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校 長／米 持
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教職員数＝三一

蕁0176-23-3138 FAX23-8153

普通科 一年 六五 二年 六七 三年 六八

〒034-0041 青森県十和田市大字相坂字上前川原76

〒038-0031 青森県青森市三内字稲元 122-2
TEL017-782-3040 FAX017-782-3041
URL http://www.aomori-dental.ac.jp/

生徒数＝二〇〇（男子 、女子 ）

歯科技工士科

（２年制 定員男女 35 名）

3642

校章由来 豊かな林檎の町「板柳」にある高校として「りんご
の樹に囲まれた高校」を表したもので、自然の恵みと人間の努
力を表し、この良き環境の中ですこやかに育ち発展されること
を念願する意味を込めてデザインした。曲線はりんごの枝を、
上部中心の星形は未来の躍進と希望を表す北極星を模したもの
である。

作詞／鈴 木 文 雄
作曲／長谷川 良 夫

国公立大（２）＝弘前大、青森県立
保健大
私立大（４）＝弘前学院大、青森中
央学院大、八戸工業大
短大（５）＝東北女子短、青森明の
星短、函館短、戸板女子短
各種専門学校（ ）＝国立病院機構
弘前病院附属看護、弘前市医師会附属准看護、双仁会
厚生病院附属准看護、青森県ヘアアーチスト専、青森
歯科医療専、東北栄養専、弘前厚生学院、ヘアーアー
トカレッジ木浪学園、北日本ヘア、スタイリストカレッ
ジ、青森中央文化専、専サンモードスクールオブデザ
イン、窪田理美容専、盛岡ヘアメイク専、盛岡情報ビ
ジネス専、仙台整骨医療専、文化服装学院、東京コミュ
ニケーションアート専、日本工学院八王子専、東京商
科法科学院専、華調理製菓専
●主な就職先（県内 名、県外 名）
弘善商会、ユニバース、丸大堀内弘前支店、国際パト
ロール青森支店、アペック津軽、荒鷲建設、サンカツ、
セーフティテック、藤林商会、弘南バス、弘前愛成園、
町田アンド町田商会、イマジン、ジャムフレンドクラ
ブ弘前、青森ジーンズ、センチュリーテクノコア弘前
工場、七峰会、西濃運輸東京支店、第一貨物仙台東支
店、日野自動車、三宗、ホテル華の湯、箱根湖畔開発、
リゾートトラスト、イムラ封筒、不二屋富士裾野工場、
キューソーエルプラン中日本事業部、敷島製パンパス
コイーストカンパニー
■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
二、藤崎中学校 名
一、板柳中学校 名
三、北辰中学校 名
四、新和中学校 名
五、鶴田中学校 名
六、弘前二中学校８名
七、裾野中学校５名
八、木造中学校４名
八、森田中学校４名
十、明徳中学校２名
他１名 弘前一中学校
津軽中学校
柏中学校
五所川原三中学校
■学校をとりまく環境
板柳町は県の西部、津軽平野のほぼ中央部に位置し、
りんごの町として知られている。西に岩木の秀峰、東
に八甲田の連峰を望める美しく豊かな自然に囲まれて
いる。弘前市に近く、約３割の生徒が弘前地区方面か
ら自転車通学している。
■エポック
本校は平成 年度に創立七十周年を迎え、二十一世
紀の時代に対応できる教育環境の充実を目指し、生徒
一人ひとりが各自の進路や興味・関心に応じて時間割
を組めるように多くの選択科目を設定している。

歯科衛生士科

（３年制 定員女子 40 名）

一生涯の資格

■校歌

昭和 年 青森県板柳町立高等女学校と改称
昭和 年 青森県板柳高等女学校と改称
昭和 年 青森県板柳高等学校開校
定時制課程設置（昭 年閉校）
昭和 年 校歌制定、校旗樹立式挙行
昭和 年 県立板柳高等学校と改称（県移管認可）
昭和 年 家庭科新設（翌年被服科に変更）
昭和 年 新校舎落成記念式典
昭和 年 新体育館落成竣工
昭和 年 現校舎に移転
昭和 年 生徒会館（北星会館）落成
昭和 年 創立五十周年記念式典挙行
平成５年 被服科閉科式挙行
平成８年 新制服制定、学年進行で移行
平成 年 創立六十周年記念式典挙行
平成 年 創立七十周年記念式典挙行
■学校概要 普通科６学級による編成である。
教育目標は、誠実で責任をもって事に当たり、公共心
を身につけ、礼儀正しく、勤労を愛する人の育成や、
学習意欲を旺盛にし体力の増強をはかり、美的情操を
陶冶し、自律的な強い意志をもって所期の目的を達成
できる実践力を育成することにある。
■施設
校地面積 六九、
九三九裃
建物面積 一〇、
八二一裃
校舎、屋内運動場
■行事
６月体育祭、 月板高祭、１月修学旅行（２年生）
■校風 校訓 「誠実、勤勉、礼儀」
高校生としての自覚と誇りを持って充実した生活を
送り、望ましい勤労感、職業感の育成をめざし、学習
とスポーツの両立をはかっている。
■部活動の状況
●運動部＝陸上競技、野球、卓球、バスケットボール、
ソフトテニス、バレーボール、サッカー、弓道
●文化部＝華道、吹奏楽、ギター、調理、放送、パソ
コン、イラスト
●活躍状況（県高校総体優勝回数）
バスケットボール女子７回、卓球女子１回、ソフト
ボール男子５回、軟式野球１回、空手道男子１回
全国大会では卓球部、バスケットボール部男女、東
北大会では水泳、陸上競技が活躍している。
（ 年度）放送部＝３年連続東北大会出場、家庭クラ
ブ＝ボランティア活動実践中、板柳町小・中・高キャ
リア連携事業実践中
■進学・就職状況（平成二九年三月卒業）
●主な進学先（人数）

役職員一同

薔 0120-823-070

お問い合せ

義

技術で人の役に立つ

成

田

正

代表取締役社長

青森歯科医療専門学校

三和会

学校法人
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7 カレッジ 119 の専門分野

目指せ！スペシャリスト！

上北農産加工株式会社

夢にむかってＧo ！
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一、若草もゆる津軽野や
心を映す瑠璃のいろ
清瀬を永久の道として
学びの舎のあけくれを
至誠の教えかしこみつ
生命の炎
かきたてん
■沿革
昭和 年 青森県板柳町立実科高等女学校設置
開校式並に入学式挙行
昭和 年 校歌制定、校旗樹立式挙行
補習科設立許可
13

17

10

52

進学50％

就職50％

