
（リテラシー、コンピテンシー）の育成に努めていきます。
4

その他に「各大学のオープンキャンパスへの参加」 「医師体験
や看護体験などの体験学習」「小論文対策講座」など進路意識
の高揚を図っています。

5

Course Outcome
進 路 実 現

京都大学2名・東京工業大学2名
大阪大学3名・九 州 大 学8名
国公立大学医学部医学科2名
獣医学科1 名・薬学科1 名
難関10大学18名

国公立大学現役合格138名
難関私立大にも多数合格

現役合格！



Club Activity
部　活　動

【令和３年度部活動成績】
 陸上
●宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権大会
　男子800m………………………………優勝
　女子走高跳……………………………準優勝
●宮崎県高等学校総合体育大会
　女子走高跳……………………………第３位
　男子走高跳･……………………第５位・６位
　男子８種競技…………………………第４位
　女子5000mW ………………………第２位
　男子800m……………………………第３位
　女子４×400mリレー………………第５位
　男子４×400mリレー………………第６位
●一年生大会
　男子3000m …………………………第２位
　男子800m……………………………第３位
　女子800m………………………………優勝
　女子400m……………………………第６位
　男子走幅跳……………………………第３位
　男子ハンマー投げ……………………第３位
　男子やり投げ…………………………第６位
●新人大会
　女子走高跳…………第２位（九州大会出場）
　男子走高跳…………第３位（九州大会出場）
　女子800m…………第３位（九州大会出場）
　男子８種競技………第３位（九州大会出場）
　男子3000mSC･…………………第５・６位
　女子400mH …………………………第６位
　男子ハンマー投げ……………………第６位

 野球
●第149回九州地区高等学校野球大会宮崎県予選
　…………………………………………第４位
●第103回全国高等学校野球選手権宮崎大会
　………………………………………･ベスト８

 弓道
●宮崎県高等学校総合体育大会
　団体女子………………………………第３位
　……………………………………技能優秀校
●宮崎県高等学校弓道選手権大会
　個人女子………………優勝（全国大会出場）
　団体女子………………………………第３位

 男子硬式テニス
●宮崎県高等学校テニスダブルス選手権大会
　…………………………………………準優勝
●新人戦
　ダブルス………………………………第３位
　団体戦…………………………………第３位
●県ジュニアテニストーナメント
　ダブルス………………………………準優勝

女子硬式テニス
●宮崎県高等学校総合体育大会女子団体
　…………………………………………第３位
●県ジュニアテニストーナメント
　シングルス……………………………第３位

 女子ハンドボール
●宮崎県高等学校総合体育大会女子の部
　…………………………………………第４位
●第７６回国民体育大会宮崎県強化選手
　…………………………………強化選手指定

 男子バレーボール
●１年生体育大会
　…………………………………………第３位
●ウィンターキャンプin都城
　（霧島盆地高校新人バレーボール大会）
　…………………………………………準優勝

 女子バドミントン
●県南地区高等学校バドミントン選手権大会
　一年生大会………………シングルス準優勝

 卓球
●宮崎県高等学校総合体育大会団体戦男子学校対抗
　…………………………………………第３位

 水泳
●宮崎県高等学校総合体育大会
　100mバタフライ……………………第３位
　200mバタフライ……………………第３位
　800m自由形…………………………第２位

 山岳

 柔道
●宮崎県高等学校柔道選手権大会
　73㎏級 …………… 準優勝（全国大会出場）

 生物
●宮崎県高等学校総合文化祭
　自然科学部門（生物）…………………優秀賞
●九州高等学校理科教育研究会
　生物部門………………………………優良賞
●宮崎県高等学校文化連盟自然科学プレゼン
　テーション大会
　生物部門………最優秀賞（全国大会県代表）

 化学
●日本化学会九州支部化学教育協議会
　…………………………………………優秀賞
●九州高等学校生徒理科研究発表大会
　…………………………………………優秀賞
●宮崎県高等学校文化連盟
　自然科学プレゼンテーション大会
　…………………………………………優秀賞
●第65回日本学生科学賞
　…………………………………読売新聞社賞
●サイエンスコンクールプレゼンテーション
　………………………優秀賞（九州大会出場）
●サイエンスコンクール中央審査
　………………審査員特別賞（九州大会出場）
●九州高等学校理科教育研究会
　化学部門………………………………優良賞
　ポスター部門…………………………優良賞

 書道
●第３７回成田山全国競書大会
　……………………………………推薦日輪賞
●第３９回宮崎県高等学校席上揮毫大会
　………………………………………団体６位
　………………………………個人２位（２名）
　………………………………………個人５位
　……………………………… 優秀賞（11名）

●高校生国際美術展
　……………………………………佳作（４名）
●第４３回ふれあい書道展
　……………………………………特選（８名）
　…………………………熊野町教育委員会賞
●明るい選挙標語書道展
　……………………………………………特選
●大東文化大学主催第６２回全国書道展
　……………………………………金賞（３名）
●宮崎県教育書道展
　………………………………… 特選（11名）
●国際高校生選抜書展
　……………………………………入選（３名）
●毎日全国学生競書展
　……………………………………金賞（２名）
●全国学生書道展
　……………………………………特選（２名）
　…………………………………奨励賞（２名）

 吹奏楽
●宮崎県吹奏楽コンクール
　……………………………………………金賞
●宮崎県アンサンブルコンテスト
　……………………………………………金賞

 音楽
●宮崎県合唱コンクール
　第76回九州合唱コンクール宮崎県予選
……………………………金賞（九州大会出場）

 放送
●第６８回NHK杯全国高校放送コンテスト
　宮崎県予選
　朗読の部………………………………第１位
　アナウンスの部………………………第４位
●NHK杯全国高校放送コンテスト
　朗読部門…………………………………入選

 新聞
●宮崎県高等学校総合文化祭
　新聞部門　最優秀賞（全国大会出場）

 囲碁将棋
●第45回全国高校囲碁選手権大会宮崎県大会
　女子個人戦………………………………優勝
●宮崎県高等学校総合文化祭宮崎県予選
　囲碁部門女子個人…第１位（九州大会出場）
　囲碁部門女子個人…第２位（九州大会出場）
●全九州高等学校総合文化祭　長崎大会
　囲碁部門………………優勝（全国大会出場）
●宮崎県高等学校総合文化祭
　将棋部門男子団体戦…優勝

 百人一首
●第４５回全国高等学校総合文化祭和歌山大会
　小倉百人一首かるた部門
　県選抜チーム選手選考競技会
　…………………………………………第４位

 文芸
●宮崎県高等学校総合文化祭
　文芸部門部誌…………………………優秀賞
　文芸部門散文…………………………優秀賞
　文芸部門散文…………………………奨励賞

　文芸部門詩のボクシング個人戦………優勝
 その他
●宮崎県高等学校独唱・独奏コンクール
　金管楽器部門
　…………金賞（グランプリ）（九州大会出場）
　ピアノ部門
　…………金賞（グランプリ）（九州大会出場）
　……………………………………………銀賞
　……………………………………銅賞（２名）
　絃楽器部門………………………………銀賞
●宮崎県高等学校課題研究発表大会
　………………………………………最優秀賞
●第２３回みやざき文学賞随筆部門
　……………………………………………佳作
●宮崎県高等学校英語スピーチコンテスト
　…………………………………………第３位
●第４１回全国高校生読書体験記コンクール
　……………………………………………入選
●宮崎県高等学校読書感想文コンクール
　１年の部…………………………………１席
　１年の部…………………………………２席
　２年の部…………………………………３席
　　　　　…………………………………佳作
●人権に関する作品
　作文……………………………優秀賞（２名）
　　　……………………………………奨励賞
　ポスター………………………奨励賞（３名）
●宮崎県教育書道展（授業での出品）
　………………………………… 特選（11名）
●明るい選挙書道作品展中央審査
　……………………………………………特選
●IPA「情報モラルセキュリティー
　　　　　　　　　　　コンクール2021」
　…………………………………………優秀賞
●日本数学オリンピック予選
　………………………………地区表彰（３名）
●MSGロボコン２０２１大会
　高校生の部………………………………優勝

運
動
部

文
化
部

弓道 / 剣道 / サッカー / 柔道 /
水泳 / ソフトテニス / 卓球 / テ
ニス / 陸上 / バスケットボール
/ ハンドボール / バドミントン /
バレーボール / 野球 / 山岳 / ラ
グビー

演劇 / 音楽 / 化学 / 華道 / 茶道
/ 書 道 / 新 聞 / 吹 奏 楽 / 生 物 /
美術 / 物理 / 文芸 / 放送 / ユネ
スコ / ダンス / 囲碁将棋 / 百人
一首



大学入学共通テスト
修学旅行（国内・海外）

学年末考査 クラスマッチ
学習成果発表会
生徒総会
学年末セミナー

宮崎県立 都城泉ヶ丘高等学校

Access Map

〒885-0033　宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号
TEL.0986-23-0223　FAX.0986-24-5884
http://www.miyazaki-c.ed.jp/miyakonojyoizumigaoka-h/

■ JR都城駅より南へ徒歩10分
■ 宮崎交通バス「高校前」停留所下車

都城泉ヶ丘高等学校

Annual Events泉ヶ丘の１年

入学式
FITS（新入生オリエンテーション）

遠足
野球定期戦

4

1 2 3

9 10 11 12

5 6 7

都泉祭（文化の部・体育の部）

高校総合文化祭

一学期中間考査
高校総体

芸術鑑賞
職業講座
二学期中間考査

一学期期末考査
教育実習

大学出前講座

クラスマッチ
中学校一日体験入学

二学期期末考査
百人一首大会
冬期セミナー

１
学
期

２
学
期

３
学
期
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