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生徒募集方針

とみしろ無限大∞

沖縄県立豊見城高等学校

令和５年度
（第58期生）入学者用　

学 校 案 内

①中学校までの修得すべき基礎学力と基本的生活習慣を身につけている生徒

②本校のコース制の特色を理解し、教育活動全般を通して、自らの進路目標を
　定め実現に向けて行動できる生徒

③部活動や生徒会活動、学級活動に主体的・積極的に参加し、
他者を尊重しつつ、自己の向上に邁進できる生徒

Let's Go Tomiko! School Guide!
全日制　普通科：特進コース・普通コース（選抜クラス・普通クラス）



豊見城高校はこんな学校！
教育目標

校訓

伝統

育てたい生徒像

身に付けたい力（令和４年度キャリア教育目標）

 憲法及び教育基本法並びに本県教育目標に基づき、

校訓「礼儀」「明朗」「進取」「誠実」が象徴する伝統

を継承し、民主社会の形成者にふさわしい確かな学

力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた「生きる力」

を備えた人材の育成を目指す。

「礼儀」…尊敬する気持ちを持った態度や作法のこと

「明朗」…明るくて朗らかなこと

「進取」…物事を積極的に取り組むこと

「誠実」…真心がこもっていて、まじめなこと

①自ら日常生活を点検し、改善できる生徒

②主体的・協働的に学ぶ力を持つ生徒

③未来につながる自分と仲間を大切にする生徒

　1966 年（昭和 41 年）開校、2015 年（平成 27 年）

に創立 50 周年を迎え、様々な分野で活躍する人

材を 22,170 名（2022 年３月現在）送り出してき

ました。ウエイトリフティング部は過去６回全国

高校総体を制覇、オリンピック選手も輩出してい

ます。野球部は過去７回甲子園に出場。プロ野球

選手も輩出しています。男子バスケットボール部

は目覚ましい活躍で、県高校総体３連覇（2021 年

度）を始め、過去６回全国大会に出場しています。 

人間関係形成・社会形成能力

自己理解・自己管理能力

課題対応能力

キャリアプランニング能力

と

み

し

ろ

共にかかわる力共にかかわる力

見つめなおす力見つめなおす力

信念を持ってやりぬく力信念を持ってやりぬく力

ロングビジョン力ロングビジョン力
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豊見城高校はこんな学校！ 目標で選べる２つのコース

特進クラス 

選抜クラス 

普通クラス

１クラス 40 人

１クラス 40 人

６クラス 240 人

特進コース　募集定員 40人【推薦入試定員８人、一般入試定員（40人―推薦入試合格者数）】

普通コース　募集定員 280人【推薦入試定員 56人、一般入試定員（280人―推薦入試合格者数）】

目標達成のため、互いに切磋琢磨できる学習雰囲気をつくり、国公立・私立入試に対応できる学力を養成！

部活動でも、進学でも、可能性を広げ、ともに学びあい実力アップ！

様々なことに挑戦し、自分の可能性を広げよう。

教育課程表（令和５年入学生）教育課程表は１週間に受ける授業の科目名と時間数を表しています

教育課程表（令和５年入学生）教育課程表は１週間に受ける授業の科目名と時間数を表しています

教育課程表（令和５年入学生）教育課程表は１週間に受ける授業の科目名と時間数を表しています

※自 由 選 択 A：国語表現、数学 B、生涯スポレク、音楽Ⅲ、美術Ⅲ、書道Ⅲ、論理・表現Ⅰ、保育セミナー、情報リテラシー、簿記
※自 由 選 択 B：国語表現、課題研究（理）、音楽Ⅱ、美術Ⅱ、書道Ⅱ、情報処理、数学 B（条件あり）　※芸術Ⅰ：音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰから選択１
※理 科 探 究：物理探究、化学探究、生物探究から選択１
※教育課程の語句について、総探→総合的な探究の時間、ＬＨＲ（学級活動）

・大学進学を意識した授業でサポート
・早朝講座・夏期講座で実力ＵＰ！
・３年間普通コースとの入れ替えなし

・各学年 1クラス（普通コースの成績上位者等を選抜）
・進級時に普通クラスと入れ替えあり
・国公立大学等進学を目指せる教育課程（特進クラスと同じ）

・一人一人の目標に対応した選択科目、サポートで夢実現
・検定、部活動、行事、…何でも頑張れる！
・他クラスの生徒との授業でコミュニケーションUP！

　授業環境が整っており、早朝講座・夏期講座・全国模試で自分の実力を上げ、夢に近づくこと
ができると思い特進クラスを希望しました。クラスでは大学進学という同じ目標をもった生徒が
集まっているため勉強の意欲が高く、互いに切磋琢磨して取り組むことができ、先生方のサポー
トも充実しています。勉強と部活動や生徒会活動と両立している生徒も多く、男女の仲が良く、
個性を生かせる行事も多いです。	 【宮城ひめのさん　南風原町立南風原中学校出身】

	私は、部活と勉強の両立が出来て、色々なことにチャレンジできる選抜クラスを希望しました。
現在、野球部と生徒会（会長です）に所属しています。２年生からは理系と文系に分かれ、進学に
必要な科目を学ぶので、難易度も上がり、授業スピードが中学校より早いですが、積極的に先生に
質問すると良いですよ。生き生きとした楽しく学べるクラスです。

【真栄田海人さん　鹿児島県奄美市立金久中学校出身】

	兄が豊見城高校の卒業生で楽しそうでした。私は部活動と勉強の両立ができる普通クラスを希
望しました。クラスの雰囲気は仲が良く楽しいです。選択科目があり、興味ある科目を勉強できる
ことや、クラス替えで多くの人と係わる機会があることも良かった点です。学校全体の雰囲気が明
るく、行事が盛んでとても楽しく、進路活動もしっかりしています。中学校と違い主体性を持って
自分の進路（大学等）について考えるところが高校だと思います。	
	 【真境名隼翔さん　宜野湾市立真志喜中学校出身】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 年 現代の 
国語

言語 
文化

歴史 
総合 公共 数学Ⅰ 数学 A 化学  

基礎
生物  
基礎 体育 保健 芸術 

選択Ⅰ
英語 

コミュニケーションⅠ 情報Ⅰ 総探 LHR

2 年
文系 論理 

国語
文学 
国語

地理 
総合

倫理 応用英語
 数学Ⅱ 数学 B

物理基礎 
または 

地学基礎
体育 保健 英語 

コミュニケーションⅡ
家庭 
総合 総探 LHR

理系 化学

3 年
文系 論理 

国語
文学 
国語

地理探究 
日本史探究 
世界史探究 
※１科目選択

政経 理科選択 
物化生地から１ 文系数学 論理・表現Ⅰ

体育 英語 
コミュニケーションⅢ

家庭 
総合

自由 
選択 B 総探 LHR

理系 理科探究 
物化生から１

理科選択 
物生地から 1

（数学Ⅲ＋数学 C） 
または　理系数学
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総合 公共 数学Ⅰ 数学 A 化学  
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英語 

コミュニケーションⅠ 情報Ⅰ 総探 LHR

2 年 論理 
国語

文学 
国語

地理 
総合 倫理 数学Ⅱ 物理基 or 

地学基 体育 保健 芸術 
選択Ⅱ

英語 
コミュニケーションⅡ

家庭 
総合

情報・商業 
選択 総探 LHR

3 年 論理 
国語

文学 
国語

地理探究 / 日本史探究 
/ 世界史探究　１科目選択 政治経済 数学総合 理科選択 

物化生地から１ 体育 英語 
コミュニケーションⅢ

家庭 
総合

商業 
選択

自由 
選択 A 総探 LHR
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Brilliant future 〜輝かしい未来へ〜
〜大学、短期大学、各種専門学校への進学、就職活動等、全ての生徒を支援する進路指導〜

豊見城高校　３年間の主な進路実績（令和元年度〜令和３年度）

豊見城高校　令和３年度　進路決定状況と主な進路先

専門学校進学後に目指したい職業（令和３年度卒）

国公立大学 R1 R2 R3
琉球大学 3 1 3

名桜大学（公立） 2 0 1
沖縄県立芸術大学 0 2 0
県外国公立大学 0 0 1

計 5 3 5

私立大学 R1 R2 R3
沖縄国際大学 34 30 46

沖縄大学 20 21 26
沖縄ｷﾘｽﾄ教学院大学 2 2 0

県外私立大学 53 29 24
留学 0 0 0
計 109 82 96

進路決定状況 R1 R2 R3
進路決定者数 284 283 290

卒業者数 304 309 302
進路決定率 93.4% 91.6% 96.0%

短期大学 R1 R2 R3
沖縄女子短期大学 10 ５ ９
沖縄ｷﾘｽﾄ教短期大学 ５ １ ２
県外私立短期大学 ３ １ ２
沖縄水産高校専攻科 ０ ０ １

計 18 ７ 14

■大学・短大 ■専門学校 ■公共開発校等
■就職 ■その他

大学・短大
38％

★ 県 内
・琉球大学
・沖縄国際大学
・沖縄大学
・沖縄ｷﾘｽﾄ教短期大学
・沖縄女子短期大学
★ 県 外
・公立鳥取環境大学
・獨協医科大学
・関西国際大学
・日本文理大学
・立正大学
・愛知工業大学
・東京富士大学
・岐阜女子大学
・九州共立大学
・桜美林大学
・徳島文理大学　　他

・ナイス沖縄株式会社
・有限会社シャイニング
・株式会社サン食品
・株式会社ＴＳＵ　　他

・沖縄看護専門学校
・那覇看護専門学校
・浦添看護学校
・沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福祉学院
・琉球ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院
・二葉栄養専門学校
・福岡医健ｽﾎﾟｰﾂ専門学校　他

・沖縄職業能力開発大学校
・大分県立工科短期大学校

他

その他
4％

就職
7％公共開発校等

3％

専門学校
48％

看護師　公務員（市役所・消防署・警察官・沖縄県庁・海上保安庁・税関職員）　調理師　声優　
保育士　歯科衛生士　設計士　美容師　理学療法士　柔道整復師
ブライダルヘアメイク・ドレススタイリスト　サイバーセキュリティーエンジニア　等
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Brilliant future 〜輝かしい未来へ〜
〜大学、短期大学、各種専門学校への進学、就職活動等、全ての生徒を支援する進路指導〜

豊見城高校　３年間の主な進路実績（令和元年度〜令和３年度）

豊見城高校　令和３年度　進路決定状況と主な進路先

専門学校進学後に目指したい職業（令和３年度卒）

豊見城高校卒業生から皆さんへ
糸数 陽一 さん（平成２１年度卒：南城市立久高小中学校出身）［日本大学→警視庁］
2020 東京オリンピックウエイトリフティング 61kg 級４位入賞

髙村 ゆず子 さん　（令和３年度卒：豊見城市立伊良波中学校出身）
［公立鳥取環境大学　環境学部環境学科］　

平良 一真 さん（令和 3 年度卒：豊見城市立豊見城中学校出身）
［名桜大学　国際学群　国際学類］　　

金城 莉桜 さん （令和３年度卒：那覇市立仲井真中学校出身）
［ナイス沖縄株式会社］」

大浦 芽琉 さん （令和 3 年度卒：那覇市立小禄中学校出身）
［沖縄国際大学　産業情報学部　企業システム学科］　

大城 華音 さん （令和３年度卒：那覇市立小禄中学校出身）
［那覇看護専門学校　看護学科］　

宮国 孝多 さん（令和３年度卒：那覇市立仲井真中学校出身）
［琉球大学　人文社会学部　琉球アジア文化学科］　

　2009年度(平成21年度)に卒業した糸数陽一です。
　私が豊見城高校を選んだ理由は、スポーツが盛ん
な学校だったからです。
　特にウエイトリフティング競技は、全国でもトッ
プクラスの実績があり、豊見城高校で全国大会に出
場したいという思いがあり、本校を選びました。
　また、文武両道の学校でもあり、学業の面では、
特進クラス、選抜クラス、普通クラスがあり、自分

豊見城高校は、大学進学を目指しながら体育祭や文化祭など
のイベントも全力で楽しむことができる高校です。私が豊見
城高校を入学したのも、高校の青春と進路の両方を大事にで
きると考えたからです。
そして、実際に生徒会長という、行事を企画実行する立場
になって、それが実感に変わります。豊見城高校の生徒のみ
んなは、いつでも行事を全力で盛り上げ、楽しんでくれまし

た！しかし、それだけではありません。進路の面でも先生方がとても丁寧に尽力して
くださります。私は講座をフルに活用し、県外国公立大学に進学することができまし
た。これは、豊見城高校の先生方に出会わなければ出来なかったことだと考えています。
これからの後輩の皆さん！豊見城高校での学校生活はとても素晴らしいものになるで
しょう。ぜひ、自分のやりたいことを出し切って楽しんでみてください。私はいつでも、
応援しています。

私は、小学校から続けてきたバスケットボールを今までよりも更に
高いレベルでプレーしたいと思い、強豪校である豊見城高校に進学し
ました。予想していた通り、毎日厳しい練習を繰り返してきましたが、
だからこそハイレベルなバスケットを持続し、常に全員が「全国大会
出場」という大きな目標を掲げ練習に励むことができました。また、
私は３年間部活動を続ける中で、バスケットの技術だけでなく、仲間
の大切さや親、先生方など身近で支えてくれる人たちへの感謝の気持
ちを持つことの大切さも学びました。

　進路に関しては、なかなか決まらずに悩んでいたのですが、担任や顧問の先生が相談に乗っ
てくださって、名桜大学を目指すことに決めました。受験に関しては、不安もありましたが、先
生方が小論文の書き方はもちろん面接の練習まで毎日時間を割いて指導してくださり、学校推薦
型選抜で合格することができました。　　
このように、豊見城高校は一人一人のレベルや希望に応じて学習を行うことができ、進学率も
高いので、ここに入学して本当によかったと思います。これからも豊見城高校で学んだことを活
かして頑張っていきたいと思います。

私は、文武両道が達成できる学校生活を送りたいと思い、豊
見城高校に入学しました。豊見城高校は部活動が盛んで、校
内陸上競技大会などの行事があったり、勉強面では、選択制
の教科があり、学びたい分野をより深く学習することができ
ます。
体力面でも、学習面でも、充実出来る学校です。
また、進路活動では就職活動に専念し、履歴書作成や面接練

習、会社見学など、担当の先生方の指導のもと、無事内定を頂き、楽しくお仕事をし
ています。
豊見城高校は、自分の希望を見い出せる素敵な場所です。新しく出会う仲間と協力し、
助け合って楽しい充実した高校生活を送ってください。
自分の将来に向かう道が開けるように応援しています。

私は、大学進学へのサポートが手厚いということを聞いて豊
見城高校に入学することを決意し、その中でも特進コースを
選びました。
３年生の頃には、先生方が面接や小論文の指導や受験に対
しての悩みについて真摯に向き合って下さり、そのおかげで、
第一希望の志望校に合格することができました。また、定期
テストやグループワークに意欲的な人が比較的多く、授業が

受けやすかったように思います。
私は出来るだけ先生方と交流するよう意識していました。１年生の頃からこれを意
識していたからこそ受験に関する相談がしやすく、情報やアドバイスを入手する機会
を作ることが出来たと思います。
高校生活はあっという間なので、自分のやりたいことをできるように頑張ってくだ
さい。

私は、高校生活をより良いものにするために豊見城高校の特
進クラスに入学しました。特進クラスは、普通クラスにはな
い早朝講座や夏期講習、必修模試などがあるので、学習に対
しての意欲を常日頃から高めることができます。また、学習
面だけではなく、部活動やボランティアなどを両立して頑張
る仲間がクラスに多くいたので、自分自身も一緒に頑張るこ
とができたと思います。

高校３年間はとてもあっという間です。１年生の頃からこつこつと努力を積み重ね
ることが進路を実現するために大切だと考えます。皆さんの夢が実現できるよう心か
ら応援しています。

私が豊見城高校に進学した理由は、特進クラスがあり、そこで進学
を目指す人と深く関われると思ったからです。琉球大学に進学したの
は自らが住んでいる地域の文化継承のきっかけをつくる教師になりた
いと思ったからです。自分の力を一番に発揮できる推薦入試で合格し
たいと強く思っていたので、高校生活の中では部活をはじめとして生
徒会など、多くのことに挑戦して経験を増やしていきました。
受験勉強を本格的に始めたのは最後の春休み前でしたが、それでも

勉強のスケジュールはかなりカツカツで、特に推薦だと小論文の練習
や出願書類の準備などが重なり、時間に追い込まれることが多くあります。そのようなときでも
周りの先生方が最後までサポートして下さったおかげで乗り越えることができました。一対一で
親身に対応して下さったので自分の課題や、長所まで確認することができ、より自信を持って面
接や試験に臨むことができました。
受験生のみなさん、自分のペースを崩さず、粘り強く続けて行けたら、受験だけではなくその

先まで何でも挑戦できるようになると思います。ぜひ目の前にある目標を貫いて頑張ってくださ
い !

に合ったクラスを選ぶこともできますし、大学や専
門学校などの進学にも力を入れており、とても魅力
的な学校です。豊見城高校で多くを学び今の私を形
成する原点であったと感じています。
　2024年にはパリオリンピックが開催予定となって
います。出場することはもちろんのこと、沖縄の皆
さんに夢と感動を与える試技ができるように頑張り
ます。
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充実した高校生活（令和４年度）
月 APRIL

■第 57 回入学式　■対面式・部紹介　
■１学年校内研修・避難訓練
■第１回実力テスト■新入生歓迎球技大会　

4

月 OCTOBER
■第４回パフォーマンス大会
■第３回実力テスト ■学校説明会（10/19）
■沖縄県高等学校新人体育大会

10

月 JULY
■第２回実力テスト　■リーダー研修　
■夏休み　■夏期講座（前期）　

7

月 JANUARY
■送別球技大会　■大学入学共通テスト　
■推薦入試（１/20）

1

月 MAY
■三者面談　■歯科検診
■１学期中間考査　
■沖縄県高等学校総合体育大会

5

月 NOVEMBER
■避難訓練　■理科野外実習（１年）
■豊翔塾（OB による講演会）
■校内陸上競技大会　■２学期期末考査

11

月 AUGUST
■夏休み　■夏期講座（後期）
■第 46 回全国高等学校総合文化祭

8

月 FEBRUARY
■学年末考査
2

月 JUNE
■選択科目説明会　■慰霊の日特設授業
■１学期期末考査
■第 104 回全国高等学校野球選手権沖縄大会

6

月 DECEMBER
■芸術鑑賞会　■修学旅行（２年）
12

月 SEPTEMBER
■フィールドワーク（遠足）
■２学期中間考査　

9

月 MARCH
■第５５回卒業式
■修了式・離任式
■県立高校入学選抜学力検査（３/７, ８）
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充実した高校生活（令和４年度） 一人一人が輝けば　豊高が輝く！
スポーツも文化活動も一生懸命やるのが豊高生の青春！
体育系（19 団体）文化系（10 団体）

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

男子サッカー部 女子サッカー部 野球部 ウエイトリフティング部

弓道部 ダンス部 男子バドミントン部 女子バドミントン部

男子ハンドボール部 女子ハンドボール部 男子ソフトテニス部 女子ソフトテニス部

書道部 JRC 部 放送部 吹奏楽部

文芸同好会 軽音楽部 茶道部
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教育活動充実のため、全クラスに、電子
黒板を設置、授業や行事等で活用してい
ます。

５／８
（倍率０．６３）

４８／５６
（倍率０．８６）

4

志願者

27／35
（倍率0.77）

258／232
（倍率1.11）

志願者

4

19
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