フォレストピア学びの森

五ヶ瀬中等教育学校
宮崎
県立

2019 学校案内

天に学び 地に学び 人に学ぶ
天を学び 地を学び 人を学ぶ
天とは
自然であり 秩序であり 真理である
地とは
環境であり 生活であり 現実である
人とは
歴史であり 文化であり 心である
感性を磨き
天と地と人に学び
天と地と人を学ぶとき
自分の内にも自分の外にも
輝く何かが発見できる
あなたは何を見つけますか

創設のことば

五ヶ瀬から世界へ
世界から五ヶ瀬へ

学校生活

読書
------8：00

学校での主な行事

1日のスタートは
読書から

入学式・対面式／わらじ遠足／ブックトーク
トライアスロン／フォレストピア祭（体育の部・文化の部）
スキー教室／卒業式など

入学式

授業
------8：25〜

験や
授業では実 などを
動
活
話し合い
るよ。
す
たくさん

昼食
-------

12：15〜

学びの森の制服
前期生

部活
-------

15：50〜

い〜
寮の食事おいし
もっと上手くなる
ぞ〜

トライアスロン

フォレ祭

スキー教室

ブックトーク

後期生

こだま寮での生活
「こだま寮」では、基本的生活習慣を大切にしていま
す。集団生活の中で、人とのコミュニケーション能
力やルールを守る態度を身につけます。家庭とは
違って携帯電話やゲーム機などは持ち込むことが
できません。また、テレビ視聴も時間が決めら
れています。そのような制限された生活の中
で不便さを感じることも多々あると思いま
すが、同学年や異学年との深い絆を作り
洗濯
上げることができます。規則正しい生
------19：00〜
活や食事、学習を通じて、たくましく
成長できる 6 年間です。

帰寮
------18：00

ただいま

おかえり〜。
今日はどうだ
った？
自分のことは自分
で！

寮での主な行事

新入生入寮式／こだま杯／防災訓練
聖夜祭／卒寮式など

寮学習
------19：30〜

集中！集中！

ここ教えて
ちょっと、

清掃
-------

21：00〜

就寝
-------

聖夜祭

すみずみまで
ピカピカに！

22：30

こだま寮で生活する上で大切なこと
相手を思いやる気持。自分の行動に責任を持つ。
なぜ？を大切にして何に対しても疑問を持つ。
自分に自信を持ち、それぞれの個性（人の考え方）
を大事にする。

こだま寮で学べること

マウンテンバイク

（五ヶ瀬町散策）

先輩・友達・寮母さん・先生方と対話をすることで育ま
れるコミニュケーション能力。
時間をしっかり守り、限られた時間を上手に使う自己管
理能力。
寮のルール（規則）を守る中で自分に合った生活
を考える力。

部活動

陸上競技 バスケットボール
バドミントン スキー 美術

ソフトテニス サッカー
書道 囲碁 太鼓

主な入賞・出場の記録
（平成30年度）

○西臼杵地区中学校総合体育大会
男女バスケットボール競技
バドミントン競技

優勝

男女団体

優勝

○西臼杵地区中学校秋季体育大会
女子バスケットボール競技
バドミントン競技

優勝

男女団体

前
期

陸上競技1年男子3000m

1位

駅伝競走大会

優勝

優勝

男子の部

○第62回宮崎県中学生英語暗唱大会暗唱の部

生

○第70回宮崎県中学生英語弁論大会
○第62回日本学生科学賞

最優秀賞

県審査

弁論の部

優秀賞

県教育長賞

読売新聞社賞（理科自由研究）
○サイエンスコンクールプレゼンテーション県発表会
○第60回大東文化大学全国書道展
○第68回宮崎県教育書道展

特選1名

優秀賞

金賞3名

特選3名

○創造アイデアロボットコンテスト宮崎県中学生大会
活用部門3位

九州大会出場

○実用英語技能検定

1級合格

○SGH甲子園2018

英語プレゼンテーション

最優秀賞

○第3回高校生国際シンポジウム
プレゼンテーションの部

最優秀賞

○グローバルリンク・シンガポール
英語プレゼンテーション社会課題部門

特別賞

後

○第42回全国高等学校総合文化祭

期

書道部門

特別賞

文化連盟賞

○第23回全日本高校大学生書道展

書道展賞

優秀賞

生

○第40回宮崎県高等学校総合文化祭
美術部門

特選

書道部門

囲碁部門

女子個人の部

優秀賞

優勝

○第60回大東文化大学全国書道展

奨励賞

男子個人の部

準優勝

全国書道高等学校協議会賞

○宮崎県高等学校美術実技講習・コンクール
石膏デッサン上級部門

優秀賞

静物デッサン初級部門

○第20回宮崎県ジュニアコンクール（太鼓）
一人打ち中高生部門

最優秀賞

最優秀賞

剣道

弓道

平成30年度卒業生

合格状況一覧（詳細はHPをご覧ください）
国公立大学

電気通信（情報理工）
島根（法文）
広島（総合科学）
広島（理）
高知（地域協働）
九州（共創）
九州工業（工）

私立大学

長崎（環境科学）
熊本（文）
大分（福祉健康科学）
大分（医）
宮崎（地域資源創成 4名）
宮崎（工）
宮崎（医）

鹿児島（工）
鹿児島（水産）
北九州市立（経済）
宮崎公立（人文）
福知山公立（地域経営）

日本（芸術）
東海（政治経済）
明治（政治経済）
近畿（産業理工）
近畿（国際）
大阪芸術（芸術）
京都造形芸術（芸術）

広島文教（教育）
九州産業（芸術）
九州産業（国際文化）
九州産業（人間科学）
筑紫女学園（人間科学）
長崎国際（人間社会）

卒業生の声
九州大学

地域創生学部

日髙

波美（平成30年度 卒）

五ヶ瀬で過ごした６年間、それは本当にかけがえのないものだったと五ヶ瀬を離れた今改めて感じて
います。
五ヶ瀬には県内各地から集まったいわゆる「よそ者」の私たちを温かく迎えてくれる町民の方々がい
ました。私を認め尊重してくれる先生方、そして仲間がいました。大切にしたいと思える人や出会いが
たくさんありました。友と尽きることなく語り合える時間がありました。自分と向き合い、納得するま
で考え続けることのできる時間がありました。スマホもゲームもありませんでしたが、足りないものは
１つもありませんでした。それどころか五ヶ瀬での６年間を過ごした今の私は、６年前には持っていなかったものをた
くさんもっています。五ヶ瀬の地で学んだその先に発見できるもの、それはきっと一生の宝物です。あなたもこの学び
の森で"何か"を見つけてみませんか？

五ヶ瀬町立三ヶ所小学校

教諭

丸山

優花（平成26年度 卒）

「学びの森には 何も無い がある。」
学校を紹介するときに、そう言った先輩がいました。ゲーム、携帯、ショッピングセンター、無い
ものを言い出したらきりがない。でも、何もないからこそ、自分と、自分に関わる人とどっぷり向き
合えます。家族のように一生付き合える友人や「いつでも帰っておいで〜」と卒業してからも応援し
てくださる五ヶ瀬町の方々に出会うことができます。そして、ささいなことでも感動できます。伝統
芸能が大人から子どもへ受け継がれていく瞬間をみて感極まったり、満天の星空を見上げて友だちと
涙することもあるでしょう。さらに、自分で面白さを創り出すことができます。授業中に雨が降り出し、全員が洗濯物
を気にするクラスやベランダで干し柿を作る女子高生がいったいどこにいるでしょうか。学びの森での６年間で、自然
とともにたくましくおもしろく生きる力を身につけ、人と関わることの難しさと喜びを知りました。
あれから５年、私はご縁があり五ヶ瀬町で教員としてのスタートをきることになりました。一番の支えである家族、
自分の夢を真剣に語り合える仲間、一緒に考えてくださる先生、ずっと応援してくださっている地域の方々。たくさん
の方々のおかげで今があります。五ヶ瀬での生活はそのぬくもりを身に染みて感じることができる場所です。そのよう
な環境で育ったからこそ安心していろいろなことに挑戦できました。これから出会う子どもたちにも、そのぬくもりを
伝えていきたいです。
小学生の皆さん、言葉では簡単に言い表すことのできない、五ヶ瀬での学びを自分自身で体感してみてください。きっ
と、これからの原動力になる何かを得られると思います。

保護者の声
好奇心旺盛な娘が親元を離れて6度目の春を迎えました。寮生活や学校生活に、不安もありましたが、今はこの学校
を選んで本当に良かったと思います。
生徒は学校や寮での行事の企画・運営、そのほとんどを自分たちで行います。時にはぶつかり合いながら、それを乗
り越え、先生や先輩、後輩との縦のつながり、また同級生との横のつながりが深いものとなり、個の能力、仲間と協力
して力を発揮する能力をより高めています。これは社会に出てもあらゆる場面で活躍できる糧になると思います。その
ような中で5年間過ごした娘は、親が期待、想像していた以上に成長してくれました。この学校でしかできない経験は
たくさんあります。自分で考え、実践していく力が付きます。各学年での積み重ねの経験が年数を重ねるごとに、いつ
の間にか大きな力に変わっています。何をするにも一生懸命で、行事があるごとに感動をもらいます。困難を乗り越え
た先に広がっている景色を見てみませんか。きっと何かが見つかると思います。
いま、受験しようと思っているお子さんや保護者のみなさん、ぜひ、オープンスクールへ足を運び、生徒たちを見て
みてください。
6年生保護者 安田 和則

グローバルフォレストピア探究
グローバルフォレストピア探究
（総合的な探究の時間）

1年生（郷土探究1）

６年間で
身につける力

関連付ける力
Associating

3 年生（実践探究１）
自己と社会を知り、行動を繰り返し、
思考を深化させる
マイプロジェクト、
GIAHSシンポジウム、
グローバル探究研修
（イギリス）

個々のテーマに対して、
普遍
探究活動をし、
成果をまとめる
校内や県、全国規模の
研究発表大会への参加

2年生（郷土探究２）

Networking

生命を支える農業や産業を学ぶ

目指す生徒像
グローバルシチズン

問う力

4 年生（実践探究２）

「自然に学ぶ人」「探究する人」
「心を開く人」
「個性豊かな人」「挑戦する人」

「ＳＧＨ甲子園に参加して」
和田 真季
（６年生

生まれた問いを、抽象的・普遍的な
問いへ深化させる

試みる力

見る力

平岩小出身）

私は英語プレゼンテー
ション部門に出場し、五ヶ
瀬町の財政力向上を図るた
め、農村民泊を含めた町内ツアーの研究発表
をしました。日本各地からレベルの高い研究
を行っている高校生が集まっていてとても
刺 激 を 受 け ま し た 。発 表 後 に は 、審 査 員 の
方々からお褒めの言葉や助言を頂き、自分自
身の成長や自信にもつなげることができま
した。研究や発表を通して今後の社会に貢献
する第一歩になったと思います。

農業体験、
ヤマメの採卵、
土呂久地区研修

Questioning

（地球市民）

Observing

5年生（普遍探究１）

フォレストピア探究では、教科の枠を超えてフォレス
トピア圏域の自然や生活・文化を体験・経験します。そこ
で生まれた問いや、社会の課題に対して実践・探究（イン
タビューや実験、文献調査等）を繰り返すことで、自ら解
決を図る学習です。

繋がる力

地域の自然と文化に触れ
感性を磨く
田植え、カヌー体験、
用水路、
荒踊り（伝統芸能）

フォレストピア探究とは……

「知の理論」、
「哲学対話」
の思考法を活用した
普遍探究活動

Experimenting

「全国ＳＧＨフォーラムに
参加して」
黒木 惠介
（６年生

日知屋小出身）

私の研究は、増加傾向にあ
る耕作放棄地問題を雑穀栽
培での解決を図るものです。難しく聞こえる
かもしれませんが、熱意をもって取り組むと
楽しいですし、その熱意に応えてくれる環境
が五ヶ瀬にはあります。私も校外調査の時や
実験の際に多くの町民の方に助けて頂きま
した。それを全国ＳＧＨフォーラムに参加
し、英語で全国に発信でき、良い経験になり
ました。

6 年生（普遍探究２）
普遍探究の成果を発信する
日本語論文の作成、
日本語ディスカッション、
英語ディスカッション

中高一貫教育

少人数指導

全国初の公立中高一貫校として、26 年目になり、中
高 6 年間を見通した独自のカリキュラムを編成してい
ます。中学生（1 〜 3 年）を前期生、高校生（4 〜 6 年）
を後期生と呼んでいます。学校や寮の行事、部活動な
どで前期生と後期生の交流があるため、前期生は後期
生から生活面、学習面に対する姿勢や、進路に対する
高い意識（大学入試の情報を含む）など、様々な面で
刺激を受けることができます。また、高校の先生や後
期生が、前期生に学習を教えることで、他の中学校で
は真似できないような一貫教育を行っています。

1学年40人の生徒に対して先生が約6名で
担当し、手厚い指導を行っています。5教
科等の授業では、複数教員または少人数に
分かれて指導しています。後期生になると
20人学級となり、さらにきめ細かな少人数
指導を受けることができます。6年生から
受験する大学に対応し、理系、文系、私立
文系等、さらに個に応じた授業を展開して
います。また、朝や昼休み、放課後の時間
だけでなく、夜の寮での時間など先生が生
徒の勉強の質問や様々な相談に対し、丁寧
に対応しています。

ファミリー制度
1〜6年生1人ずつと先生1人を親子・兄弟姉妹とする
ファミリー制度があります。ファミリー給食、昼食会
（バーベキュー）、遠足などを通して家庭的なつきあ
いをすることができます。また、活動を行うだけでな
く、お兄さん、お姉さんは、悩んだ時や困った時、相
談に乗ってくれます。学年を超えたつながりは、コ
ミュニケーション能力などの幅広い社会性を高め、卒
業後も強い絆で結ばれています。

児童・保護者向け地区別学校説明会

県内施設等での展示発表会（予定）

7月23日（火）
7月24日（水）
7月25日（木）
7月26日（金）

高千穂会場：高千穂中央公民館 講堂
宮 崎 会 場：宮崎市中央公民館 大研修室
都 城 会 場：高崎保健福祉センター 研修室1・2
延 岡 会 場：延岡市社会教育センター 研修室1
日 向 会 場：日向市大王谷コミュニティセンター
大会議室
7月29日（月） 高 鍋 会 場：高鍋総合庁舎 大会議室
〈受付〉18：30〜 〈説明・質疑〉19：00〜20：45

7月27日（土） 五ヶ瀬会場①：本校
8月25日（日） 五ヶ瀬会場②：本校

〈受付〉
：13：00〜 〈説明・質疑〉13：30〜15：30

※五ヶ瀬会場①、②の説明内容は、その他の会場と同じです。本校校舎内及び寮の案内を行います。

県立図書館ギャラリー展（8／27〜9／8）
※９／７（土）、８（日）には、本校職員による説明等を行います。

10月26日（土） 五ヶ瀬中等教育学校 13：00〜16：30
※参加申込書は、県内の小学５・６年生には配付予定。
学校ＨＰでもダウンロード可。

福岡
佐賀

●宮崎から車で約2時間15分

イオン日向店（7／28〜8／3） イオン延岡店（9／23〜9／29）
イオン都城店（9月予定）
イオン宮崎店（10月予定）
※期日が決定しましたら、学校ＨＰに掲載します。

オープンスクール

大会議室
大会議室

本校へのアクセス

7月から10月にかけて、県内の下記の施設で本校の特色ある
取組についての展示発表を行います。※パネル展示のみ

大分

長崎

●延岡から車で約1時間

熊本

五ヶ瀬

●都城から車で約3時間
（高速道路を利用した場合）

鹿児島

宮崎

●熊本空港から車で約1時間20分
★延岡からバスを利用することもできます。

〒882-1203 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所9468番地30
TEL（0982）82-1255 FAX（0982）82-1266

HP:http://www.gokase-h.com/

