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- 二戸市福岡字上平

福 岡 高 等 学 校
校 章

蕁０１９５（ ）３３８５（職） ･
１１６１（事）
馨

64

０１９５（ ）３３８６

定員 35 名〔4 年課程〕
（国家試験受験資格）

定員 40 名〔4 年課程〕
（国家試験受験資格）

校 長／根 反

作業療法学科

理学療法学科

教職員数＝四七

理学・作業療法士養成校

普通科 一年 一〇五 二年 一一三 三年 一一四

岩手リハビリテーション学院

人が人に添う仕事。

生徒数＝三三二（男子 、女子 ）

作詞／疋 田 剛 三
作曲／豊 原 雄太郎

総文祭書道部門奨励賞、理科研究＝平
生物チャ
レンジ金メダル、美術＝平 全国高総文祭 優良校
東京公演ポスター優良賞
（ 年度）剣道部個人、水泳部個人・リレー＝全国高
総体県出場
■進学・就職状況（令和四年三月卒業）
●主な進学先（人数）
国公立大（ ）＝岩手大 、北見
工業大、北教大釧路校、室蘭工業
大２、弘前大６、秋田大２、山形
大、福島大６、宇都宮大、群馬大２、
埼玉大２、新潟大、岩手県立大８、
公立はこだて未来大、釧路公立大、名寄市立大２、青
森公立大２、青森県立保健大、宮城大、都留文科大３、
芸術文化観光専門職大２
私立大（ ）＝八戸学院大３、岩手医大、富士大、盛
岡大４、仙台大２、東北学院大、東北工業大３、東北
福祉大、東北文化学園大、宮城学院女子大、秋田看護
福祉大、東北芸術工科大、医療創生大、東日本国際大、
東京国際大、神田外語大、千葉商科大、國學院大、東
京理科大、金沢工業大
短大（ ）＝岩手県立大盛岡短６、
岩手県立大宮古短２、
山形県立米沢短、大月短、盛岡大短、仙台青葉学院短
大学校（４）＝岩手農業大学校、東北職業能力大学校
２、岩手県立産業技術短期大学校
各種専門学校（ ）＝岩手県立二戸高等看護学院５、
岩手リハビリテーション学院２、岩手看護専八戸看護
専、東北メディカル学院２、北日本ハイテクニカルクッ
キングカレッジ２、岩手医大医療専、上野法律ビジネ
ス専２、
八戸保健医療専、仙台スクールオミュージッ
ク＆ダンス専、ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専、呉竹医
療専、さいたま柔整専、文科服装学院、尚美ミュージッ
クカレッジ専、東京モード学園、盛岡情報ビジネス専、
東北外語観光専
●主な就職先（公務員３名、県内４名）
ＪＲ東日本、菅文、九戸福祉会、東建設、岩手県、二
戸市、盛岡市消防
■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
二、金田一中学校 名
一、福岡中学校 名
三、一戸中学校 名
四、九戸中学校 名
六、浄法寺中学校 名
五、三戸中学校 名
七、軽米中学校 名
八、南部中学校７名
九、名川中学校２名
■エポック
旧制盛岡中、一関中に次いで、第三の県立中学校と
して設置された学校で、弓道、剣道、野球で名高く、
長い伝統をもち、文武両道・質実剛健をモットーとす
る学校である。

〒020-0062 盛岡市長田町 15-16
TEL019-654-2788 FAX019-654-2779
URL http://www.iwate-reha.jp/

https://www3.jeed.go.jp/miyagi/college/
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校章由来 歌枕の地として有名な末の松山の雄々しく風雪に耐
える
「三葉の松」（旧制福岡中学時代の校章として用いられてきた）
に折爪岳に咲く清楚な「シロバナエンレイソウ」を配し、
「質実
剛健」を象徴したものである。

■校歌

昭和 年 福岡高等女学校と福岡中学校と統合、新学
制による県立福岡高等学校として開校、定
員 名、定時制課程と浄法寺分校を、 年
伊保内分校を開設。その後、 年、 年に
それぞれ県立伊保内高等学校、県立浄法寺
高等学校として独立
昭和 年 創立五十周年記念式典
昭和 年 商業科新設、定員 名
昭和 年 創立八十周年記念式典
昭和 年 柔剣道場（北雄殿）完成
平成 年 創立百周年記念式典挙行
平成 年 商業科生徒募集停止
平成 年 浄法寺高校が福岡高校浄法寺校となる
平成 年 創立百十周年記念式典
平成 年 浄法寺校閉校
平成 年 ４学級募集
■学校概要 教育目標は、母校の伝統を継承発展さ
せ、自己練磨に努めて有為の人材を育成し、順法精神
を養って人類の文化に貢献することを期する。
■校風
廉恥・信義・礼儀を重んじ、知・徳・体の調和的成
長を促し、学校・師長を敬愛し学友に親しむ精神を養
い、素朴重厚な校風を育ててきた。
■行事 ６月クラスマッチ、７月一日体験入学、９月
文化祭、 月修学旅行（２年）
■部活動の状況
●運動部＝剣道、柔道、弓道、水泳、陸上競技、野球、
ソフトテニス、卓球、サッカー、バスケットボール、
バレーボール
●文化部＝理科研究、美術、音楽、書道、吹奏楽、英
語、演劇・文芸、茶道、囲碁将棋
●活躍状況＝県高校総体
（優勝回数）水泳２回、飛込
み２回、バスケットボール１回、ソフトテニス１回、
剣道男子 回、女子９回、弓道男子８回、女子 回、
駅伝６回、陸上競技女子２回、登山１回、ソフトボー
ル部男子 回、女子２回、バレーボール男子１回、
女子１回
［全国大会］野球＝甲子園出場 回、柔道＝昭４全国
優勝、昭５全国準優勝、陸上競技＝昭 砲丸投優勝、
ｍ２位、
・昭 砲丸投・円盤投優勝、全国高校駅
伝大会昭 ・３位、平 砲丸投国体５位、平 砲丸
投３位、剣道＝昭 ３位、
平 ３位、弓道＝昭 ２位、
平 ２位、昭 年国体女子３位、平 男子個人５位、
平 団体１位、平 選抜男子団体優勝（岩手県初）
、
同 年準優勝、平 優勝
音楽＝平６全国高総文祭、ＮＨＫ全国学校音楽コン
クール、書道＝全国高総文祭参加 回、平 ・ 高
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一、岩手の北臺
天下の鎮
降るや嶽神
雲薫り
湧くや醴泉
龍躍る
自然の精霊
鍾りて
天地の威徳
象れる
我が高校や
国の誇示
■沿革
明治 年 県立福岡中学校開校、県下３番目として開校
大正 年 県福岡実科高等女学校（修業年限３ケ年）
文部大臣より設立認可
昭和 年 岩手県福岡実科高等女学校学制改革により
県福岡高等女学校となる
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