県立

〒

)

■沿革

業式、 月創立記念日・文化祭（公開は３年に１度）
、

シ研修、９月前期期末考査・生徒会役員選挙・前期終

月県知事、定例県議会で県立中高一貫校

原子力発電所事故発生

平成 年 ３月 日東日本大震災、東京電力福島第一
平成 年
を双葉郡広野町に平成 年４月開設を表明
平成 年 ４月福島県立四倉高等学校内に中高一貫校

月後期中間考査、 月修学旅行（２年）
、ＪＩＣＡ

グローバルキャンプ（１年）
・ふるさと創造学サミット・

冬季課外、１月ドイツ研修、２月後期期末考査・アメ

リカ研修、３月卒業式・後期終業式
■校風
◇生徒が主体的に動く学校

開設準備室を設置
平成 年 ７月「ふたばの教育復興応援団」の結成

●活動状況（ 年度）

なり、それ以外の生徒は、部活のみで参加

※トッ

プアスリート系列の生徒は、授業と連動した活動と

●文化部＝社会起業、吹奏楽、美術、演劇

卓球、ソフトテニス、女子バレーボール

グ（以上、トップアスリート系列）陸上競技、剣道、

●運動部＝サッカー、バドミントン、野球、レスリン

■部活動の状況

く窓がたくさんある学校

◇地域・コミュニティや世界と共に学ぶ学校◇夢を開

◇現実社会の中で学ぶ学校

援する学校

◇失敗を恐れず困難な課題に挑戦する生徒を支え、応

月制服・校章発表

ば未来学園高等学校」発表

平成 年 ８月県知事、定例記者会見で学校名「ふた
平成 年

平成 年 ４月８日福島県立ふたば未来学園高等学校
（全日制・総合学科）開校 開校式、第１
回入学式挙行（１期生 名）校歌発表、校
旗披露
平成 年 ４月８日第２回入学式挙行（２期生 名）
平成 年 ４月 日第３回入学式挙行（３期生 名）
■学校概要
ふたば未来学園高等学校は、持続可能な新しい社会
の建設を担う「変革者」の育成を目指して、最先端の
カリキュラムを採用して平成 年度に開校し、平成

年度に併設中学校の開校を予定している。総合学科高
校として、以下３つの系列の科目群を設けている。
◇「アカデミック」系列：大学等上級学校に進学す
るために必要とされる主要５教科を中心とした科目群
◇「トップアスリート」系列：トップアスリートや生
涯スポーツ社会のリーダーとして活躍することを目
指し、サッカー、バドミントン、野球、レスリングで
高度な技術・理論を習得することを目的とした科目群
◇「スペシャリスト」系列：農業、工業、商業、福祉
の分野において地域を支える職業人として将来活躍す

二六、
四六三裃

るために必要な知識・技能を習得する事を目的とした
科目群
■施設 校舎敷地等面積

管理棟、総合学習棟（Ａ棟・Ｂ棟）
、体育館、トレー

【世界大会】バドミントン部＝世界ジュニア選手権大

会 国別対抗戦３位、男子ダブルス優勝

５冠達成男子団体・女子団体・男子ダブルス・女子

【全国大会】バドミントン部＝全国高校総体（史上初

ダブルス・女子シングルス優勝）
・全日本ジュニア

選手権大会女子シングルス優勝・国体出場、レスリ

ング部＝全日本ジュニア選手権大会出場・全国高校

総体出場・国体出場 その他＝全国高校生の手話に

よるスピーチコンテスト３位【県大会】男子サッカー

部＝Ｆ１昇格、女子サッカー部＝新人大会優勝、演

劇部＝高校演劇コンクール優秀賞

■進学・就職状況（平成二九年三月卒業生なし）

■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
一、平第三中学校 名

三、楢葉中学校 名

五、泉中学校 名

二、広野中学校 名

四、四倉中学校 名

五、平第一中学校 名

八、大熊中学校 名

定価（本体1300円+税）文芸社

ふたば未来学園高等学校
校 章

)

作詞／谷 川 俊太郎

校章由来 「ふたばの教育復興応援団」として御協力をいただ
いている、クリエイティブディレクターの佐々木宏氏の御提案
によるものです。図案の中心には「未来」の２文字を直線で構
成し、最先端の建築物が築かれていくようなイメージを表しま
」の文字は
す。周囲を囲む「 FUTABA FUTURE SCHOOL
「タンポポの綿毛」のイメージを表し、風に乗り、世界に広がっ
ていきます。アンダーラインは、
「福島の大地」を表します。赤
い色には、
「情熱と活力ある福島」の願いが込められています。
これらを総合して、
「福島に未来を築く学校」というメッセージ
を発信する校章となりました。

■校歌

作曲／箭 内 道 彦

ニング棟、その他の施設、立志寮三階建て

五、川内中学校 名

（秋田県北秋田市出身）

白川好光

第五弾「人生の参考書」人生社会の生き方学校教育まで

- 双葉郡広野町大字下浅見川字築地

蕁０２４０（ ）６８２５
０２４０（ ）６８２８
猪苗代校舎 福
( 島県立猪苗代高等学校
三島長陵校舎 静
( 岡県立三島長陵高等学校

校 長／丹 野 純 一 教職員数＝一〇三
生徒数＝四二二（男子 、女子 ）
総合学科 一年 一四九 二年 一三〇 三年 一四三

12

康

４月入学式・対面式・新入生ガイダンス、５月生徒

■行事

平田オリザ氏、為末大氏など各界の一線の方で組織

■学校をとりまく環境

電子書籍でも発売しております。

第４弾「ゴンになったニャン太」

12

された「ふたばの教育復興応援団」による授業、双葉

http://www.seiryou-reha.ac.jp/

インターネットにて「白川好光」検索

定価（本体1500円+税）文芸社

11

総会・選手壮行会・遠足・履修指導・面接週間、６月
前期中間考査、７月体育祭（３年に１度）
・夏季課外・

80

〒341−0018 埼 玉 県 三 郷 市 早 稲 田 1 丁 目 2 5 番 地 4
蕁048−957−5611（代表）FAX048−957−2321

TEL0258-47-4690 FAX0258-47-4691

定価（本体1300円+税）くまがい書房

岩手郡雫石町西根西篠崎33-1
蕁019-693-2739 FAX019-693-2105

定価（本体1300円+税）くまがい書房

理学療法学科・作業療法学科

第六弾「生きる力、知恵の力」

新潟県長岡市大字日越 319 番地

〒940-2138

31

ブログにて「生きてこそ今」ヤフー検索

石荘

149 136

定価（本体1300円+税）くまがい書房

高度な技術と積極的な臨床を通して医療界に貢献
する人材を育成します。

152

三者面談・体験入学、８月双葉郡中高交流会・ベラルー

（）

第二弾「生きてこそ今」

お風呂は24時間OK！
■料金はご相談に応じます。

10

2017

27

第三弾「母への子守歌」

民宿雫

29

設置学科

山 村 久 男

代 表

プロデュース：秋 元

腑に落ちるまで考える

一、学ぶ覚える身につける
深くて広い心と体
未来に向かうこの自分
すこやかにしなやかに

12 19
11
（4） （4）
（2）
（5）

11

NHKラジオ深夜便こころの時代 07「私の小さな天職」
09「四人の母への讃歌」出演、四度放送

合宿にも最適！

収容人数60名

29

11
13
11
（8） 38
（4） （5）
（18）

青少年の育成に各小・中・高の学校を全国にて社会人一般と教育者への相談と講演を行っている。

知識と技術、そして思いやりの心
21 世紀のセラピストを育成

学生・団体のみなさん大歓迎！

27

23

25

26

11

10

23 23

168

12
12

0403

254

26 26

27 26

29 28

979

fax

（H31 年度に完成される新校舎の画像です。）

郡の中学校との連携、大学やＮＰＯによる日常的な学
習支援、地域等と連携したフィールドワーク、企業・
ＮＰＯ・大学・国際機関等と連携した授業や海外研修
を展開している。
①ゼミ形式の授業「未来創造探究」で、困難な課題

■エポック 特色ある取組
が山積する現実社会での課題解決の実践を行い、国内
②「スーパー・グローバル・ハイスクール」として、

外で研究成果を提言していく
授業と連動しながら循環型社会を視察するドイツ研修
③知識つめ込みから脱却し、主体的、協働的な学び、

や、国連本部を訪問する米国研修を実施
アクティブ・ラーニングを取り入れた新しいタイプの
④タブレットを生徒全員に配布し、日常的に利用す

授業を展開

⑤世界、全国で勝負する「トップアスリート育成」バ

る最先端ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した教育活動
ドミントン、サッカー、野球、レスリングでの全国、
世界大会での活躍を目指す

81

81

⑥教育ＮＰＯ法人カタリバとの連携により、放課後や
長期休業中等の教科・科目の学習や総合的な学習の時
間の活動への学習支援体制を整えている。

GO
O FOR
OR YOUR
OUR DREAM
REAM !!

救急救命士養成校（２年課程昼間）

（国家資格）

■福島県の先輩たちも君たちを待っているよ！
！
■最短２年で受験資格！
！

厚生労働省指定養成校

国際医療福祉専門学校一関校

〒029-1202岩手県一関市室根町矢越字沼田78-2
TEL．
0１９１-64-４００１ FAX．
0191-64-4002

http://imwc-ichinoseki.ac.jp/

