
福岡教育大学
附属学校園概要



本学の基本理念は，「豊かな知を創造し，力のある教員を
育てる」ことであり，義務教育諸学校に関する教員養成機能
における，九州を中心とした拠点的役割を担うことを目標と
しています。その中で，本学における附属学校の役割は，大
きく４つあります。第１に，教育基本法と学校教育法に基づ
き幼児・児童・生徒の教育を行うことです。第２に，地域の
教育委員会や大学との一体的な連携のもと，地域の教育課題
を解決し，新しい教育を推進するモデル校として教育と研究
を行うことです。第３に，本学学部学生のための教育実習を
行う場であり，加えて専門職学位課程（教職大学院）の院生
のための，学校における実習を行う場でもあるということで
す。最後に，福岡県，福岡市及び北九州市教育委員会との連
携のもと，小・中学校の先生方のための長期・短期研修の場
を提供することです。

これらの役割を果たしている
本学附属学校の強みと特徴は，
各教育委員会及び大学との強い
連携にあります。附属学校の教
員の多くは，各教育委員会との交流人事により，地域の期待
を背負って本学に来ています。本学で得られた学校教育に関
する知見と大学教員を含む人的ネットワークが，その後の教
員生活の中で大いに活かされています。また，附属小・中学
校の副校長は現職校長の交流人事であり，附属幼稚園長も校
長経験者です。附属学校の輝かしい伝統は，子どもたちの活
躍とこのような仕組みにより受け継がれているのです。
我が国の教員養成をリードする広域拠点大学の附属学校と
して，国民と地域からの期待に一層応えることができますよ
うに，ご支援とご協力を何卒よろしくお願いいたします。

平成26年４月より，附属福岡小中学校，附属小倉小中学
校，附属久留米小中学校および附属幼稚園は，「附属学校
部」として再編され本学の学内組織に明確に位置づけられま
した。令和３年５月１日現在，計2,423名の幼児，児童，生
徒が学んでいます。平成23年８月に策定された「附属学校の
活用に関する基本方針」に基づき，今日まで「国の拠点校」
「地域のモデル化」としての機能を高めてきました。附属学
校園の役割は以下の３つの点といえます。
第一に，大学と連携，協力した先導的・実験的研究の推進
です。大学教員および附属学校園教員で構成されている共同
研究会議には幼児教育研究部会，初等教育研究部会，中等教
育研究部会，特別支援教育研究部会，栄養教諭研究部会，養
護教諭研究部会があり，各部門の独自性を生かした研究が進
められています。教育総合研究所のプロジェクトにも附属学
校教員が参画し共同研究が行われています。また，多くの大
学教員が附属学校園において授業実践を行い，その成果を研
究に生かしています。
第二に，学部および教職大学院の教育実習生の受け入れと
指導です。学部２年生の「観察実習」と「基礎実習」，３年
生の「本実習」及び４年生の「教育総合インターンシップ実
習」の一部，また，大学院生への実践研究の機会提供と指導
助言など，本学の教育実習関係の主要部分を担っています。
さまざまな実習場面において，気鋭の教員によって有意義な
実地指導が行われています。

第三に，地域の教育力向上へ
の貢献です。各附属学校園は
「地域のモデル校」として今日
的教育課題の解決をめざし，そ
の研究成果を授業によって披露しています。また，地域の若
手教員に向けた授業力向上の場の提供や地元の教員向けの各
種研修会を附属学校園において実施するなど，地域において
重要な役割を果たしています。これらの取組の方針は，福岡
県教育委員会および県下市町教育委員会等のご参画によって
設置された「地域連絡協議会」によって決定されています。
この協議会は，地域の教育力向上を目的とした協議，情報交
換の場だけでなく，教育委員会からの円滑な人事交流をめざ
して，附属学校における研修計画の吟味や長期派遣研修員の
研修内容等協議を行っています。
本学は，九州の教員養成拠点大学としてのミッションを果
たすために，福岡県内はもとより九州地域全体を視野に入れ
た教育的貢献へと拡大・充実を図っています。そのために
は，大学の附属機関として，まずは福岡県内各地域に軸足を
置き，当該地域の教育力向上のために努めてまいります。ご
理解とご支援をお願い申し上げます。

附属学校部長　石丸　哲史

学長　飯田　慎司

ごあいさつ

附属学校の使命
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近年の文部科学省教育研究開発事業等の実績

研究成果の発信
06．福岡教育大学との共同研究プロジェクトを推進し，現代的な教育課題への対応策を打ち出します。
07．各校が定期的に研究発表会や実践研究会を開催し，日頃の教育研究活動の具体的な成果を公開します。保護者を対象

とする公開講座も企画します。
08．公立学校からのカリキュラム相談や授業検討会での指導・助言等を積極的におこない，県内の学校教育の質的向上に

貢献します。

事業名 学校名 課　　題 期　　間

01．高い指導力と研究能力を兼ね備えた教員による組織的な取り組みで，特色あるカリキュラムの開発をおこない，これ
からのグローバル化社会に生きる子どもたちの総合的な力を育てます。

02．複数の教員でのチーム・ティーチングによる経営の改善に努め，一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかな教育をお
こないます。

03．福岡教育大学の研究者による出前授業の中で，各教科等の第一線の知識に触れる機会を得ることができます。（年間
10回程度）

04．文部科学省や県の委嘱研究等を受けて，公立学校では実施しにくい調査研究や学習指導要領の枠を超えた先進的な教
育にも取り組みます。

05．食育の充実を図るために栄養教諭の資格取得を推進するなどして子どもの生活基盤づくりに努め，学習と学校生活全
体を有意義なものにするよう努めます。

カリキュラム・教育活動の充実
●●●附属学校園の活動●●●

教育課程特例校 附属福岡小学校 平成25～26年度
2013-2014

特別の教育課程を編成・実施する学校として指定

委託事業 附属小倉小学校 平成28～令和元年度
2016-2019

道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業

次世代の教育情報化
推進事業 附属久留米小学校 平成29～令和元年度

2017-2019
情報活用能力の育成等に関する実践的調査研究

教育研究開発事業 附属久留米小学校 平成24～27年度
2012-2015

各教科等に生かすことのできる「情報活用力」の基礎を養
うために，新教科「情報科」を新設し，指導内容や指導方
法について明らかにする研究開発

情報通信技術を活用した
教育振興事業「情報教育
推進校（IE-School）」

附属久留米小学校 平成28年度
2016

ICTを効果的に活用した教育の研究開発及び情報教育の推
進に関わる調査研究

教育課程特例校 附属久留米小学校 平成28～30年度
2016-2018

特別の教育課程を編成・実施する学校として指定（新教科
「情報科」，「外国語科」を新設）

委託事業 附属福岡中学校 平成29～令和元年度
2017-2019

学校における交流及び協同学習を通じた障害者理解（心の
バリアフリー）の推進事業

委託事業 附属小倉中学校 令和元～３年度
2019-2021

これからの時代に求められる資質・能力を育むためのカリ
キュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究

教育研究開発事業 附属福岡小学校 平成27～令和４年度
2015-2022

未来社会に通用する人材に必要となる資質・能力を育成する
ため，人格形成と能力形成の調和を重視した教育活動を中核
とした場合の新たな教科等の枠組みを構築する研究開発

委託事業 附属小倉小学校
附属小倉中学校

平成27年度
2015

課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業におけ
る言語活動の充実に関する実践研究
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校　長　相　澤　宏　充
副校長　平　川　洋　一

附属福岡小学校

○教育目標
　未来社会を創造する主体の育成

　創立146年の歴史と伝
統を誇る学校である。校
訓「深固（しんこ）」とは，
「努力精進を求めて，基
礎や根本をしっかり固め
れば，やがて成就する」
という意味である。福岡

県初代県知事の有栖川宮熾仁親王（ありすがわのみやたるひ
としんのう）が，当時本校を視察された際，福岡県の教育の
中心として，本校への大きな期待を込めてご真筆のうえ寄贈
された。

　正門横の校庭には，明治22年から根付き花を咲かせ続けて
いる「藤棚」がある。毎年花が咲く４月下旬には藤見学芸会
が伝統的に行われている。藤は，戦時中旧校舎が焼失した時
も強い生命力で奇跡的に生き残り，今に至っている。本校の
シンボルである藤の姿は，強く生き抜いて社会のために貢献
していくことの大切さを伝えている。
　本校は，世のため人の
ために強く生きたひと・
ものを尊敬し，伝え学び
ながら，福岡県の教育の
パイロット校として，未
来社会を創造する主体と
しての子供の育成に邁進
している。

○未来の学習指導要領の改訂に寄与する
　文部科学省研究開発学校延長指定（令和元～４年度）
　令和元年度より新たに文部科学省研究開発学校の延長指定
を受け，子供たちにとって将来必要となるであろう資質・能
力を育成するために，現行教育課程の枠組みの見直しを行い，
教科等を再編した独自のカリキュラム編成を実施している。

○学級担任制・教科担任制の特性を生かした指導体制
　学級担任が学級経営を中心に，教科担任が教科経営を中心
に行っている。このことにより，各教科等において専門性の
高い授業を行うとともに，多くの教師で子供を育てていくこ
とができる。

○インクルーシブ教育に基づいた特別支援教育
　特別支援学級においては，一人一人の実態から個別の教育
支援計画・指導計画を策定している。また，文部科学省イン
クルーシブ教育システムモデル事業の基礎的環境整備と合理
的配慮を大切にした研究実績を基に，教育活動を展開している。

特別支援学級棟は，平
成27年度に改修され，
子供たちは，新しくなっ
た教室環境での学習に
対し，大変喜びを感じ
ている。

○帰国子女教育を中心
としたグローバル
教育

　海外での生活・学習経験，能力等に応じてカリキュラムを
編成し，日本の学校生活への適応や滞在国での経験を生かし
た個性伸長の面から，日々の教育にあたっている。教科等に
よっては，ティーム・ティーチングを実施したり，個別の指
導を行ったりしている。通常の学級との交流による指導も併
せて行っている。

　また，英語教育を全学年に渡って実施し，帰国子女学級を
生かしたグローバル教育を推進している。

未来社会を創造する主体の育成

明治22年から花を咲かせ続けている「藤棚」

有栖川宮熾仁親王ご真筆の「深固」

平成27年度に改修された特別支援学級棟

ふーちゃん しょーくん
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本 校の教育目標

特 色あるカリキュラム

https://fukuokaes.fukuoka-edu.ac.jp



　４月の新１年生の入学式で入学許可を行う。１年生は
夢と希望を膨らませる。

　４月下旬には藤見会がある。１年生への歓迎の気持ち
を伝える楽しい行事である。

　児童会主体による全校朝会を年間を通して行ってい
る。オンラインで行いつつも，学習の構えづくりや交通
機関のマナーについて，教師と共に生活改善を行ってい
る。

　６月から，水泳学習が始まる。本校のプールは，本校
卒業生緒方竹虎氏の記念水泳場として，昭和36年に竣工
されたものであり，毎年充実した水泳学習が行われてい
る。

　９月には夏休み作品展がある。夏休みに取り組んだ自
由研究を全児童分展示し，縦割りグループで見学し，全
保護者も参観する。

　９月中旬には，月見学芸会がある。会場にお団子を供
え，音楽と劇を披露し合う。午後から開始し，夕方の終
了後には月を見ながら，保護者とともに下校する。

　10月には，あらつ大運動会がある。教科「健康科」に
おける学習成果を発揮する日である。各学年，工夫を凝
らした表現や全校で踊る附属音頭は，運動会の目玉の一
つである。
　また，６年生の修学旅行がある。広島・長崎方面を目
的地として，日本の伝統文化を肌で感じたり，集団行動
のすばらしさを実感したりする行事である。

　11月にはオープンキャンパスを兼ねたあらつフェスタ
がある。日々の学習成果を見せる。PTAや同窓会によ
るバザーや出店もあり，地域住民の方も多数参加され，
交流・親睦を行っている。

　12月には体力と忍耐力を養う持久走記録会・走ろう会がある。
自分が目指す記録に挑戦したり，友達と記録の伸びを認め合った
りしながら継続的に練習に取り組み，記録会を迎える。
　また，遠行会もある。少々の雨や雪でも決行する。雪の中を歩
いた年もあった。黙々と長距離を歩き通し，心と体を鍛える行事
である。

　２月には，教育研究発表会を開催する。文部科学省研究開発学
校として，多くの参加者の方々に，本校のカリキュラム・マネジ
メントについて子供の学びの姿を見ていただいている。

　３月には卒業証書授与式がある。６年生が６年間の学びを修め，
巣立ちゆく日である。６年生は，「旅立ちの日に」を歌うことで，
これからの志を新たにしている。

12月　持久走記録会・走ろう会

12月　遠行会

10月　あらつ大運動会 10月　修学旅行（６年） 11月　あらつフェスタ

２月　研究発表会 ３月　卒業式

９月　月見学芸会９月　夏休み作品展

４月　オンライン集会４月　入学式

附
属
福
岡
小
学
校
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　令和元年度から文部科学省研究開発学校の延長指定を受
け，研究主題を「未来社会を創造する主体を育成するカリキュ
ラム・マネジメント」とし，Society5.0の時代に必要となる
資質・能力を育成するために，これまでの教科等の枠にとら
われない新たなカリキュラム・マネジメントの提案に取り組
んでいる。
　子供たちが成人して社会で活躍する頃には，生産年齢人口
の減少やグローバル化の進展，絶え間ない技術革新等で社会
構造や雇用環境が大きく変化していることが予想されてい
る。そのような中で，自らの手で未来社会を創り出していく
力を身に付けることは必要不可欠である。そこで，本校では，
そのような時代だからこそあえて人間としての教育とは何か
を強く訴えたい。すなわち，「未来社会を創造する主体」に

必要となる資質・能力に
ついて明らかにし，それ
を効果的に育成する視点
から，新たな教科等の枠
組みについて検証し，全
国へ向けて本校の提言を
行う。
　このことが近年の学校
の働き方改革とカリキュ
ラム・オーバーロードに
資する内容精選につなが
り，授業時数の削減につ
ながると考える。

令和２年度は，令
和２年７月20日（月）・
21日（火）・22日（水）
に，一般教員を対象
とした授業づくりオ
ンラインセミナー
2020を行った。新学
習指導要領実施に
向けた「Teachingか
らLearningへ」と題し，
若年層教員を対象と
した授業公開と本校教授と参会者を交えた授業づくり相談会
を実施した。同会では授業で使った教具の提供やその後の公
立学校での校内研修会での活用が図られた。
また，文部科学省研究開発学校指定延長第２年次（第６年
次）として研究主題「未来社会を創造する主体を育成するカ
リキュラム・マネジメントⅡ」，副主題「３つの学びで創る
カリキュラム・デザイン」と題し，研究を行った。ここでは，
カリキュラム・オーバーロードを解決すべく，学習指導要領
や年間指導計画という教育課程編成レベルと単元計画と授業
実施レベルでの内容精選と授業時数の削減を進め，現行学習

指導要領比，733時間
を授業時数削減とい
う成果が表れた。
令和２年度は感染
症対策のため，中止
する行事が多かった
が，休校期間中のオ
ンラインの学びを全
国に発信し，各行政
機関から問い合わせ，
視察の依頼を受ける
とともにメディアにも取り上げられた。令和４年２月には昨
年度からの研究の集大成を研究発表会にて公開し，2030年の
学習指導要領改訂に寄与していく。

１人１台で卒業論文を書く言葉の授業ドローンを使った科学の授業
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　本校では，大学１年を対象とした特別支援学級での体験実
習，大学２年を対象とした基礎実習，大学３年を対象とした
初等教育実習を行っている。教師に必要な専門的基礎技術を
習得させたり，使命や責任の重さを自覚させたりすることを
ねらいとしている。何よりも，人を教育する喜びと厳しさを
体得することが，教育実習の意義と考えている。実習の内容
は，学習指導，教科等講話，学習指導参観，学級経営への参加，
学習指導整理会への参加，学校行事への参加，生徒指導への
参加，査定授業である。本実習を行った学生へのアンケート
では，教育実習を終えて教員を志す学生が増加している結果
が表れている。
　また，教職大学院の実習も行っている。大学院生の実習で
は，確かな学校教育活動の即戦力となる実践的指導力と新し
い教育実践を構想し開発していく展望と力量を育成してい

る。現職教員の実習では，学校や地域において，教育実践や
授業研究活動等で指導的役割を果たすことのできる高度な指
導力，実践力を育成している。

教職大学院生の実習初等教育実習生とのお別れ会

研 究主題

教 育実習の実施

授 業づくりセミナー・教育研究発表会



○防災訓練の実施
　火災，地震・津波，
不審者侵入等を想定
した防災訓練を実施
し，子供たちの防災
意識を高めるように
している。
○登下校の安全管理
　本校は，最寄りの
駅や停留所まで教員が引率する下校と，自分たちで下校する
自立下校とを使い分けて，子供たちの下校マナーや安全の徹
底を図っている。また，全保護者で当番を決めて，朝の交通
指導を行っている。さらに，登下校時に，正門を通過したこ
とをメールで保護者へ知らせるシステムを導入して，登下校
の安全管理を図っている。
○緊急事態への対応
　緊急メールを整備し，必要な情報を保護者に一斉に連絡す
ることができるようにしている。また，水と食料を備蓄品と
して常備したり，「あんしん手帳」を児童へ配付したりして，
緊急事態（地震・台風・事故等）に備えている。

明治８年５月
明治９年
明治22年３月

明治36年10月
大正15年11月
昭和29年
昭和33年10月
昭和36年８月
昭和37年３月
昭和41年４月

昭和45～47年

昭和51年11月
昭和56～58年
昭和60年３月
平成８年11月
平成12年３月
平成16年３月

平成17年３月
平成18年10月
平成18年11月
平成18年11月
平成19年１月
平成20年４月
平成20年９月
平成21年４月
平成21年12月
平成22年１月
平成22年３月

平成22年９月
平成22年10月
平成22年11月
平成24年３月
平成25年２月
平成25年９月
平成26年５月
平成27年４月
平成27年６月

平成27年９月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年11月
平成28年12月
平成29年２月
平成30年２月
平成31年３月
令和２年３月
令和３年３月

附属小学校が開設される。
福岡師範学校附属小学校と改称
荒戸町（西公園下）の校舎が落成しこれ
に移転する。
月見学芸会が始まる。
創立50周年記念式典
「運動会の歌」ができる。
「校歌」ができる。
緒方竹虎記念水泳場を竣工する。
体育館兼講堂が完成する。
「福岡教育大学教育学部附属福岡小
学校」と改称される。
特別支援学級「ふじ」「さくら」「梅」
組を開設する。
創立100周年記念式典
帰国子女学級を開設する。
校舎新築
創立120周年記念式典
校内ＬＡＮの整備
国立大学独立法人化に伴い，国立大学法人
「福岡教育大学附属福岡小学校」と改称
校内ＬＡＮサーバー増設
学校緊急メール整備
オープンキャンパスを実施
創立130周年記念式典
襟章を新しくする。
北京人民大学附属小学との友好姉妹校締結
体育館解体
新体育館建設着工
新体育館完成，給食室改修
新体育館落成式
広帯域型高画質遠隔公開授業用高速
キャンパスネットワークシステム導入
新体育倉庫完成
タイムカプセル開封事業
全国学校体育研究大会の開催
低学年トイレ改修
北校舎運動場塀の改修
中・高学年トイレ改修
プール塗装改修
文部科学省研究開発学校指定
日本生活科・総合的学習教育学会福岡大
会の開催
教室エアコン設置完了
特別支援学級棟竣工式を挙行
襟章を変更する。
創立140周年記念式典
研究棟耐震工事完了
図書室改装完了
高学年教室前面黒板改修
低・中学年教室前面黒板改修
特別教室・職員室前面黒板改修
教室ＬＥＤ改修，運動場改修

　本校の卒業生の多くは，附属福岡中学校へ進学する。その
他の子供たちは，県内外の私立中学校，公立中学校へ進学し
ている。

進　学

沿　革

　通学区域は，自宅から本校までの通学時間が50分以内の圏
内となっている。募集要項については，毎年２学期に校門及
びホームページ上で公示するとともに，志願者説明会で配付
する。志願者説明会では，本校の教育活動と募集要項の説明
を行う。特別支援学級と帰国子女学級の児童募集について
は，別途本校にお問合わせをいただきたい。

入試情報

　本学との共同研究会（福岡教育大学・附属福岡小学校共同
研究会）を年３回実施し，研究内容に対する連携を行ってい
る。また，福岡県教育委員会，福岡市教育委員会と連携し，
授業実践講座や実践発表等を行っている。
　また，本校教員が，公立学校，各地区教育研究会へ講師・
指導助言者として，年間延べ100回ほど参加し，本県小学校
教育の振興に貢献している。
  さらに，年間を通じて，全国各地の公立小学校，教育委員会，
議員団等の視察研修の要請を受け入れ，全国各地の教育課題
の解決に寄与している。

○教員の自己評価
　「先導的研究」「地域貢献」「教科等の指導」「教育課程運営」
という観点から，一人一人が自分の目標を明らかにして教育
活動を行い，自己評価を通して教育活動の改善に努めている。

○学校関係者評価
　学校評議員（学校関係医・同窓会会長・福岡あらつ会会長・
学識経験者・ＰＴＡ会長・元校長・元副校長）からは，年２
回意見を頂戴している。１回目は，学校経営と本年度の重点
についてのご理解とご示唆をいただき，２回目はその進捗状
況，改善点について審議を行っている。同窓会並びに福岡あ
らつ会には，学校環境と子供たちの学力等の情報を提供し，
意見をいただくことで，学校運営の改善に努めている。

附小附中合同による防災訓練

附
属
福
岡
小
学
校
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安 全管理

大 学との連携による地域教育への貢献

学 校評価



校　長　相　澤　宏　充
副校長　山　邉　孝　之

本校は，「われ日本の大樹とならん」を教育目標に
掲げ，次の校訓に則り，心豊かにたくましく，主体的，
創造的に生きることのできる生徒を育成している。

附属福岡中学校

教育目標
　心豊かにたくましく，主体的・創造的に生きることのでき
る生徒の育成
めざす生徒像
○　自ら学ぶ生徒
○　心豊かな生徒
○　個性を生かす生徒
○　共存・共生社会を
　　めざす生徒

校訓
○　行第二里
　義務や，言われたことだけでなく，自ら進んで善を行い
世につくす。
○　一歩々行万里
　万里の道も一歩一歩から。まず一歩を踏み出し，たゆま
ぬ努力で，目標を達成する。
○　不動心
　失敗，困難に遭遇しようとも屈することなく，周りに流
されずに，創造的に前進する。

　本校では，総合的な学習の時間を各教科における学びの指
導と評価のための探究の時間として位置づけ，個としての自
己実現のための「フロンティアタイム」，よりよい社会づく
りのための「言いたか放談」を行っている。
○フロンティアタイム
　フロンティアタイムでは，
生徒一人一人が自分の関心の
ある専門的な分野からテーマ
を設定し，探究活動に取り組
ませることを通して，その手
法を身に付けさせるとともに，
教科で学んだことの意味や価
値を広げていくことをねらい
としている。報告会では，探究して学んだことや実感したこ
とをもとに「ミニ授業形式」で発表させることにより，参観
者とのコミュニケーションを試みさせる。
○言いたか放談
　言いたか放談では，現在起き
ている様々な社会問題をテーマ
に取り上げ，将来生徒が直面す
るであろう現実的な問題に対す
る基本的な考え方や，よりよい
社会を築いていこうとする態度
の育成をねらいとしている。授
業では，小グループによる調査
活動を行うことで様々な視点から物事をとらえたり，議論を
通して他者の意見に耳を傾けたりすることで，思慮深く吟味
し判断していくために必要な資質を育んでいく。

○こらぼるアワー
　こらぼるアワーでは，横断
的・総合的な学習の課題に対
して，協働して問題解決に取
り組む経験をさせることで，
よりよく問題を解決していこ
うとする資質や能力の育成を
ねらいとしている。主に，「ファ
インピックへの補助員として
の参加」を中心とし，学校行事や道徳，学活などとの関連を
図り，系統的に実践を行っている。
○特別支援教育
　特別支援学級を有する附属学校は全国的に限られており，
心のバリアフリー教育や交流及び共同学習の推進に学校全体
で取り組み，本校教育活動の一つの柱として定着している。
また，附属小学校・公立小中学校の特別支援学級および各地
域の特別支援学校，教育センターとも連携を図り，福岡地区
の特別支援教育モデル校としての役割を担っている。
　特別支援学級の学習活動の特徴は，生徒が学習で得た知識
や技能が他の授業場面や実際の生活の場で応用できるように
具体的で体験的な活動を多く取り入れ，繰り返しの学習の中
で少しずつもてる力の向上と定着を図っている。また，個に
応じて教育効果が高い場合は通常の学級の中に入り，交流学
級の生徒と共に学習を行ったり部活動に取り組んだりしてい
る。
　いずれの活動も卒業後の進路や将来の自立と社会参加をめ
ざし，社会の中でたくましく生きる力を養えるように個に応
じて必要な指導や支援を行っている。

フロンティアタイム報告会の様子

言いたか放談の様子

こらぼるアワーの様子

本 校の教育目標

特 色あるカリキュラム

https://fukuokajs.fukuoka-edu.ac.jp/
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附
属
福
岡
中
学
校

○本年度の研究活動
　昨年度の新型コロナウイルス感染症の影響もありGIGAス
クール構想が前倒しとなって，本校にも一人一台の端末が整
備され，それを活用した幅広い教育実践を行っている。
　本年度は，「個と協働の学びが響き合う授業の創造～ ICT
を活用した自己の気付きを通して～」を主題とし，研究を進
めている。新学習指導要領が全面実施となり，主体的・対話
的で深い学びが求められる中，ICTを効果的に使いこなし，
2020年代を通じてめざすべき授業の在り方を模索していく。
ICTを使うことで，今までと何がどう違うのかを明らかにし
ながら，使った先に何があるのかを探り，深い学びを具現化
する授業を提案することで地域への貢献を図っていく。
　特別支援教育部では，「自ら挑戦し続けることができる生
徒の育成～自己理解を図る自立活動の指導を通して～」とし
て，研究を行っている。共生社会の実現をめざして，自己を
理解することや支援を求めることができるための指導の在り
方や自立活動の指導方法を究明していく。
　また，本年度も「いじめ防止支援プロジェクト（BPプロジェ
クト）」も進めていく。さらに，これまでの研究を生かし，
インクルーシブ教育にも力を入れ，いじめを生まない授業づ
くりや共生社会の実現についても推進し，これまでの成果の
日常化を図っていく。

研究のあゆみ
昭和52年　形成的評価による授業改造
昭和57年　情意面を重視した授業・学習過程
昭和60年　「個のよさ」を伸ばす授業の展開
平成元年　自己を創る学習活動の展開－個に応じる教科学習

と「自己学習」を場として－
平成９年　豊かな人間性を育む教育課程の創造
平成13年　豊かに生きる力を育む教育課程の創造
平成16年　考える力を伸ばす授業の創造
平成19年　豊かに生きるためのリテラシー獲得をめざして
平成20年　プランを活用して問題を解決する力の向上をめざ

して（特別支援教育部）
平成20年～23年　豊かに生きるためのリテラシー獲得をめざ

した教育課程に関する研究開発
平成25年～27年　インクルーシブ教育システム構築モデルス

クール事業
平成26年　主体的に目的を達成する生徒の育成（特別支援教

育部）
平成27年　21世紀型の学びを実現する授業づくり
平成29年　学校における交流及び共同学習を通じた障害者理

解（心のバリアフリー）の推進事業
令和元年　学びを創造し続ける授業づくり
令和２年　個と協働の学びが響き合う授業の創造

○教育実習
　本校は，毎年９～10月に福岡教育大学の学生と本校出身の
教職志望の大学生を受け入れ，教育実習を行っている。昨年
度は，約80名の学生が実習を行った。教師に必要な専門的な
基礎技術の習得と共に，教育に携わる喜びと厳しさを体得す
ることを通して，教師としての使命や責任を自覚させること
を目的とし，本校職員が一丸となって実践的な指導に取り組
んでいる。

○教職大学院実習
　教職大学院生の実習では，学校教育活動の即戦力となる実
践的指導力の育成，現職教員の実習では，学校や地域におい
て，指導的役割を果たすことのできる高度な指導力や実践力
の育成を目
的として，
毎年６月に
実施してい
る。

◉教育実習の実施

文化発表会遠行会

体育会

授業風景 学級打ち合わせの様子

附中三大行事

学年別行事

前　期

後　期

４月 入学式，歓迎遠足
 自然教室（１年生）　
５月 体育会
６月 前期中間考査
７月 中総体夏季大会，三者面談
８月 山鹿の郷学習教室（３年生）
 前期期末考査
９月 教育実習，生徒会役員選挙

10月 教育実習，見学旅行（２年生）
11月 ファインピック，研究発表会
 文化発表会，後期中間考査，観劇会
12月 三者面談，遠行会
 １月 附中入試
 ２月 私立高校入試，後期期末考査
 授業づくり研修会
３月 公立高校入試，卒業証書授与式 学習教室見学旅行

自然教室

年 間行事

研 究活動

教 育実習の実施
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○研究発表会
　研究発表会を毎年11月に開催している。福岡市近郊はもと
より全国から多くの教育関係者に参会していただき，研究の成
果を提案している。
○授業づくり研修会
　毎年２月に，教職経験年数が短い先生方を対象に，授業づ
くりのポイント等を紹介・交流する研修会を実施している。
○学校公開
　本校の保護者はもとより，附属小学校や公立小学校の生徒・

保護者にも公開し，授業の様子や生徒の学校生活の様子をご
覧いただいている。

協議会の様子発表会の授業風景

在校生から 卒業生から

久留米大学附設高等学校
山根　　夢（第73回生）
附中生は一人一人が笑いと学びの絶えない
実り多き学校生活を送っています。社会では
排斥されがちな「他とは違った意見」「常識
を覆すような意見」も，その真意を捉え，自

己の新たな学びとし，社会を変えようとする主体性，そして
互いを認め合う仲間の優しさは附中に受け継がれる温かい雰
囲気を創っています。協調は勿論，切磋琢磨を忘れずに互い
を高め合い進んだ３年間は私たちの将来に大きな力を与えて
くれると思います。

生徒会長　長塚　昇大
「生徒会が主体的に動かす学校」これが，
私が２年間附属中で過ごして感じたことで
す。行事や授業，生徒会活動に至るまで，自
分たちでできることは進んで行うことができ
ます。この自由で先進的な校風であるからこ

そ，一人一人の個性が生かされ，互いに高い学び合いができ
ているのだと思います。附属中での毎日は，驚きと新たな発
見で溢れています。是非君も，新鮮な日々を送りませんか。
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○生活の様子
　本校の一日の生活は，８時30分のあいさつから始まる。昼
食は，各自持参の弁当で，牛乳給食となっている。午後の授
業終了後は，異学年合同の班で清掃区域を担当し，無言で清
掃活動に取り組んでいる。帰りの会は16時10分に終了し，放
課となる。

○部活動
　軟式野球，サッカー，バスケットボール男女，卓球男女，
剣道男女，ソフトテニス女子，陸上競技，吹奏楽，美術があり，
どの部も熱心に練習に取り組んでいる。令和２年度新人大会
において，男子卓球部は市大会出場を果たしている。
○安全管理
　安全管理については，毎年，避難訓練，防犯講習会を行っ
ている。また，不審者対応マニュアルを作成し，警察署から
講師を招くなど，職員研修会も行っている。
○学校連絡網システム
　学校周辺での不審者出没時や自然災害の恐れがあるときな
どの緊急時には，学校連絡網システムを使って保護者や職員
の携帯電話へメール配信を行っている。

「語先後礼」の挨拶 無言集中清掃

○教育研究会での指導助言
　福岡市近郊の中学校の研究発表会や研修会に本校教員を指
導助言者，講師として派遣している。
○Fuku-Caféの実施
　本校の設置目的の一つである「地域のモデル校となり中等
教育の充実・発展に寄与しようとする」を果たすため，一昨
年度は３回のFuku-Caféを実施した。Fuku-Caféとは，「カ
フェのように気軽に集まり，気の向くままにおしゃべりしな
がら学ぶ」をコンセプトに平成28年度より毎年実施してき
た。Fuku-Caféで得られる指導方法や工夫した教材などの役
立つ情報をおみやげとし持ち帰ってもらい，実際に活用して
もらっている。このような形式にすることにより，福岡市近
郊の学校にとって附属福岡中学校が利用しやすい存在である

ことを認識してもらったり，研究発表会などに対する福岡市
近郊の学校からの参加者を増やしたりすることをねらってい
る。昨年度は新型コロナウイルス
の影響により，実施できなかった
が，本年度は対面式とオンライン
での実施を検討している。今後も
参加者が増えるように，効果的な
ＩＣＴ活用を取り入れた授業提案
などの情報を多く発信し，地域か
ら求められる附属学校の教育活動
を提供していきたい。

授業内容を説明している様子

研 究主題研 究発表会や授業づくり研修会，学校公開

生 活の様子と安全管理

地 域貢献



進　学

※ 国・公立高校は進学者数，（　）は受検者数

私立高等学校 H30 R1 R2
（54）
（10）
（14）
（5）
（11）
（0）
（1）
（1）
（2）
（2）
（0）
（1）
（1）
（0）
（1）
（0）
（37）
（34）
（32）
（15）
（17）
（7）
（14）
（2）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（1）
（7）
（0）
（0）
（1）
（0）
（0）
（0）
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）

51
10
13
5
11
0
1
1
2
2
0
1
1
0
1
0
18
32
32
15
5
7
2
1
0
0
0
0
0
1
6
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0

福大大濠
西南学院
九産大九州
東福岡
筑紫女学園
九産大九州産業
福岡雙葉
中村学園女子
福岡舞鶴
筑陽学園
福工大城東
福大若葉
純真
福岡海星女子学院
福岡第一
柳川
久留米附設
早稲田佐賀
長崎青雲
弘学館
ラ・サール
西大和学園
灘
藤枝明誠
淑徳
東大寺学園
須磨学園
國學院大学久我山
十文字
早稲田実業
東明館
佐賀学園
東海
長崎南山
真和
慶応女子
中央大学附属中央
創価
慶應義塾湘南藤沢
志學館
福岡有朋
その他

50
11
7
7
9
3
12
1
1
1
1
0
1
1
1
1
8
29
21
8
2
5
1
5
2
0
0
0
0
0
5
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1

（52）
（14）
（7）
（7）
（10）
（3）
（12）
（2）
（1）
（1）
（1）
（5）
（1）
（1）
（1）
（1）
（23）
（41）
（24）
（8）
（6）
（8）
（5）
（9）
（2）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（5）
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）
（0）
（0）
（0）
（0）
（3）

57
15
8
8
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
4
21
18
15
3
3
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（59）
（18）
（8）
（8）
（3）
（3）
（2）
（1）
（1）
（1）
（1）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（23）
（21）
（20）
（15）
（7）
（3）
（3）
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）
（1）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（3）

※ 私立高校は合格者数，（　）は受験者数

昭和22年４月
昭和24年１月
昭和26年４月
昭和38年５月
昭和41年４月
昭和49年４月

昭和53年３月
平成６年12月
平成９年11月

平成10年３月

平成16年４月
平成18年３月
平成19年
平成20年４月
平成22年３月

平成25年４月

平成27年３月
平成29年４月

令和２年

福岡第一師範学校男子部附属中学校開設
学友歌「輝け附中」（後に校歌）を制定
福岡学芸大学附属福岡中学校と改称
本校全校舎落成（本館，体育館，特別教棟）
福岡教育大学附属福岡中学校と改称
学年行事の林間学校（１学年），萩見学旅
行（２学年），九重高原教室（３学年）を
実施開始
創立30周年記念式典，ＬＬ教室完工
新校舎（図書館，パソコン教室ほか）竣工
文部省研究開発指定教育研究発表会（総合
学習）開催
創立50周年記念式典，記念音楽会（本校卒
業生の安永徹氏，平野真敏氏，朝倉蒼生氏
　ほか）
国立大学法人化
新体育館（荒津錬身館）落成記念式典
創立60周年記念事業
文部科学省研究開発学校指定（～23年）
広帯域型高画質沿革公開授業用高速キャン
パスネットワークシステム導入
LIVE放送＆VOD（ビデオオンデマンド）
システム導入
文部科学省インクルーシブ教育システム構
築モデルスクール事業　受託（平成26年度，
27年度継続）
北校舎（特別支援学級棟）改築　竣工式
文部科学省「学校における交流及び共同学
習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）
の推進事業」　受託
GIGA構想１人１台端末配付

沿　革

　募集要項については，校門・ホームページへ公示するとと
もに，福岡地区附属学校事務室（附属福岡中学校内）で配付
する。入学志願者説明会では，本校の教育活動と募集要項の
説明を行います。特別支援学級の生徒募集については，別途
お問い合わせいただきたい。

入試情報

　本校にかかわる様々な立場の人たちの声を反映させること
を大切にするために，全校生徒とその保護者，学校職員にア
ンケートを実施している。また，年に２回実施する学校評議
委員会，及びその学校関係者評価を参考に，現状を分析し，
本校の設置目的や学校目標を踏まえながら，よりよい学校づ
くりのために活かしていきたいと考えている。
　学校評価の結果を見ると，授業改善（わかりやすい授業）
を推進したことで，どの学年においても生徒や保護者からの
授業満足度が高い傾向にある。また，進学や就職後に役立つ
学力の育成が望まれていることから，ニーズに応え，生徒の
学ぶ意欲を持続・向上させていく授業力を高めていきたいと
思う。さらに，「いじめのない教室」の実現，「心の教育」の
充実に向けて，全教職員で取り組んでいく。

４学区

５学区

６学区

その他

福岡
香住丘
香椎
筑紫丘
春日
福岡中央
修猷館
城南
糸島
博多青松
久留米高専
東京都立戸山
その他国公立

国・公立高等学校 H30 R1 R2
10
0
0
15
0
0
31
5
0
0
1
1
1

（14）
（0）
（0）
（18）
（1）
（1）
（48）
（9）
（0）
（0）
（1）
（1）
（1）

9
0
0
8
0
0
47
3
1
0
3
0
3

10
0
0
18
0
1
28
1
0
2
1
0
0

（15）
（0）
（0）
（11）
（2）
（1）
（63）
（5）
（1）
（0）
（3）
（0）
（3）

（14）
（0）
（0）
（24）
（0）
（3）
（46）
（3）
（0）
（2）
（2）
（0）
（2）

附
属
福
岡
中
学
校
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博多高等学園
福岡高等学園
神村学園高等部福岡学習センター
福岡中央特別支援学校

1
1
0
2

（3）
（1）
（0）
（2）

1
1
1
0

（1）
（1）
（1）
（0）

2
1
0
0

（2）
（1）
（0）
（0）

学 校 名 H30 R1 R2

※ 特別支援学級は進学者数，（　）は受験者数

《特別支援学級》

学 校評価



○教育目標
　豊かな心とたくましい実践力のある子どもの育成

○めざす子ども像
　１　学ぶことに汗する子ども
　２　思いやりの心をもち，助け合いに汗する子ども
　３　強い体で，働くことに汗する子ども

自然体験教室（４月）
　５年生が１泊２日でかぐめよし少年
自然の家に宿泊し，体験を通して，協
同で取り組むよさを学ぶ活動である。
火熾し体験やダムウォークを通して，
友達と心と力を合わせることの大切さ
や自然の心地よさを実感している。

１年生を迎える会

朝のあいさつ運動

授業の様子

１年生を迎える会

歓迎遠足，１年生を迎える会（４月）
　全校児童が，たてわりグループへの
所属感をもったり，入学してきた１年
生これからの学校生活への期待をもっ
たりするための活動である。たてわり
グループで，１年生にプレゼントを渡
したり，一緒にゲームをしたりして仲
を深めている。自然体験教室

附属小倉小学校

10

年 間行事

○誘導の教育実践
　「誘導」の教育の提唱は，昭和21年，福岡第二師範学校附
属小学校編『新教育誘導論』によってなされた。
　当時の校長，藤吉利男教授（後に福岡教育大学学長）の理
論に基づく呼称である。その著によると，「誘導」の教育に
ついて次のように記されている。
　「教師は未成熟者・未完成者としての児童を教育してやる，
指導してやるというような立場に立つのではなく，児童が児
童なりに関係している様々な現実生活の中で，将来立派な成
熟者としての位置と秩序と意義とを得させるようなものとし
て作用するものでなくてはならぬのである。我々はかかる教
育作用を『誘導』と名づける。」
　このように，「誘導」の教育は，
１　子どもの生活との関わりを大切にする教育
２　子どもが自ら学ぶための内発的な意欲を大切にする教育
３　子どもに対する間接的な適応刺激を大切にする教育
ということができる。

○小中連携推進プラン
　本校では，これまでの小中連携体制をさらに強化し，９か
年を見通した教育の推進を図っている。小・中学校両校の歴
史と伝統を継承しつつ，小倉地区附属学校としての教育を創
造することを基本方針として掲げている。取組のねらいは，
以下の３点である。
・中１ギャップ解消と小学校から中学校への円滑な接続
・９か年の段階的育成による教育効果の向上
・地域のモデル校としての先導的な教育実践

校　長　片　平　誠　人
副校長　松　本　秀　樹 

豊かな心とたくましい実践力のある
子どもの育成

本 校の教育目標

特 色あるカリキュラム

https://kokuraes.fukuoka-edu.ac.jp/



小倉祇園太鼓（７月）
　５年生の総合的な学習の時間の学習
として，小倉の夏の風物詩である小倉
祇園太鼓を体験したり，歴史を学んだ
りする活動である。
　令和元年度は，400周年の記念の年
であり，競演会に参加した５年生が見
事優勝を果たした。 小倉祇園太鼓

６年生を送る会（３月）
　「今までお世話になった６年生に，
感謝と応援の気持ちを伝えよう。」を
めあてに，５年生がリーダーとなって
企画・実行していく。
　６年生との別れを惜しんで涙する子
どもの姿が見られるなど，１年間かけ
て積み上げてきた絆の深さを実感する
ことができる集会である。

６年生を送る会

運動会（９月）
　子どもが考えたスローガンを基に，動
きづくりと仕事づくりを行い，学年・学
級の枠を越えた仲間づくりを目的として
いる。
　一人一人が熱い思いをもち，みんなで
つくりあげようとする運動会は，本校最
大の行事である。 運動会

芸術鑑賞会（11月）
　より質の高い芸術に触れることによ
り，芸術を愛する心や，豊かな情操を
養うことを目的としている。バイオリ
ンやピアノによる演奏，声楽家による
歌唱，劇団による観劇などを計画して
いる。　

芸術鑑賞会

育友の日（10月）
　本校ＰＴＡ組織である育友会の一大イ
ベント。物品バザー，食品バザーを始め，
ゲームコーナー，マジックショーなどの
パフォーマンスを楽しみにしている子ど
もたちも多い。

育友の日

附
属
小
倉
小
学
校

○研究主題「学びに没頭する子どもを育てる授業」
　令和元年度から研究主題「学びに没頭する子どもを育てる
授業」を設定し，「没頭」という心理状態の機能に着目した
授業づくりに取り組んでいる。この根底には，本校教育が受
け継いできた「誘導の教育理念」が流れていることが特色で

ある。昨年度は，新型コロナウイルス感染症のため，Webに
よる研究基本構想，実践発表，さらに慶應義塾大学の藤本和
久教授による講話などを実施した。

○研究のあゆみ
昭和21年　「誘導の教育」提唱
昭和22年　誘導の教育の実践的深化（「新教育誘導論」出版）
昭和23年　生活科創造への試み（「生活・学校・教師」出版）
昭和24年　教科カリキュラムと生活カリキュラムの実践
　　　　　（「教科における単元学習の実際」出版）
昭和25年　一部（教科カリキュラム）二部（生活カリキュラ

ム）の教育技術（「何をどこまで学ばせるか」出版）
昭和26年　単元学習の学年的深化
昭和28年　両部問題解決学習における「問題についての考察」
昭和29年　生活分析にたつ教育課程の改造
　　　　　（「生活分析にたつ本校教育課程の改造」出版）
昭和30年　学習内容と誘導技術の深化
昭和32年　評価にたつ誘導の実践的深化と再検討
昭和34年　改訂学習指導要領の検討にたつ学習内容の研究
　　　　　（「本校新教育課程」出版）
昭和37年　本校の「新しい教育課程」の実践
昭和40年　分析的研究による学習指導の改造
昭和43年　現代の子どもが生き生きと学習する授業の創造
昭和47年　子どもを変える特別活動の主体的展開
　　　　　（「ひとりひとりが生きる特別活動の展開」出版）
昭和49年　子ども主体の教育設計
昭和52年　子どもが生きる教育経営
昭和54年　子どもが力を生み出す学習誘導

昭和57年　子どもがよくわかる授業の創造
昭和60年　「子どもの事実」に学ぶ授業の創造
　　　　　（「子どもの事実に学ぶ」出版）
昭和63年　改訂学習指導要領の検討にたつ新教科学習内容の研

究（「生活科単元づくりと評価」出版…平成元年）
平成元年　子どもが主体的に活動しつづける姿を尊重しなが

ら目標に導いていく授業
平成３年　感じとりを大切にしながら，確かな力に導く授業
平成６年　「子どもの感性が生きる授業づくり」出版
平成７年　豊かな自己を創造する教育の実践
　　　　　－自立・連帯の心と力を育む授業－
平成９年　「生きる力を育てる本」出版
平成10年　共に創造する心と力を育む教育
　　　　　－「協同学び」を中核にすえた教育活動の展開－
平成11年　豊かな学びをひらく教育課程の創造
平成15年　躍動する学びをつくる授業
平成19年　自己を磨く子どもを育てる授業（「自己を磨く子

どもを育てる～探究型学習のススメ～」出版）
平成22年　創造的に思考する子どもを育てる授業
　　　　　（「創造的に思考する子どもを育てる－学習材・単

元展開・言語活動の仕組み方－」出版）
平成25年　自ら問い続ける子どもを育てる授業
平成31年　「自ら問い続ける子どもを育てる授業」出版
令和元年　学びに没頭する子どもを育てる授業
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※　令和２年度は全ての行事において，新型コロナウイルス感染症対
　策のため，中止または規模を縮小している。

研 究主題，研究のあゆみ



　本校では，９月上旬から　10月中旬にかけて，６週
間の教育実習を実施している。また，本校教員による
示範授業の参観や本校教員と一緒に取り組む協働授
業，その後の講話など，事前指導を行い，本実習に向
けた心構えを養うようにしている。本実習における教
育実習のねらいは，「教師として必要な専門的基礎技
術を習得したり，教師としての使命や責任を自覚した
りするとともに，教育者としての適性に気付き，その
内面化を図る。」ことにある。実習生は，子どもたち
が意欲的に楽しく学習し，友達とともに学び合いなが
ら学習内容を理解することができるように，本校教員
の指導を受けながら日々授業づくりに励んでいる。
　また，本校では，教科等研究会を行い，同じ教科等を専門とする実習生が一つの授業を創り出すために，教材・教具づくり，
発問や板書について共同で練り合い，教材研究を深めている。また，授業研究に対する真摯な姿勢を養い，授業づくりへの認
識を深めることができるように，大学の先生方にもご指導・ご助言をいただいている。さらに，本実習に向けた心構えを養う
ために，次年度に教育実習を行う２年生も授業や協議会に参加している。

協働授業に取り組む様子 教生先生との授業風景

　例年，６月上旬に「授業づくり公開研究会」を実施している。
この取り組みを始めて，20年ほどになる。公立学校の先生方
と共に，「主体的・対話的で深い学び」の実現に資する授業
改善の視点を生かした授業の提案を目的とし，各教科におけ
る授業の実施，分科会で授業づくりのあり方を協議する。主
催は附属小倉小学校であるが，例年，福岡県教育委員会，北
九州市教育委員会の後援をいただき実施している。地元北九
州市の公立校の先生方を中心に，約800名参加者にお越しい
ただいている。本校の「授業づくり公開研究会」の特色は，
次の３点である。
　・学習指導要領及び研究主題等に基づいた内容で実施
　・北九州市教科等教育研究部会との連携
　・北九州市教育委員会の現職教員研修として実施
※令和２年度は，新型コロナウイルス感染症対策のため中止。
　令和３年度は，Webによる授業公開と協議会を実施。

　研究発表会では，令和３年２月14日からWebによる研究基
本構想の発表，各教科の実践発表，さらに慶應義塾大学の藤
本和久教授による講話などを発信した。
　延べ1000回を超えるWeb視聴があり，全国の先生方へ，「学
びに没頭する子どもを育てる授業」の目指す子どもの姿の具
現化に資する授業を提案することができた。また，慶應義塾

大学教職課程センター教授藤本和久先生による，「感性が働
く『ひと・もの・こと』との出合わせ方　～対話的学びに子
どもの思いをのせる～」と題した講話により，本年度本校の
研究のキーワードとなる「感性」と学びの関係性や，学びの
おける感性の駆動の様相，教師の見とりについてご示唆いた
だき，本校の今後の研究の方向性を確かなものにすることや，
全国の先生方の教育研究の推進を図ることができた。
　本校の研究は，大学の先生方のみならず本校の先輩方にも
高い専門性を生かした指導・助言をいただき有益な示唆を受
けている。また，事前の清掃活動や当日の運営等，保護者の
協力を基に実施されている。このように，本校の研究発表会
は，本校の教員，子ども，保護者，大学の先生，本校の先輩，
そして参会者が総力でつくり上げているものである。

授業づくり公開研究会の授業風景 研究発表会の授業風景

○　警備員による，監視体制を敷くとともに24時間監視カメ
ラを作動させ，校内外を日常的に監視している。
○　保護者，教員による通学指導を年３回実施し，安全やマ
ナーの指導を行っている。また，西鉄バスと連携し，１年
生や２年生に対して，安全な乗車について運転手から指導
をいただいている。
○　小倉北警察署，消防署等と連携し，「防犯教室」「避難訓練」
を実施し，具体的な対応，指導をいただいている。
○　緊急メール配信システムを導入し，連絡網を整備し，緊
急な対応に備えている。

『自ら問い続ける子どもを育てる授業』2019
『創造的に思考する子どもを育てる』2013
『自己を磨く子どもを育てる』2010
『豊かな学びをひらく』2004
『今、学校が変わる「生きる力」を育てる本』1998
『子どもの感性が生きる授業づくり』1994
『子どもが自ら動き出す　生活科単元づくりと評価』1989
『子どもが成就感を味わう授業』1986
『「子どもの事実」に学ぶ授業』1985
『ひとりひとりが生きる特別活動の展開』1973
『新教育誘導論』1947
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教 育実習

授 業づくり公開研究会・研究発表会授 業づくり公開研究会・研究発表会

研 究著書 安 全管理



〇　福岡県教育委員会，北九州市教育委員会後援による「授
業づくり公開研究会」を実施し，地域の教科研究サーク
ルと連携した公開授業，研究協議会，講演会を行い，相
互の学び合いの場を設けている。
・北九州市立教育センター主催の「中堅教員等資質向上研
修会」における研究授業の授業者，研究協議会の提案
者，アドバイザーとして参加し，附属学校の研究成果を
還元している。
・本年度福岡県教育センター主催のキャリアアップ講座を
会場校として実施し，実践発表者として附属学校の研究
成果を提案する。
・地域の公立学校，教科研究サークル，市町村教育委員会
から要請を受け，研究授業の実施，研修会での指導助
言，実践発表などを行っている。

○　福岡県教育委員会，市町村教育委員会と連携し、地域の
核となる人材育成を行っている。
・福岡県教育委員会の長期派遣研修員制度により派遣され
た公立学校教諭に対する１年間の指導を通して，研究主
題に基づいた実践研究により指導力の向上に努めてい
る。

明治44年４月

大正２年５月
昭和16年４月
昭和18年３月
昭和21年10月

昭和22年４月
昭和24年５月

昭和27年４月
昭和32年
昭和33年２月
昭和34年４月
昭和39年12月
昭和40年６月
昭和40年12月

昭和41年４月
昭和41年８月
昭和44年４月
昭和45年11月
昭和46年３月
昭和50年４月
昭和51年９月
昭和54年４月
昭和55年３月
昭和56年３月
昭和60年９月

昭和63年４月
平成元年３月
平成元年３月
平成２年３月
平成３年３月

平成６年７月
平成７年10月
平成８年８月
平成11年４月
平成13年10月
平成13年11月
平成15年２月
平成16年４月

平成18年４月
平成22年３月
平成22年３月

平成23年11月

平成24年４月
平成27年６月

平成27年
平成28年４月

平成28年
令和元年
令和２年

令和３年

福岡県小倉師範学校附属小学校として開
校する。
富野の新校舎に移転
福岡県小倉師範学校附属国民学校と改称
福岡第二師範学校附属国民学校と改称
全国に「誘導の教育」を提唱して大きな
反響をよぶ。
福岡第二師範学校男子部附属小学校となる。
福岡学芸大学の創設により同附属小倉小
学校と改称
制服ができる。
校旗ができる。
校歌ができる。
ＰＴＡを「育友会」と改称
校舎改築第一期工事で一般教棟竣工
校舎改築工事第二期工事で管理棟竣工
校舎改築第三期工事で講堂，低学年棟，
特別教棟竣工
福岡教育大学附属小倉小学校と改称
プール竣工
新１年生の入学制度が抽選入学にかわる。
管理棟及び全教棟に暖房設置
創立60周年記念式典を挙行
低学年運動場，砂場，視聴覚室新設
教育実習研修棟竣工
文部省教育課程研究指定校を受ける。
校内ＴＶ放送スタジオ新設
創立70周年記念式典の挙行及び記念誌発刊
本校研究機関誌「子どもに学ぶ」を創刊
（年３回発刊）
校舎新築工事着工
低学年遊び場完成
校舎新築工事竣工及び落成式
飼育舎完成
創立80周年記念式典の挙行及び記念誌発
行，同窓会結成
プール改修
小倉地区第２体育館着工
小倉地区第２体育館落成式
文部省研究開発校に指定される。
文部省研究開発校３年次発表会を開く。
創立90周年記念式典の挙行及び記念誌発刊
文部省研究開発校４年次発表会を開く。
本学が行政改革により国立大学法人福岡
教育大学と改称
１年生３学級編成で少人数教育の研究的試行
旧体育館解体
広帯域型高画質遠隔公開授業用高速キャ
ンパスネットワークシステム導入LIVE放
送＆ビデオオンデマンドシステム導入
創立100周年記念式典の挙行及び記念誌発行
図書館改装
小中連携事業開始・校長一本化
文部科学省「言語活動の充実に関する実
践研究」指定を受ける。
エアコン設置
文部科学省「道徳教育の抜本的改善・充実に
関わる支援事業」指定を受ける。（４ヶ年）
プール改修
校門改修，２階児童用トイレ改修
職員トイレ改修，１年生教室改修
サーマルカメラ設置
１階児童用トイレ改修

　現在，ほとんどの児童が，附属小倉中学校へ進学している。
その他の児童は，主に北九州市内の公立中学校及び私立中学
校に進学している。

進　学

沿　革

　通学区域は，自宅から附属小倉小学校までの通学時間が１
時間以内となっている。
　募集要項については，校門・ホームページへ公示するとと
もに，小倉地区附属学校事務室（附属小倉小学校内）で配付
する。入学志願者説明会では，本校の教育活動と募集要項の
説明を行う。

入試情報

（１）教師による評価
　本校では，年度末に教職員による学校の自己評価を，大項
目７点（学校教育目標，教育課程，学校行事，生徒指導，安
全管理，校内研究，地域等との連携），小項目25点に渡って行っ
ている。
（２）子どもによる評価
　年度末に子どもによる学校評価を実施している。その結果
から，本年度も，日常化を図る学習展開，家庭学習における
課題の内容等の改善を図ることを重点として取り組むように
した。
（３）保護者による評価
　年度末に保護者による評価を実施している。約20項目につ
いて，アンケート形式での評価である。全体的に好意的な回
答が多く，保護者には本校の教育活動に概ね高い評価をして
いただいている。
（４）学校評議員による評価
　学校評議員には，本校の経営方針，教育研究，安全対策，
家庭・地域との連携の面で総合的に評価をしていただいてい
る。年に２回の学校評議員会を実施し，昨年度の評価を受け
て，学校経営の重点や方策をどのように改善しているかを資
料を基に説明している。
　学校評議員には，教育に関する識見の高い方を委嘱し，有
益な示唆を受けている。
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教育目標
「創造的実践人の育成」
１　科学的精神を育てる
２　素直な心を育てる
３　困難に打ち克つ逞しさを育てる
４　身体を鍛える
教育方針・経営方針
１　学生の教育実習と教育活動の実践研究に努める。
２　地域社会の教育活動の活性化に貢献する。
３　教育研究情報の収集を行う。
４　教育者として互いに磨き合う。
目指す生徒像
　「知・徳・体のバランスがとれ，夢を語り未来にチャレン
ジする生徒」
１「知：賢さ」　主体的に学びに向かう生徒
２「徳：豊かさ」誠実・素直・謙虚で礼儀正しく豊かな心を
　　　　　　　もつ生徒
３「体：逞しさ」心身ともに健康で困難に打ち克つ生徒

目指す教師像
「生徒に生きる力を育む教師」
１「人格」を高める教師　　
心豊かな人間性，高い専門性と探究心をもち，自己研鑽に
励む教師
２「情熱」ある教師
深い教育愛と情熱で，実践的指導力をもつ教師
３「信頼」される教師
保護者や地域に信頼され教育の使命と責任を果たす教師
 目指す学校像
「行きたい学校・行かせたい学校・学びたい学校」
１　学業と友情の喜びを実感できる学校
２　学力・人間力・体力を豊かにできる学校
３　生徒・教師の学びを発信できる学校

絆を深める自然体験学習　１年生
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附属小倉中学校

値の自覚を深める道徳科の実践研究，三つ目はキャリア形成
を柱とした総合的な学習の時間の実践研究である。
　本校では，平成24年度より，「自己調整学習」に基づいた
循環的な学習プロセスの構築を手だてとした教科学習指導法
により，生徒自身が学習の過程と結果を評価し，次の学習に
おいて学び方を工夫したり，意欲的に学習に取り組んだりす
る力を育んできた。
　昨年度より，これを土台として，新学習指導要領が求める
資質・能力育成を目指して，教科横断的な授業づくりに力を
いれ，学校教育目標である「創造的実践人の育成」をめざし
ている。
　また，キャリア形成をめざす総合的な学習の実践研究では，
勤労観・職業観を育むためにカリキュラムを改編し，３カ年
を見通した実践を進めている。本校では，総合的な学習の時
間で育むべき力とキャリアを形成する諸能力とを関連させ，
継続的に実践している。学びの対象を俯瞰し矛盾点を自ら発
見したのち，課題を設定，解決していく課題解決型学習を通
して，キャリア諸能力を育成することを目標としている。１
年生での「福祉体験学習」，
２年生での「職業体験学習」
「歴史・文化体験学習」，３
年生での「課題探究学習」「一
人一研究」を核として，学
び方を学ぶだけに留まらず
「生き方」を考える学習へ，
同時にキャリア諸能力を育
成する学習へと高まるよう
にしている。

特 色あるカリキュラム

　小倉地区附属学校の特色として「小中連携教育」を実践し
ている。
連携推進の三つの柱
１　各校務分掌
２　研究（各教科）
３　各行事
　目的は下記のとおりである
〇　小学校と中学校が９年間を見通した教育を創造すること
で，中１ギャップを解消し，小学校から中学校への円滑な
接続を目指す。　
〇　附属小倉小学校児童から附属小倉中学校生徒への段階的
育成を行い，教育効果の向上を図る。
〇　児童生徒が多様な教職員，児童生徒と関わる機会を増や
すことで，小学生の中学校進学に対する不安感（中１
ギャップ）を軽減する。
○　中学生が小学生との触れ合いを通じ，上級生であること
を自覚することで自尊感情を育むことを目指す。

小 中連携教育

　本校のカリキュラムは，学校教育目標である「創造的実践
人の育成」を具現化するための教育実践研究に大きな特色が
ある。具体的には三つの教育実践研究に力を入れている。
　一つ目は，カリキュラム・マネジメントを通して自ら創造
的に学ぶ力を育成する教科学習指導法の研究，二つ目は，価

校　長　片　平　誠　人
副校長　舟　津　　　琴

創造的実践人の育成

本 校の教育目標

https://kokurajs.fukuoka-edu.ac.jp/



年 間の主な行事（予定）

歴史体験学習　２年生（関西）

考え，議論する道徳

文化祭での学級創作劇 ３年生

響きあう歌声　合唱祭での全校合唱

中体連夏季県大会

合格祈願餅つき

　行事の中でも特に附中三大行事とよばれる「体育大会」「文化祭」「合唱祭」に全校生徒が主体的に関わっているの
が本校の特色である。生徒自らが行事を企画，運営し，創り上げていくこの三大行事は，人間関係形成能力を磨くば
かりでなく，卒業後も長く語り継がれるほど思い出に残るものであり，附属小倉中学校を代表する行事である。

4月 離着任式　始業式　入学式　対面式
部活動紹介　授業参観　自然体験学習（１年）

5月 体育大会　教育相談 

6月
前期中間考査　火災避難訓練
歴史体験学習（２年）　課題探究学習（３年）

7月 研修中間報告会　薬物等乱用防止教室
保護者懇談会　中体連夏季大会 

8月 職員研修会　短期研修発表会
前期期末考査

11月 生徒総会　進路説明会　研究発表会
後期中間考査　中体連新人大会

12月 教育相談　人権学習　合唱祭
保護者懇談会　合格祈願餅つき（３年）

1月 冬休み課題考査　不審者対策訓練
附中入学者選考考査

2月 私立高校入試　研修最終報告会 
期末考査（１,２年）　卒業考査（３年）

3月 公立高校入試　卒業式
修了式 

9月
職場体験学習（２年）
福祉体験学習（１年）
教育実習　前期終業式
後期始業式

10月 芸術鑑賞教室　生徒会役員選挙
実力テスト　文化祭

歓声に湧く体育大会

附
属
小
倉
中
学
校
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昭和45年～ 52年
福岡教育大学と本学，福岡，久留米の三附属中学校との共
同研究会が発足
「教科教育研究の理論とその実践」
昭和53年～ 57年
　「生徒がつくる計画活動の展開」「ゆとり活動ハンドブック」
昭和58年～平成４年
　「楽しいアイディアのある道徳の授業」
　「楽しい道徳の授業」「楽しさをひろげる教科の授業」
　「楽しい道徳の授業PART２」
平成４年～８年
　「楽しい道徳の授業PART３」
平成８年～ 10年
　教科・領域を横断する学習活動の工夫
平成11年～ 13年
「小学校及び中学校における教育の連携を深める教育課程
の研究開発」文部科学省委嘱
平成14年
　大学・三附属中学校研究発表会　研究紀要13号　
平成15年
　「子どもの学びを価値付ける学習指導法の研究」
　　～吟味の過程を位置づけた授業展開を通して～
平成16年
「価値の多様化した現代を意識した楽しい道徳の授業のあ
り方」～新資料の開発と活動の工夫を通して～
平成17年
　大学・三附属中学校研究発表会　研究紀要14号
平成18年
　「自己の生き方を追求する学びの創造」
　　～キャリア形成を基盤とした教育課程の編成を通して～
平成19年～ 21年
「新たな時代を創造的に切り拓く力を育む学習指導法の研究」
　～クリティカル・シンキングの原則・方略を

活用した学習過程を通して～

平成20年
　大学・三附属中学校研究発表会　研究紀要14号
平成22年
　「『楽しい道徳の授業』の創造」
　　～資料のよさを引き出す授業づくりと

「対話」を起こす「問い返し」の工夫を通して～
　「楽しい道徳の授業PART４」
平成23年
　大学・三附属中学校研究発表会　研究紀要15号
平成24年
　「自ら創造的に学ぶ力の育成」　１年次
　　～「自己調整学習」に基づいた循環的な

学習プロセスの構築を通して～
平成25年
　「『楽しい道徳の授業』の創造」
　　～魅力的な教材の開発と発問の工夫を通して～
平成26年
　大学・三附属中学校研究発表会　研究紀要17号
平成27年
　「『楽しい道徳の授業』の創造」
　　～「特別の教科　道徳」（道徳科）の実施を

見据えた「対話」を促す指導の工夫を通して～
平成28年
　「自ら創造的に学ぶ力の育成」　５年次
　　～「自己調整学習」に基づいた循環的な

学習プロセスの構築を通して～
平成29年
　大学・三附属中学校研究発表会　研究紀要18号
平成30年
　「自ら創造的に学ぶ力の育成」
　　～特別の教科 道徳（道徳科）を核とした
　　　　　　　　　カリキュラム・マネジメントを通して～
令和元年，令和２年
　「自ら創造的に学ぶ力の育成」
　　～教科等横断的なカリキュラム・マネジメントによる
　　　　　　　　　　　　　　　　真正な学びのデザイン～

16

　本校の教育実習は，福岡教育大学の教育実習システムにし
たがって実施し，毎年約100名の教育実習生を受け入れている。
教育実習の行われる前年度（大学２年次）には，「観察参加」
を実施する。これは，次年度の本実習に向けて取り組む心構
えや授業を見る目を養うものである。本実習（大学３年次）

では，中等教育教員養成課程および特別支援教育教員養成課
程（中等教育部）の実習生が９月～ 10月にＡ日程３週間，Ｂ日
程３週間で教育実習を実施する。本校生徒も熱意あふれる授
業や教育実習生とのふれあいを，毎年楽しみにしており，若
い力から学ぶことも多い。

　生徒は明るく素直で，生活態度・学習態度は落ち着いてい
る。授業中は積極的に発言するとともに，自分なりの考えを
持って友達の考えと交流するなど，価値ある交流活動を展開
している。生徒会活動も活発で，全校集会や専門委員会など
は，生徒会役員を中心に企画・運営をしている。

　安全指導については，不審者対応，登校時の不審者対応，
交通安全及びマナーの指導，災害・火災対応等についてマニュ
アルを定め，年２回の火災等や不審者対応の全校避難訓練を
実施している。特に，日常的な危機管理に重点を置き，危険
チェックリストを定めて定期的に評価を行っている。

　研究発表会は，これからの時代を生きていく子どもたちに
とって必要な力を育む実践を検証する場であり，地域教育界

への提案でもある。本年度は11月５日（金）に行う予定である。

教 育研究のあゆみ

教 育実習

研 究発表会や学校公開

生 活の様子と安全管理



　私たち附属小倉中学校の生徒は校
訓「創造実践」のもと日々活動してい
ます。昨年度は，新型コロナウイルス
の影響で，附中の三大行事である，
「体育祭」「文化祭」「合唱祭」 を行
うことができませんでした。しかしこ
のような状況の中で生徒と先生方が一丸となり，考えつい
たのが「附中FES」でした。附中FESでは，IPPONグランプ
リ，e-Sports，ダンスなど全ての企画を生徒が考えました。
淡々と流れ作業のようにイベントを行っていては感動や迫
力を得ることができません。生徒が一生懸命考え精一杯力
をこめて作り上げるからこそ達成感が得られるのです。
　授業においても昨年度からSDGsを意識した，教科横断型
授業を受けています。一年生が セイコーエプソン株式会社
との企画に参加し，「KAMIKURU:紙の循環から始める地
域共創プロジェクトin北九州」という取組を行いました。二
年生では，株式会社小倉縞縞と協同し，「小倉織を使った
製品開発」を行いました。このように自ら創造的に学ぶ力が
身につくのが附属小倉中学校の特徴です。
　また本校ではIT機器の積極的な活用を行っています。今
年度，GIGAスクール構想の元，一人一台iPadを導入しまし
た。ロイロノートスクールを使った課題提出，Zoomを使っ
た家庭での遠隔授業などを行い，効果的にIT機器を使って
います。
　三大行事，５秒礼，ブルー礼などの先輩方が代々作り上
げてきた伝統がたくさんあります。私たち在校生がその伝
統を受け継ぎ，新たな伝統を作って受け継いでいくことが
使命だと感じます。

在校生から

生徒会会長　近藤　拓光 昭和22年４月
昭和26年４月
昭和33年４月
昭和40年７月
昭和41年４月
昭和45年７月
昭和53年９月
平成２年４月
平成８年８月
平成14年３月
平成16年４月
平成18年11月
平成22年３月
平成23年３月

平成24年４月
平成27年６月

平成28年12月

福岡第二師範学校附属小倉中学校の創設
福岡学芸大学附属小倉中学校と改称
鉱害のため小倉市北方新町へ校舎を移転
第１回三附属中学校懇親陸上競技会開催
福岡教育大学教育学部附属小倉中学校と改称
鉱害復旧のため校舎が富野の地へ帰る
新教育課程に先がけてゆとり活動などを実施
国際化時代を迎え，韓国への海外体験活動開始
学校創立50周年記念式典挙行
新校舎落成・記念式典挙行　
国立大学法人法成立に伴い法人化
学校創立60周年記念式典挙行
新体育館落成・記念式典挙行
広帯域高画質遠隔公開授業用高速キャンパス
ネットワークシステムLIVE放送
ビデオオンデマンドシステム導入　　
小中連携事業開始・校長一本化
文部科学省「言語活動の充実に関する実践研
究」指定を受ける
学校創立70周年記念式典挙行

沿　革

進学・進路（進学実績）

国・公立高校 元 2 私 立 高 校 元 2
小倉高校
戸畑高校
小倉南高校
小倉西高校
ひびき高校
門司学園高校
東筑高校
八幡高校
鞍手高校
京都高校
大分舞鶴高校
下関西高校
大教大天王寺校舎
北九州工業高等専門学校
都城工業高等専門学校

東筑紫高校
敬愛高校
九国付属高校
西南女学院高校
常磐高校
自由が丘高校
西南学院高校
久留米付設高校
早稲田佐賀高校
ラ・サール高校
梅光学院高等学校
サビエル高等学校
弘学館高校
青雲高校
愛光学園高校
Ｎ高等学校

令和元年，令和２年の主な進学状況は以下のとおりである。

46
7
1
2
2
3
5
1
1
2
1
1
1
11
1

39
10
0
2
2
1
2
1
0
0
0
0
0
7
0

12
3
13
1
1
0
2
4
3
4
0
0
3
1
1
0

7
2
11
0
0
2
2
0
1
1
1
1
0
0
0
1
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　募集要項については，校門・ホームページへ公示するとと
もに，小倉地区附属学校事務室（附属小倉小学校内）で配付
します。入学志願者説明会では，本校の教育活動と募集要項
の説明を行います。

入試情報
　 Ⅰ 確かな学力，Ⅱ 豊かな心，Ⅲ 健康･安全･体力，Ⅳ 特別支
援教育，Ⅴ 信頼される学校づくりの具体的な評価項目を設定
し，各評価項目の目標に対して方策を定めるとともに，それ
ぞれの方策について評価規準を決め，教員の自己評価や，生
徒，保護者へのアンケート等を活用して，学校評価を行って
いる。また，その学校評価をもとに，学校評議員や保護者代
表による学校関係者評価を実施している。
　評価時期は前期終了後と後期終了後に行い，前期の評価は
後期の教育活動に，後期の評価は次年度の教育活動に活かし
ている。このような評価を行うことで，教師の授業力の向上
や生徒の主体性，自律性が高まりつつあり，開かれた学校の
運営に全職員で努めている。

福岡県や北九州市内の各学校の研究発表会において，本校
の教員が指導助言者として参加している。また，毎年，各教
科，領域における長期派遣研修員を受け入れて１年間の研修
を行い，研修終了後，地域のミドルリーダー教員として活躍で
きるよう，その育成を行っている。
また本校では，平成19年より「短期研修」という形で，公立
中学校の先生方と共に授業づくり研修会を行っている。夏季
休業期間に指導案作成など４回の研修を実施し，その成果を
「短期研修発表会」として公開している。公開授業後の協議
会では，多くの参観者の先生方と授業づくりについて意見交
換を行い充実した学びとなるように継続的に実施している。

地 域貢献

学 校評価



校　長　大　内　　　毅
副校長　後　藤　重　治

21 世紀を担う人間力の基礎を
　　　　　　　　身に付けた子供を育成する

○教育目標
　本校では，「子供も先生も行きたくな
る魅力ある学校　保護者が行かせたく
なる学校」を根底に，知的・学力的要素，
心的・人間的要素，気力・体力的要素
を持ち合わせた総合的な能力を身に付
けた子供を育成する。

心的・人間的要素

〔校訓「精華（せいか）」の子〕

【徳育】「い」い心の子
豊かな心

知的・学力的要素

【知育】「か」しこい子
考える力

気力・体力的要素

【体育】「せ」いちょうする子
　チャレンジ精神

「21世紀を担う人間力の基礎を身に付けた子どもの育成」

国及び地域教育振興の拠点となるモデル校「附属クオリティ」を目指す経営

創造的な教育研究（先進性と本質性） 効果的な学校経営（効率性と効果）

⑴創意工夫に基づく教育活動
　①重点目標を具現化する教育課程の推進
　②教え，鍛え，誉めて伸ばす取組の推進
　③伸びを実感する学校行事の推進
　④生徒指導，危機管理の共通理解と実践
⑵ 連携協働を基軸とした組織運営
　①重点目標の具現化と推進
　②校務運営と研究推進の効果的連動
　③準教科担任制の推進

⑴ 先進研究と人材育成
　①研究発表会・公開研究会の開催
　②研究推進の改善
　③質の高い授業づくり，指導方法
　④「ひと・もの・こと」の管理・適正化
⑵ 発信・地域貢献
　①新学習指導要領に基づく授業づくり
　②関係機関との連携のシステム化
　③父母教師会や後援組織との連携・協力

○本校の経営方針
　重点目標を「目的に向かって学び合
い，明確な根拠をもって表現する子供
の育成」と設定し，創造的な教育研究
と効果的な学校運営の実現を目指して
いく。国及び地域教育振興の拠点とな
るモデル校「附属クオリティ」を目指
す経営を行う。そのために，地域の教
育センターとしての役割を果たす研修
の推進，大学と連携した教育理論と実
践研究の推進を図る。また，国及び県
の教育をリードする教員の育成を図る
とともに，研修時間等の合理化と工夫，
安全管理の徹底と整備を行っている。

　本校では，学校教育目標及び重点目標達成のために，先進

的な教育内容･方法を追究する主題研究と，各教科等におい

て情報活用能力を育成する授業を明らかにする課題研究を中

心に推進している。

　課題研究に関しては，学習指導要領（平成29年告示）の中

で大切にされている「資質・能力」の育成に焦点を当てて研

究を進めている。さらに本年度も，令和元年度までの「次世

代の情報化推進事業」の研究成果を生かし，各教科等におけ

る情報活用能力の明確化やプログラミング体験を位置付けた

学習における論理的思考の育成，さらには日常的にＩＣＴ機

器を活用した授業実践を行っている。

　また，主題研究に関しては，現代社会の要請を受けた教育

の動向を見据え，学習指導要領（平成29年告示）における資

質・能力の育成に向けて「豊かな次代を切り拓く子供を育て

る教育の創造」を掲げ，授業実践を行っている。本校は一部

教科担任制をとっていて，より専門性の高い授業を実践して

いる。本年度は，各教科等の本質を大切にした研究の積み上

げを生かして，各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，教

科横断的な視点から「豊かな次代を切り拓く子供」の育成を

目指した教育課程経営を行っている。

○主題研究及び課題研究の成果を生かすカリキュラムマネジメント

附属久留米小学校
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本 校の教育目標

特 色あるカリキュラム

https://kurumees.fukuoka-edu.ac.jp/



○研究主題 （令和３年度）

豊かな次代を切り拓く子供を育てる教育の創造
―個別最適な学びと協働的な学びを実現するベストミックスを求めて―

○「豊かな次代を切り拓く」について
　豊かな次代を切り拓くとは，社会の変化が加速度を増し，
複雑で予測困難な時代を生き抜き，幸福で充実した人生を送
ることができる時代をつくることである。社会の変化が加速
度を増し，複雑で予測困難な状況は，全ての子供たちの生き
方に影響する。このような時代では，時代の流れに任せて受
け身な態度で生きていくことは困難である 。そこで，本校
では，社会の変化が加速度を増し，複雑で予測困難な時代を
「生き抜く」ことができ，予測困難な時代を乗り越えた先に
ある幸福で充実した人生を送ることができる時代を「つくる」
ことができる子供を育成することに研究の重点をおいた。

○「豊かな次代を切り拓く子供」について
　豊かな次代を切り拓く子供とは，社会の変化が加速度を増
し，複雑で予測困難な時代を乗り越えて，幸福で充実した人
生を送ることができる時代をつくることができる「自立性」
「柔軟性」「俯瞰性」を重視した資質・能力を身に付けた子供
である。

・自立性…子供一人一人が主体的に責任ある行動を
とり，自らのよさや可能性を発揮して価
値をつくりだす。

・柔軟性…他者や社会に対して柔軟に対応したり，困難な
状況でもあきらめずに立ち向かったりする。

・俯瞰性…広い視野で，自分や友達のよさや可能性
を認識したり社会を見つめたりする。

　そこで，本研究では，「自立性」「柔軟性」「俯瞰性」の三
つの面から資質・能力を見直し，「自立性」「柔軟性」「俯瞰性」
が互いに関連付いた資質・能力を身に付けた子供の育成を目
指す。

○「ベストミックス」について
　ベストミックスとは，学校教育において大切にされてきた
教科等の本質に根ざした教授法と，最先端技術を含めた最適
なツールや教育ビッグデータを効果的に活用することを最適
に合わせることである。本研究では，豊かな次代を切り拓く
子供の資質・能力の育成につながるような，個別最適な学び
と協働的な学びを実現するための教科の本質に根ざした教授
法と最先端技術を含めた最適なツールや教育ビッグデータの
最適な組み合わせを明らかにする。

○著書刊行
　本校は，研究内容をまとめた著書を刊行している。平成27
年度は，本校での18冊目の著書『「情報編集力」を育てる問
題解決的な授業づくり～「どのように学ぶか」を追究する３
つの活動～』を発刊した。
　東北大学教授，文部科学省教科調査官に協力していただき，
各方面から大変好評を得ている。情報社会への対応や情報活
用の工夫が課題となる現代社会において重要とされる「情報
編集力」に関する内容を中心とし，現代の教育課題に迫る一
冊となっている。

　本校では，心・頭・体を鍛える特色ある教育活動を行っている。

音楽集会（11月）
　情操教育の充実をめざして，全
学年参加による合唱集会を行って
いる。各学年にあった楽曲を選択
し，美しい歌声を響かせている。
保護者の参観も多い。

音楽集会

音読集会（５月）
　全学年で行う音読集会では，思
いを言葉で伝える喜び，みんなと
響き合うすばらしさを学んでい
る。多数の保護者が参観している。

音読集会

修学旅行（２月）
　６年生の修学旅行は長崎である。
平和や歴史を学ぶ活動が中心とな
る。公共のマナーを守ることを進
んで実践する機会としていて，小
学校生活の仕上げとなる有意義な
行事である。

修学旅行

林間学校・キャンプ（10月）
　各学年で自然に親しむ体験を行
う。低学年や中学年は自然の川で
遊んだり，5年生はキャンプを
行ったりしている。

キャンプ

ＰＴＡ行事（11月・１月)
　ＰＴＡ行事として，11月に「青
麦フェスタ」，１月に「どんど焼き」
を行う。親子製作やスポーツフェ
スタなどを実施し，保護者との連
携による活動を充実させている。

青麦フェスタ

運動会（10月）
　運動会では，各学年の発達段階
に応じた表現演技，競争遊技，走
競技を行う。ブロック対抗の応援
合戦では，練習を通して団結する
ことの大切さを養っている。

運動会（組体操）
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教育実習生の授業

○本実習（９～１０月）

　大学３年生が３週間行う本

実習である。ＡとＢの２グ

ループがそれぞれに３週間実

習を行うので，本実習の期間

は全部で６週間となる。それ

に先だって，５月に示範授業参観，８月に指導案事前指導を

実施している。専門的な指導技術を身に付けさせるとともに，

子供の教育に携わる喜びと厳しさを体得させ，教師としての

使命や責任を自覚させることをねらいとしている。

○観察実習（９月）と基礎実習（11月）

　大学２年生が行う。観察実習は，大学３年生が本実習中に

行う教科研究会に大学２年生が参加し，授業参観と研究協議

を行う。基礎実習は，附属教員の授業を参観して，本実習に

向けて，各教科等に関する教育実践の基礎や心構え等を学ん

でいく。

○教職大学院実習（６月）

　教職大学院の院生が実習を行う。学校運営や生徒指導など

に関する望ましいあり方について学ぶ。

○公開研究会

　公開研究会を６月に開催している。これは，「資質・能力を

育成する授業」や「研究テーマを実証する授業」といった地域

の学校が課題とする内容を本校で取り組み，本校の考えを公開

授業を通して地域の公立校の先生方へ提言する会である。若年

層の先生方を中心に多くの参加者を得ている。

○研究発表会

　研究発表会は，附属学校ならではの先進的な教育内容や指

導方法について，研究主題を掲げ，成果を発表している。毎

年２月に開催している。本学

の先生方や福岡県教育委員

会，本校ＯＢなどと連携して，

全ての教科等の授業公開を中

心に，各教科等の研究協議，

研究発表，シンポジウム，全

体講演等を行っている。全国，

福岡県内，筑後一円から多数の参加がある。「教育研究の推進」

と「地域教育への貢献」という附属学校の使命を果たす重要

な発表会である。

○避難訓練（不審者対応，地震，火災）

　不審者対策の避難訓練を久留米警察署の担当者を招いて実

施している。不審者に出会ったときの対応の仕方について，

具体的な指導をお願いしている。また，消防署の協力を得て，

地震避難訓練，火災避難訓練も毎年実施している。

○安全パトロール

　安全確保のために，保護者

と教員による安全パトロール

を行っている。ＰＴＡ安全委

員会の方々を中心として，全

家庭の保護者の協力を得なが

ら，朝と夕方（登校時と下校

時）のパトロールを実施している。

○地域別懇談会

　年２回の地域別懇談会を開いている。第１回地域別懇談会

では，班長選出，保護者顔合わせ，危険箇所の確認，地域名

簿の確認を行う。第２回地域別懇談会では，当該地域の子供

の顔合わせと自己紹介，危険箇所の確認および指導を行って

いる。

○メール一斉配信「附小連絡メール」

　本校では，保護者や職員向けのメール一斉配信システムを

取っている。緊急連絡や自然災害の恐れがあるときなどに学

校より配信している。

PTAの方々による安全パトロール

研究発表会の様子
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　前述した研究発表会及び公開研究会のほかに，次のような
福岡県及び各地域への協力・連携をしている。

○長期派遣研修員の授業公開
　長期派遣研修員の研究成果を発表する中間報告会（７月）
や最終報告会（２月）を実施している。長期派遣研修員の所
属する学校の先生方や近隣の小学校，さらには研究の方法を
学ぼうとする先生方，教育委員会，教育研究所の先生方に参
加いただいている。

○筑後地区各教科等研究会の運営
　各種教科等研究会の事務局と
なっている教科等も多く，本校
教員が会の運営に貢献してい
る。教科等研究団体が主催する
研究会や講演会，及び会議等の
会場を本校が提供している。

○各種教育研究会での指導助言
　要請に応じて公立学校の校内研究会や市・郡の小学校教育
研究会等の研究会へ出かけて，講師として指導・助言をして
いる。要請が多く，年間の延べ回数は，80回を超える。

○県義務教育課・教育事務所・教育センターとの連携
　県教育庁義務教育課や南北筑後教育事務所，久留米市教育セ
ンター，各市郡の教育研究所等が主催する研修会で研修の場を
提供したり，授業公開をしたり，講話をしたりしている。また，
要請に応じて，各市郡の研究員の指導も行っている。

○論文審査
　地域教育委員会からの要請に応えて，１月～３月に論文審
査を行っている。

〔子ども力の評価〕
※総合的な力としての生涯学力の基礎を診る

○受験力を含めた基礎的・基本的な知識技能
　・全国的な標準テスト
　・授業の進度に応じた諸テストや子どもの観察

○自ら学び自ら考え判断する力
  ・授業の進度に応じた諸テスト
  ・子どものノートや作品，子どもの観察

○道徳性や社会性
  ・日常の学習や生活の観察，各種行事等の観察
  ・質問紙による統計とその時期的な対比
  ・ＱＵテストの実施と活用
 　〔学校力（学校の教育力）の評価〕
　　※授業や研究を中心とした教師力を診る

○研究発表会における評価
  ・研究発表会への参加者数等
  ・研究協議会やアンケート等における意見

○職員による自己評価
  ・各学期末に実施する学校評価

○外部者による評価
  ・職員ＯＢ会や学校評議員による意見

明治40年

昭和４年
昭和７年
昭和20年
昭和21年

昭和22年
昭和26年
昭和38年
昭和41年
昭和41年

平成５年
平成６年
平成８年
平成18年
平成21年
平成21年
平成22年

平成26年
平成27年
平成28年
令和元年
令和２年

福岡県女子師範学校の附属小学校として，福
岡市早良郡鳥飼村に建設
長年の教育研究をまとめた著書を発行
他校に先駆け学校給食を開始
福岡大空襲にあい校舎が全焼
校舎の全焼を機会に，久留米市へ移転（兵舎
を校舎として活用）
福岡第一師範学校女子部附属久留米小学校と改称
福岡学芸大学附属久留米小学校と改称
校舎全面改築が完了
福岡教育大学附属久留米小学校と改称
著書『主体性を育てる学習過程』を発行
（以来，現在までに18冊の研究著書を発行）
校舎の北側約半分を改築
体育館新設
久留米移転五十周年記念行事実施
学校創立百周年記念行事実施
南校舎トイレ改修工事
給食室改修工事
広帯域型高画質遠隔公開授業用高速キャンパ
スネットワークシステム導入
北校舎トイレ改修工事
空調設備工事完了，サテライト教室設置
プール改修，創立百十周年
南校舎改修Ⅰ期工事
南校舎改修Ⅱ期工事

社会科研究会

　児童のほとんどは，附属久留米中学校へ進学する。その
他，公立中学校及び私立中学校へ進学する児童もいる。

進　学

沿　革

　通学区域は，自宅から附属久留米小学校までの通学時間が
50分以内となっている。
　募集要項については，校門・ホームページで公示するとと
もに，入学志願者説明会で配付する。その際，本校の教育活
動と募集要項の説明を行う。

入試情報

創立百十周年記念航空写真

国語科，社会科，算数科，理科，生活科，体育科
道徳科，総合的な学習，特別活動

＜事務局がある教科等＞
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○学校教育目標
日本の近未来を切り拓く人材の育成

○経営の努力点
１　四期制のもと教育課程の工夫や教育実習の充実に努め，
「特色ある学校」をめざす。

２　大学との共同研究の推進および，地域教育の核となる先
導的な教育研究を推進する｡

３　生徒が「自主と責任」「高牟礼の誇り」を自覚する生徒
指導の充実を図る。

４　保護者や地域から信頼され，生徒が安全に，安心して過
ごせる学校づくりを推進する。

５　国立大学法人のもと，組織マネジメントを意識した学校
運営の工夫改善を行う。

６　「国の拠点校」「地域のモデル」としての存在意義の明確
化に努める。

○めざす生徒像――高牟礼の誇り
１　自ら学びの目標をつかみ，進んで情報を収集・選択・活
用していく生徒

２　自ら思考・判断し，積極的に学びの質を高めようとする生徒

３　自己を律し，他者と共生する精神を高めていこうとする生徒

４　勤労を尊び，自らの考えを実践して進んで成果を発揮さ
せようとする生徒

　本校では，研究発表会を毎年開催し，筑後地区はもとより
県内および他県からも多くの教育関係者に参会いただき，本
校の研究成果を発信しています。
　令和元年度は，「『主体的・対話的で深い学び』をどう創る？」
というテーマで公開授業研究会を行い，地域の先生方を中心
とした多数の参会者とともに，研究協議ならびに情報交換を
行うことができました。
　学校公開については，５月と11月に授業参観を実施し，ま
た，７月と２月にオープンスクールを設定し，本校の保護者
に授業の様子や学校生活の様子をご覧いただいています。ま
た，地域の公立学校のミドルリーダーの先生方を受け入れる

附属久留米中学校
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　本校では，学力向上と人格形成の両立をめざして，以下の
ような特色あるカリキュラムを編成しています。
１　四期制を取り入れ，学習活動の充実を図っています。
２　附中三大行事（体育祭・藤見会・文化祭）をはじめとし
た学校行事を生徒の手でつくり上げることができるよう
に，総合的な学習の時間を弾力的に活用しています。

３　各教科の授業では，問題解決的な学習過程で単元を構成
し，知識・理解面だけでなく，思考力・判断力・表現力
の育成に努めています。

本 校の教育目標

特 色あるカリキュラム

研 究発表会や学校公開

「１日研修」などを実施し，相互に学ぶ場としています。

校　長　大　内　　　毅
副校長　中　島　賢　二

日本の近未来を切り拓く人材の育成

https://kurumejs.fukuoka-edu.ac.jp/



　本校では，様々な行事や日頃の学校生活を通して，校訓である「自主と責任」の精神の涵養と共にリーダー・フォロアーの
関係づくりなど，生徒たちの人間的な成長をめざしています。５月の体育祭では，ブロック対抗の様々な競技や，趣向を凝ら
したブロック全員による応援合戦を行います。６月の藤見会では，各学級で練習した合唱の披露や，国語の時間につくった短
歌の朗詠を行います。10月の文化祭では，各学級で創り上げた学級劇の上演を中心に，文化部の発表や学習成果の発表を行っ
ており，これら３つの行事を「附中三大行事」と呼んでいます。学年縦割りのブロックで，上級生が下級生に，援助やアドバ
イスを活発に行い，取組の過程を大切にしています。
　その他にも，１年時には久住での「自然体験学習」（７月），２年時には働く意義を見出し，将来の夢を考える「職場体験学習」（７
月），日本の伝統文化や人・もの・ことと触れ合い，自分の住む町をよりよくすることを考える「歴史体験学習」（12月），３年時には，
自己の探究活動の充実のための「大学訪問」（７月）などの活動を行っています。
　また，子どもたちの輝く姿を保護者のみなさまにもみていただくことができるように，「高牟礼オープンスクール」と題して，
年間２回，１週間の間，学校を開放し，授業やその他さまざまな活動を観ていただく場を設定しています。そのときにいただ
いた意見は，学校評価に位置づけています。

歴史体験職場体験自然体験

　教育実習をＡグループ（９月上旬から三週間），Ｂグループ（９月下旬から三週
間）の２期制で実施しています。昨年度は，約70名の福岡教育大学生が本校で教
育実習を行いました。教育実習生は，子どもたちとともに活動しながら，教える
ことの難しさと楽しさを学ぶとともに，社会人としてのあり方を学んでいます。

教育実習生の授業
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　本校は，春は桜やチューリップ，夏は藤に金糸梅，秋はコ
スモスなどが咲き誇り，大きな木に抱かれて，一年中自然に

囲まれた生活をしています。生徒たちは，学校の自然を，「高
牟礼の森」と名づけ親しんでいます。

　日々の授業においては，生徒の驚きや疑
問を大切にしながら，自ら課題を設定し，
追究，解決していくことができるように学
習過程を工夫しています。また，身につけ
た力をもとにして，「英語暗誦大会」や「科
学の甲子園」などにも積極的に出場してい
ます。
　平成21年度に，校舎の全面改修が行われ，
快適な環境のもとで，充実した学習活動を
展開することができます。

○部活動
　本校の生徒は，部活動にも積極的に取り
組んでいます。体育部には，野球，卓球，
ソフトテニス男女，バドミントン，バスケッ
トボール男女，剣道，サッカー，バレーボー
ルがあり，文化部には，音楽部，美術部が
あります。
　短い活動時間ですが，どの部活動も，効
率よく練習しています。

快適な学習環境

 バドミントン部  音楽部

英語暗唱大会

生 徒たちの日常生活

○研究主題
　 「社会変革の主体となる子どもをはぐくむ学習活動の創造」

　本校がめざしている「社会
変革の主体」とは，「持続可
能で多様性と包括性のある未
来の実現のため，現代社会の
諸問題の解決や緩和に向け
て，責任をもって社会の形成
に参画していく存在」ととら
えています。
　先行き不透明な現代社会においては，一人ひとりが自立し
た個人として，多様な他者と協働し，よりよい社会の在り方
を求め続ける中で新たな知識を生みだし，様々な変化に創造
的に対応する資質・能力の育成が求められています。
　そこで，本校の教育理念である過程像思考を中核とし，「論
理性」，「功利性」，「相互性」を求め，自己の生き方を「問い
つづける子ども」をはぐくむことができるように，研究を進
めていきます。

○研究のあゆみ
　本校では，昭和41年に各教科独自の研究から学校としての
統一テーマの設定に切り替えました。そして，昭和51年には
｢『人間らしさ＝善さ』を育てる過程像志向の教育」を提唱し
ました。
　その後，
昭和58年「自己教育力を培う学習活動の創造」
平成元年「未来を志向する子どもの育成」
平成７年「生きる力を育む学習活動の創造」
平成10年「地球市民として生きる力をはぐくむ教育課程の創造」
平成13年「豊かな未来を創造する実践力を育む学習活動のあり方」
平成16年「人間力をはぐくむ学習活動の創造（各教科を中心に）」
平成19年「人間力をはぐくむ学習活動の創造
　　　　　（道徳の時間を中心に）」
平成22年「知を活かす力をはぐくむ学習活動の創造」
平成25年「社会を生き抜く力をはぐくむ学びの創造」
平成28年「社会で自律的に生きる力をはぐくむ道徳教育の創造｣
を経て，令和元年度より「社会変革の主体として生きる子ど
もをはぐくむ学習活動の創造」の研究をすすめています。

授業の様子

本 校の研究



　本校では，教育活動の改善を目的として，毎年生徒と保護
者，教職員を対象に学校評価を実施し，その結果を公開して
います。項目としては，危機管理，環境整備，授業，評価，
生徒理解，進路指導，保護者との連携などがあります。成果
としては環境整備がよくできており，特色ある教育が行われ
ていること，適正な評価がなされているということが挙げら
れます。課題としては，生徒とじっくりと話をする機会が少
なくなってきており，生徒もなかなか相談しづらいと思って
いるということです。このような学校評価を行うことで，成
果や課題を共通理解し，次にどのような取り組みをするのか
を考えていき，開かれた学校をめざして全職員で取り組んで
いきます。

昭和22年
昭和24年
昭和25年

昭和26年
昭和34年
昭和35年
昭和41年
昭和46年
昭和47年
昭和52年
昭和58年
昭和61年
平成元年
平成８年
平成９年
平成10年
平成11年

平成14年
平成16年

平成17年

平成18年

平成21年
平成22年

平成23年
平成26年

平成28年
平成30年

福岡第一師範学校女子部附属中学校として発足
福岡学芸大学福岡第一師範学校久留米附属中学校に改称
同窓会を高牟礼会と称し生徒会誌「高牟礼」第
１号発行　第一回藤見会（4/28），文化祭（11/3）
福岡学芸大学附属久留米中学校に改称
新校舎完成
体育館完成
福岡教育大学附属久留米中学校に改称
高牟礼の森完成
全館暖房開始
創立30周年記念式典
武道場完成
藤見会，石橋文化ホールで実施
視聴覚教室にパソコン教育システム新設
新体育館完成　校内LAN新設
創立50周年記念式典
創立50周年記念植樹，記念碑除幕式
家庭科室改修　生徒用パソコン全面入替，大学
とのコンピュータネットワークシステム完成
高牟礼の森花壇完成
国立大学法人化，学校二学期制スタート・LL教
室改修機器入替・パソコン教室機器入替
玄関前駐車場全面舗装，教育相談室移設，生徒
教室前面黒板張替
少人数学級調査研究（文部科学省委嘱）
全教室に空調機設置
耐震化を含む校舎全面改修
校舎全面改修完了（全室　空調完備）
広帯域型高画質遠隔公開授業用高速キャンパス
ネットワークシステム
LIVE放送＆VOD（ビデオオンデマンド）システム
太陽電池電波時計台設置，体育館床改修
校内無線LAN完備
LL教室にCALLシステム導入（CALL教室完備）
駐輪場新設
新グラウンド完成

沿　革

　募集要項については，校門・ホームページへ公示するとと
もに，久留米中学校事務室で配付します。入学志願者説明会
では，本校の教育活動と募集要項の説明を行います。

入試情報

進路指導

国・公立高校 R1 R2 私 立 高 校 R1 R2

　本校では，３年間を見通した進路学習を行うとともに，教
育相談（生徒・保護者対象）を通して，個に応じた進路指導
を展開し，生徒の自己実現を支援しています。

○進路状況（近年の合格校）

明　善
久留米
久留米商業
久留米筑水
筑紫丘
伝習館
八　女
八女工業
朝　倉
小　郡
その他県内
佐　賀　県
その他
有明高専
久留米高専

○
○
－
－
○
○
－
－
○
○
○
○
－
○
○

○
○
－
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ラ・サール
久留米大附設
弘学館
東明館
慶應義塾
西南学院
大　濠
筑紫女学園
筑陽学園
東福岡
博多女子
雙  葉
九州産業
祐  誠
八女学院
明　光
早稲田佐賀

○
○
○
○
－
○
○
○
○
○
－
－
○
－
○
○
○

○
○
○
○
－
○
○
○
○
－
－
－
○
○
○
○
○
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園　長　井　手　正　弘

豊かな心をもち，自己を十分に発揮し，
心身の調和のとれた発達と生きる力の
基礎を身につけた幼児の育成

○教育目標
　豊かな心をもち，自己を十分に発揮し，心身の調和のとれ
た発達と生きる力の基礎を身に付けた幼児の育成

○めざす幼児像
　・基本的生活習慣を身に付けた幼児　・表現力のある幼児
　・思いやりのある幼児　　　　・創造力の豊かな幼児
　・最後まで頑張る幼児　　　　・探究心や思考力の豊かな幼児

〈言葉でつながり，自然と豊かに関わる力を育む〉
　本園では，園内の言語・コミュニケーションの環境について
職員の対応や絵本の配備等留意してきている。また，これまで
の研究の取り組みを通して，人間関係を築く上で，言葉が果た
す役割の大きさを確認してきた。
　言葉で人と関わることは，とりわけ，学校教育の様々な場に
おいて強く求められることである。そこで，小学校以降の様々
な学習や活動の基盤として，言葉を使って人と関わり，やりと
りすることの楽しさや価値を体感でき，それをまた言葉にする
ことで人とつながり合うことのできるカリキュラムを編成する
よう配慮した。
　具体的には，「あつまりの場」での振り返り活動「ききましょ
う・おはなししましょう」における幼児と保育者間のやりとり，
アトリエ・えほんのへや・園庭・保育室の空間を活用する等で
ある。充実して遊んだ幼児からは「言葉」を介したやりとりが
続く。
　その姿から本園では，振り返り活動の意義を次のように見出
している。
①　一日の園生活の中で出合った驚き，発
見，ワクワク感を伸び伸びと自由に聞き
合う場。自分の思いを安心して表出する
ことのできる場。

②　明日の生活や遊びにつながる振り返り
を通して，幼児の意識や遊びが途切れず
発展していくことに効果がある。

③　幼児たちが遊びの方向性に関わり，物
事を自分たちで決めていくことがしばし
ばある。

　さらに，園内の豊かな自然環境を通し
て，「幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿」の「自然との関わり」も踏まえ，好奇心や探究心をもって
自然に主体的に関わり，自らの生活や遊びに取り入れていく幼
児の育成に取り組んでいる。身近な自然と豊かに関わる力を育
むための環境構成や援助のあり方を探る中で，「自然との関わ
り」を通して育まれる資質や能力について明らかにしてきたこ
とをもとに，カリキュラム・マネジメントの視点も併せ，年間
計画を作成したところである。
　そのため，大学教員等と連携・共同して組織的に研究を推進

し，モデル園として教育施策へ貢献するとともに，幼児教育公
開研究会，研究紀要等により継続して成果を発信している。幼
児期において，小学校以降の教育の根幹となる素地を育んでい
けるよう見通しながら今後も進める。
〈親子ふれあいデー〉家庭と連携して
　家族の方と半日を一緒に過ごし，クラスの友達や保護者との
ふれあいを楽しんだり，園の活動についての理解を深めたりし
ている。歌や遊戯等のふれあい遊び，竹馬づくり等の親子製作，
保護者による絵本読みを行っている。
〈心とからだを育む〉
　広く，豊かな自然のある園庭で伸び伸びと好きな遊びを楽し
む幼児たち。同年だけでなく３～５歳の幼児が入り混じって仲
良く遊ぶ姿が多く見られる。
○保健指導
　養護教諭が幼児の実態や時期に合わせ
た保健指導を実施し，自分の身体に関心
をもつことができるようにしている。
○食育
　養護教諭による食育指導や小学校給食
の紹介，PTA主導で本学技術講座教授に助言を受けながらのサ
ツマイモ栽培，稲作，味噌醸造元の指導を受けながらの味噌づ
くり等を通して，食への関心を家族でもてるようにしている。
　また，本学家政教育講座教授による食育に関する講話や調理
実習の開催等連携した取組を行っている。

　大学と連携・協力し，将来の幼稚園教諭をめざす学生の教育
実習等を実施している。
　年間を通して，関連する大学の授業の１コマとして，保育実
践や幼児の発達について熱心に参観・観察したり，ボランティ
アとして保育補助を行ったりしている。
　さらに，大学教員のコーディネートにより学生や大学院生の
演奏活動や学生による保育技術の披露，大学教員による製作，
自然科学，英語，異文化体験等をとり入れた保育が行われる機
会も多い。コロナ禍に置いて，変更・縮小を余儀なくされた活
動もあるが，十分な感染対策を講じながら，工夫して行ってい
る。
○教育実習（事前指導・本実習）〔６月，９月～10月〕
　初等教育教員養成課程幼児教育選修３年次の全学生を受け入
れ，幼稚園実習での心得等について事前指導を行った後，３週
間の教育実習を２期に分けて実施する。
○教職大学院における実習〔６月，９月〕
　教育実践コラボレーション実習，教育連携コラボレーション
実習がある。就学前である幼児期の教育や発達について体験的
に学べ，小学校以降の教育との接続について考えていけるよう
留意している。
○教育実習（基礎実習）
　観察参加（９月）保育参観（10月）を経て，１月に２年次生

が指導案を作成し保育を行ってい
る。その際，４年次生が教職実践演
習の一環で助言しながら関わってい
る。
○学生長期サポーター
　学生が長期サポーター（ボラン
ティア活動）として登録し，定期的
に学級の補助指導に入っている。教師を目指す学生には幼児や
保育実践を理解する絶好の機会となっている。
○学生短期サポーター
　運動会，園外保育，保護者研修会時の託児等に学生が短期の
ボランティアとして参加している。
○子ども図書室〔５月～２月〕
　幼児教育選修の学生が主となり本学附属図書館や本園遊戯室
で，絵本に親しむことをめあてに親子読み聞かせ等の活動を月
１回程度行っている。
○園行事への参加〔５月～３月〕
　PTA活動と連携して，園行事の充実を図る計画を立ててい
る。また，公開研究会の支援や運動会の会場・用具整備等の協
力をしている。
　以上のような教育実習や学生サポーター等については好循環
し，学生の資質・能力向上に寄与したり，教職等の目標とする
進路に結びついたりしている。

https://fukuokakg.fukuoka-edu.ac.jp/
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「歯を大切に！」

親子製作（竹馬づくり）

保護者による絵本読み

本 園の教育目標

特 色あるカリキュラム

教 育実習と学生のボランティア活動



　大学と連携・協力し，将来の幼稚園教諭をめざす学生の教育
実習等を実施している。
　年間を通して，関連する大学の授業の１コマとして，保育実
践や幼児の発達について熱心に参観・観察したり，ボランティ
アとして保育補助を行ったりしている。
　さらに，大学教員のコーディネートにより学生や大学院生の
演奏活動や学生による保育技術の披露，大学教員による製作，
自然科学，英語，異文化体験等をとり入れた保育が行われる機
会も多い。コロナ禍に置いて，変更・縮小を余儀なくされた活
動もあるが，十分な感染対策を講じながら，工夫して行ってい
る。
○教育実習（事前指導・本実習）〔６月，９月～10月〕
　初等教育教員養成課程幼児教育選修３年次の全学生を受け入
れ，幼稚園実習での心得等について事前指導を行った後，３週
間の教育実習を２期に分けて実施する。
○教職大学院における実習〔６月，９月〕
　教育実践コラボレーション実習，教育連携コラボレーション
実習がある。就学前である幼児期の教育や発達について体験的
に学べ，小学校以降の教育との接続について考えていけるよう
留意している。
○教育実習（基礎実習）
　観察参加（９月）保育参観（10月）を経て，１月に２年次生

平成８～11年度「21世紀を展望し『生きる力』を育む
　　　　　　　　幼稚園カリキュラムの創造」
平成12年度　　「幼児が自分らしさを発揮し，
　　　　　　　　ともにたくましく生活する保育を求めて」             
平成13～15年度「心と体のハーモニー」
平成16～17年度「感じる心・響き合う心をもとめて」
平成18～20年度「小学校生活を見通した幼児期の遊びや
　　　　　　　　生活のあり方の研究」
　　　　　　　「健康教育プログラムの実験研究」
　　　　　　　（国立教育政策研究所委託研究）
平成21～23年度「伝承遊びを生かした人間関係力育成の試み」
平成24～27年度「言葉で人とつながり合う幼児を育てる」
平成28～30年度「身近な自然と豊かにかかわる力を育む」
令和元年度～　「幼児期における環境教育を探る」

　大学と附属幼稚園とが共同で，「幼児期における環境教育を探
る」を主題に園の自然環境や生活との関わりやつながりを考慮し
た実践研究を推進している。
　今年度も10月末に「研究紀要」を発行するとともに，幼児教育
公開研究会を開催し成果を広く発表する。公開保育の後，全体会
（研究提案，大学教員による解説，研究協議，指導講評，講演）
を通して，国内外の動向等も踏まえ，共同の学びにつなぐ提案を
行っている。
　園長が県国公立幼稚園・こども園協会会長を務め，地域のモデ
ル園として，前記の振り返り活動における「言葉による伝え合
い」や「食育」等の幼小接続に関する取組にも力を入れている。
　さらに毎年，大学と連携して研究を行い，年度末には研究成果
を「幼児教育研究部会報告書」にまとめ，地域等に還元している。
　本園教職員が幼児教育選修をはじめ，初等教育教員養成課程の
授業を担当し，学生への実地的な指導を行っている。
　以上のように，幼児教育の振興に資する情報を提供できるよう
努めている。

○研究主題（令和３年度）

　本園は豊かな自然環境に恵まれており，園庭では 数多くの草木や
花が咲き，折々の季節を感じることができる。幼児たちは園庭で摘
んだ草や花を飾りにしてごっこ遊びに利用する等普段の遊びの中で
園庭の自然を感じながら遊ぶ様子が見られる。
　そこで，平成29～31年度にかけて自然に触れることで心が動か
され，次第に自然への関わりが増えたり，幅が広がったり，質の
高まりを見せたりする幼児の姿を願い研究を行ってきた。
　そして，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の「自然と
の関わり」において，好奇心や探究心をもって自然に主体的に関
わり，自らの生活や遊びに取り入れていく幼児の姿，その発達を
促す教師の援助や環境の構成のあり方を明らかにしてきた。
　これまでの自然環境に視点をあてた研究の成果を生かし，昨年
度より環境教育へと保育実践をさらに発展させることとして，研
究を進めている。
　子供が自ら始めた遊びの中でこうしたいと願う思いが，自らの
“遊ぶ”という行動を通して実現され，環境と主体的・応答的に関
わる経験を積み重ねることで，子供がより豊かに育つための環境教
育のあり方について，“幼児期における環境教育を探る”を研究主題
に掲げた。生活の中にある環境に主体的に関わることで探究心を芽
生えさせ，次第に環境への関わりが増えたり，質の高まりを見せた
りする幼児の姿を願い，環境教育の趣旨を踏まえた保育の実践研究
に努めていく。さらに、昨年度からの新型コロナウイルスの感染拡
大を受け，制限の多い中でも幼児にとって心地よい環境づくりや援
助が行えるよう研究を進めるとともに，将来的にSDGsへの発展と
なりうる活動を幼児の遊びや生活の中に取り入れていきたいと考え
ている。　本園では，新しい時代に対応する質の高い幼児教育の実現のた

め，幼稚園教育要領の実践と，幼小の接続を視野に入れた教育課
程の編成を継続して研究している。

○研究のあゆみ
平成元年度　　「保育の精深化」
平成２～４年度「遊びの充実を目指して」
平成５年度　　「幼児と環境について」
平成６～７年度「幼稚園カリキュラムの見直し」

が指導案を作成し保育を行ってい
る。その際，４年次生が教職実践演
習の一環で助言しながら関わってい
る。
○学生長期サポーター
　学生が長期サポーター（ボラン
ティア活動）として登録し，定期的
に学級の補助指導に入っている。教師を目指す学生には幼児や
保育実践を理解する絶好の機会となっている。
○学生短期サポーター
　運動会，園外保育，保護者研修会時の託児等に学生が短期の
ボランティアとして参加している。
○子ども図書室〔５月～２月〕
　幼児教育選修の学生が主となり本学附属図書館や本園遊戯室
で，絵本に親しむことをめあてに親子読み聞かせ等の活動を月
１回程度行っている。
○園行事への参加〔５月～３月〕
　PTA活動と連携して，園行事の充実を図る計画を立ててい
る。また，公開研究会の支援や運動会の会場・用具整備等の協
力をしている。
　以上のような教育実習や学生サポーター等については好循環
し，学生の資質・能力向上に寄与したり，教職等の目標とする
進路に結びついたりしている。

４月

５月

６月

７月

９月

10月

11月

12月

１月
２月

３月

１学期始業式　入園式　発育測定　誕生会
PTA・後援会総会　さくらんぼクラブ
健康診断　誕生会　歓迎遠足　保健指導　学級懇談会
すくすく子育てサロン　
研究保育　さくらんぼクラブ
教職大学院実習　健康診断　
研究保育　歯磨き教室
誕生会　火災避難訓練
親子ふれあいデー　園評議員会
プール遊び　さくらんぼクラブ
個人懇談会　誕生会　プール
納会　クラス連絡会　音楽鑑賞会
夕涼み会　１学期終業式　さくらんぼクラブ
２学期始業式　発育測定　教育実習　教職大学院実習
中学生職場体験　誕生会　学級懇談会
すくすく子育てサロン　　      
さくらんぼクラブ　運動会　誕生会
地震・火災避難訓練　園内清掃　公開研究会
さくらんぼクラブ　入園選考会　防犯教室　誕生会
保健指導　城山登山
誕生会　ラグビー教室　お楽しみ会　さくらんぼクラブ
もちつき大会　２学期終業式
３学期始業式　発育測定　誕生会　クラス連絡会
豆まき　創立記念お祝いの会
生活発表会　園評議員会
ＰＴＡ後期総会
幼小保護者座談会　保健指導
誕生会　さくらんぼクラブ
学級懇談会
すくすく子育てサロン
小学校見学　バスハイク
みんなありがとう会　誕生会　卒園式　修了式 

協議会公開保育

【宗像市保育所保育士幼稚園認定こども園教員等研修会の様子】

生活発表会

プール遊び

幼児期における環境教育を探る
～心地よい環境の構築を観点として～
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　令和元年度は，11月2日（土）に本園の幼児教育公開研究
会を福岡県国公立幼稚園・こども園教育研究大会と兼ねて開
催した。福岡県内の公・私立の幼稚園，保育所，全国の附属
幼稚園，小学校教員，大学教員，学生等，総数で324名の参
加があった。多くの方と共に，保育のあり方について研究・
討議ができ，熱心な研究協議が行われ，多くの示唆を得るこ
とができた。
　さらに，令和元年度全国国立大学附属学校連盟幼稚園教育
研究集会・神戸大会（７月）及び令和元年度九州地区国立大
学附属学校連盟幼稚園部会研究会・鹿児島大会（８月）にお
いても，「遊びを充実させる環境構成の工夫」について，実
践を積み上げ提案発表を行った。
　令和２年度は，コロナウイルス感染拡大防止のため，やむ
なく公開研究会を中止した。しかし，九州国公立幼稚園研究

大会において，「遊びを通して育つ『自立心』～自立心を育む
教師の援助や環境の構成～」というテーマで，紙上発表を行
う機会を得た。また，11月４日（水）には，宗像市保育所保育士，
幼稚園・認定こども園教員等研修会を開催し，若手教員の研
修の場として，公開保育・協議会を行なった。
　日常の保育についても参観・研修希望者には便宜を図るよ
うにしている。園の視察についても積極的に受け入れている
（外国人を含む）。
　前記のように，授業の１コマ等として，専門的な知識技能
の習得に加え，幼小接続の観点からも幼児期の発達の姿を学
生自ら観察や体験を通して学ぶ場にもなっている。
　また，大学教員の研究のほか，学生の卒業研究や修士論文
への研究等に協力・支援し，本園の保育への還元についても
考慮するようにしている。

○子育て支援活動
　未就園児の会（さくらんぼクラブ）を年８回実施している。
地域の方々に安全で安心な遊び場と幼児との触れ合いの場を
提供している。また，在園児の保護者と交流する機会をもっ
たり，来園者からの子育て相談を受け付けたりしている。

○地域の方との交流
　幼児と学生，地域住民の方々が触れ合いながら，制作的な
遊びや運動的な遊び等で交流する場を設けている。
　地域の方がゲスト講師
（城山等自然観察，竹馬づ
くり，走り方教室，ラグビー
教室等）を務める機会も設
けている。

○地域に開かれた幼稚園
　幼児対象の事業に幼稚園

の教材を貸し出したり，要望に応じて本学の学生の団体に遊
戯室や園庭を開放したり，地域の高校生等に園舎を一時的に
使用させたりしている。

○幼児教育への協力・連携
　本園が宗像市に位置することにより，宗像市子ども・子育
て支援事業のうち，幼児教育にかかる委員やワーキンググルー
プの委員を務める等協力し，幼児教育の振興に努めている。
　平成27年度には，公開保育と意見交流を通して，幼児教育
と小学校教育との連携・接続を考える場をもった。平成28年
度より県内の新設保育園と公開保育や意見交換等による研修
交流も行っている。
　また，福岡県国公立幼稚園・こども園協会等の役員・委員
を務め，県の幼稚園・こども園の教育研究や研修に関する推
進の一端を担ったり，研修の指導講師として本園の職員を派
遣したりしている。福津市立神興幼稚園と本園で宗像地区国
公立幼稚園協議会を運営し，両園の研究の相互交流や共同研ラグビー教室

　幼稚園の生活は，登園した時から降園するまで子供の「遊
び」や「生活」で編成されている。
　遊びの中でいろいろなことを経験し，活動しながら，様々
なことを身に付けていく。

○一日の生活の流れ
８：45　　登園する。あいさつをする。
～９：10　持ち物の整理をする。
９：20　　教師が出席と健康状態を把握する。
９：30　　自分の好きな遊びを見付けて遊ぶ。

　・幼児が自分の興味や関心にそって，遊びを見付
　け，友達と楽しく遊ぶ。

10：30　　片付けをする。
10：45　　クラス全体で活動する。

　・クラスでの集まりをする。
　・クラスの友達と一緒にめあてをもって取り組
む。その時期に必要な経験や活動に取り組む。

11：40　　弁当の準備をする。 
12：00　　弁当を食べる。
13：00　　絵本を見たり，お話を聞いたり，お話したりする。
13：15　　降園の準備をする。
13：30　　降園する。

○園庭開放
　降園後，園庭開放を週に４回程度実施している。
・月・火・木・金曜日の13：30～14：45の１時間程度
・安全安心な遊び場を提供するとともに，親と子の交流の
場にしている。

　本園正門前に警備員を配置するとともに，正門及び大学グ
ラウンド側の門には監視カメラを設置している。送迎につい
ては，幼児の安全を確保するため，責任をもって送迎する者
を送迎者一覧に登録して名札の着用を義務づけている。
　年に各１回，交通安全教室，防犯教室を実施し，危険から
身を守るため，警察署の方を招いて幼児向けの実践と講話を
してもらっている。災害については，年２回避難訓練を実施

しており，地震，火災それぞれに対応した避難の仕方を訓練
するとともに，消防署の方の指導により保護者対象の救急救
命の講習会を開いている。また，地震避難訓練では，幼児の
保護者への引き渡し訓練，並びに，緊急避難時の配備として
水，食料を備蓄している。
　本園では，保護者や職員に向けた緊急時の連絡に，メール
の一斉配信システムを利用している。
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幼 稚園の一日



昭和46年４月１日
昭和46年８月19日
昭和47年１月25日
昭和47年２月25日
昭和47年４月１日

昭和47年４月10日
昭和48年４月10日
昭和49年３月16日
昭和50年３月20日
昭和57年２月25日
昭和59年３月
平成４年２月25日
平成11年６月30日
平成14年２月16日

平成15年１月７日
平成16年４月１日
平成24年２月17日
平成25年４月～
平成25年11月

平成29年２月

令和３年４月１日
令和４年２月

福岡教育大学附属幼稚園設置
福岡教育大学附属幼稚園着工
福岡教育大学附属幼稚園竣工
第１回入園式挙行（３歳児１学級）
福岡教育大学教育学部附属幼稚園に名
称変更
２学級となる（３・４歳児各１学級）
３学級となる（３・４・５歳児各１学級）
第１回卒園式挙行
幼児プールの完成
創立10周年記念式典挙行
保育実験実習室の増築
創立20周年記念式典挙行
太陽光発電設備導入
創立30周年記念式典挙行　
園歌制定
園章制定
福岡教育大学附属幼稚園に名称変更
創立40周年記念式典挙行
管理棟・プール新築工事，保育棟改修工事
園舎改修工事等終了
完成式典挙行
創立45周年記念お祝いの会生活発表会
開催
幼稚園ホームページ開設
創立50周年記念お祝いの会生活発表会
開催予定

　本園において，卒園時に１年以上在籍していた幼児は，本
学附属小学校の応募資格を満たすとともに，第一次選考で選
出された場合，第二次選考は免除される。

附属小学校への入学

沿　革

○募集について
　附属幼稚園正門に公示するとともに，ホームページに公開
する。

○応募資格
　下記のすべての条件を満たす者。
⑴３年保育（３歳児）
　２年保育（４歳児）
⑵通園範囲及び通園時間の制限は特に定めないが，園生活を
無理なく過ごせる幼児　
⑶保護者と同居し，保護者の責任において送迎できる幼児

入試情報

究，園児・保護者の交流等を行っている。
　平成30年度に本園が主幹園となり，九州地区附属学校連盟
幼稚園部会研究会を開催し，九州地区国立大学附属幼稚園６
園48名の園長・教諭らが参加した。研究発表と協議，年齢別
協議，部会別協議を通して，幼児教育の推進に関る活発な討
論が展開された。さらに，本学幼児教育講座教授による講話
「子ども・絵本・おとな」をカフェ形式で実施した。この講
話は宗像地区国公立幼稚園協議会の研修会に位置づけ，福津
市立神興幼稚園教職員５名も参加した。参加者から「有意義
で充実した研修となった」「絵本について考えるきっかけに
なった」等の声が多数聞かれた。
　平成30年８月の全国附属学校連盟養護教諭部会研究集会和
歌山大会において，本園養護教諭が幼小接続を考慮し，家庭，
小学校，大学と連携した食育に関する実践を発表した。さら
には，国内外の教育関係者による視察研修を受け入れている。

○地域の子ども関係団体との情報交流
　宗像市教育子ども部子ども育成課や子育てサークル，発達
支援機関等と必要な情報を提供し合っている。
　宗像市の保育園幼稚園こども園小学校義務教育学校等連絡
会への定例参加を始め，令和２年度に行った宗像市保育所保
育士幼稚園認定こども園教員等研修会は，今年度新たに小学
校教員を含めた公開保育・協議会を行う予定にしている。

座談会

　保育参観，学級懇談会，クラス連絡会，個人懇談会，すく
すく子育てサロン等の場をもち，本園教育についての理解を
図るとともに，毎日の送迎時のやり取りの中から保護者の園
に対する願いなど声を聞き，運営に生かすようにしている。
その他，園行事や幼児教育公開研究会時にアンケート等で意
見を聴取し参考にしている。
　また，学校評議員に本園の運営や教育活動について評価を
求め，園の経営に生かしている。評価結果については，本園
の教育活動が良好に行われていることに理解を示し，今後
も，幼児が登園を楽しみにするような充実した保育を望んで
いることが示されている。

＜すくすく子育てサロン＞
　学期に１回，クラスの保護者と養護教諭が行う懇話会。子
供の成長期における様々な課題に対して，お互いに思いや願
いを話し合ったり，子供に関する心配事や悩みを相談したり
しながら，保護者と園とが連携し，子供の健やかな成長・発
達を願い子育てを楽しみながら，穏やかに育てていこうとい
う趣旨で行っている。
　具体的には，次のような内容を中心に進めている。
・養護教諭の専門性を生かしながら，子供の生活を通して，
望ましい生活習慣の指導と助言に努める。
・子供への接し方についての親子関係づくり，家庭と園との
連携等について共通に理解する。
・大学教員などの協力による子育てへの助言等，大学附属園
の特質を生かしながら保護者の子育てを支援する。

＜幼小保護者座談会＞
　幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続について，卒園
生の保護者を迎え，年長組の保護者が進学への心配や不安を
和らげられるよう座談会を
行っている。幼稚園職員も
交え感想や意見等を聞き，
年長児の保育の参考にする
とともに，今後の本園の教
育や研究に役立てるように
している。
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児童数

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 特別支援
学級

帰国子女
学級 合　計

附属福岡小学校
学級数 2

70
2
70
2
70
6
210

2
71
2
70
2
70
6
211

2
71
2
70
2
71
6
212

2
70
2
72
2
70
6
212

2
71
2
71
2
70
6
212

2
72
2
67
2
71
6
210

3
14
－
－
－
－
3
14

3
8
－
－
－
－
3
8

18
447
12
420
12
422
42
1,289

児童数

附属小倉小学校
学級数
児童数

附属久留米小学校
学級数
児童数

合　計
学級数
児童数

生徒数

１学年 ２学年 ３学年 特別支援
学級 合　計

附属福岡中学校
学級数 3

120
3
120
3
120
9
360

3
121
3
120
3
118
9
359

3
121
3
119
3
118
9
358

3
14
－
－
－
－
3
14

12
376
9
359
9
356
30
1,091

生徒数

附属小倉中学校
学級数
生徒数

附属久留米中学校
学級数
生徒数

合　計
学級数
生徒数

幼児数
3歳児 4歳児 5歳児 合　計

附属幼稚園 幼児数 12 14 17 43

教職員数
校長
園長

副校長
副園長 教頭 教諭 養護

教諭
栄養
教諭

長期
研修員 講師 小計 事務

職員
技術
職員

技能職員
労務職員 計

附属福岡小学校
附属福岡中学校
附属小倉小学校
附属小倉中学校
附属久留米小学校
附属久留米中学校
附属幼稚園

計

1
1
1
1
1
1
1
7

1
－
1
－
1
－
－
3

1
1
1
1
1
1
－
6

－
－
1
1
－
－
－
2

主幹
教諭
1
1
2
1
1
1
1
8

5
5
4
4
5
4
－
27

3
3
2
5
2
4
3
22

35
30
25
27
26
26
9
178

5

5

5

1
16

79

63

62

10
214

2

2

2

－
6

8

5

4

－
17

22
18
12
13
14
14
3
96

1
1
1
1
1
1
1
7

※小・中学校の校長は併任のため，各地区の計の欄は校長を１名としている。
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幼児・児童・生徒数ならびに教職員数（令和３年5月 1日現在）幼児・児童・生徒数ならびに教職員数（令和３年5月 1日現在）



学長

理事・副学長（企画･教育研究･附属学校・教育組織・カリキュラム担当） 　　

附属学校部長

附属学校課　Attached Schools Department

附属学校課長

附属学校
　附属福岡小学校
    Fukuoka Primary School

校 長
副 校 長

　附属小倉小学校
    Kokura Primary School

校 長
副 校 長

　附属久留米小学校
    Kurume Primary School

校 長
副 校 長

　附属福岡中学校
    Fukuoka Junior High School

校 長
副 校 長

　附属小倉中学校
    Kokura Junior High School

校 長
副 校 長

　附属久留米中学校
    Kurume Junior High School

校 長
副 校 長

　附属幼稚園
    Kindergarten

園 長
教 　 頭

事務組織・校園名 所在地 電話番号 メールアドレス

附属学校課 〒811-4192
福岡県宗像市赤間文教町1－1

TEL 0940-35-1261
FAX 0940-35-1700

fzksemon
@fukuoka-edu.ac.jp

附属福岡小学校 〒810-0061
福岡県福岡市中央区西公園12－1

TEL 092-741-4731（代表）
FAX 092-722-2553

fukuocho
@fukuoka-edu.ac.jp

附属小倉小学校 〒802-0023
福岡県北九州市小倉北区下富野3－13－1

TEL 093-531-1434（代表）
FAX 093-531-6694

kokurcho
@fukuoka-edu.ac.jp

附属久留米小学校 〒830-0051
福岡県久留米市南1－3－1

TEL 0942-32-4401（代表）
FAX 0942-35-4322

kurumcho
@fukuoka-edu.ac.jp

附属福岡中学校 〒810-0061
福岡県福岡市中央区西公園12－1

TEL 092-771-8381（代表）
FAX 092-732-1147

fukuosen
@fukuoka-edu.ac.jp

附属小倉中学校 〒802-0023
福岡県北九州市小倉北区下富野3－12－1

TEL 093-541-8620（代表）
FAX 093-541-1250

kuracyu
@fukuoka-edu.ac.jp

附属久留米中学校 〒830-0051
福岡県久留米市南1－3－1

TEL 0942-32-4488（代表）
FAX 0942-31-1035

kurumcho
@fukuoka-edu.ac.jp

附属幼稚園 〒811-4192
福岡県宗像市赤間文教町1－30

TEL 0940-35-1262
FAX 0940-35-1742

youchien
@fukuoka-edu.ac.jp

飯　田　慎　司   IIDA　Shinji

相　部　保　美   AIBE　Yasumi

石　丸　哲　史   ISHIMARU　Tetsuji

城　戸　啓　介   KIDO　Keisuke

相　澤　宏　充   AIZAWA　Hiromitsu
平　川　洋　一   HIRAKAWA　Yoichi
片　平　誠　人   KATAHIRA　Makoto
松　本　秀　樹   MATSUMOTO　Hideki
大　内　　　毅   OUCHI　Takeshi
後　藤　重　治　GOTO　Shigeharu
相　澤　宏　充   AIZAWA　Hiromitsu
山　邉　孝　之   YAMABE　Takayuki
片　平　誠　人   KATAHIRA　Makoto
舟　津　　　琴　FUNATSU　Koto
大　内　　　毅   OUCHI　Takeshi
中　島　賢　二   NAKASHIMA　Kenji
井　手　正　弘   IDE　Masahiro
福　井　寿　子   FUKUI　Hisako
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役　職　者（令和３年度）役　職　者（令和３年度）

所在地・連絡先所在地・連絡先



附属幼稚園

附属福岡小・中学校

JR久留米高校前駅
Kurume Koko Mae Sta.

至博多
To Hakata

至福岡（天神）

JR久留米駅

西鉄久留米駅

西鉄花畑駅

配　置　図

西公園

昭和通り
福岡市立当仁小

大濠公園

JR博多駅Showa St.

Ohori Park

福岡都市高速 Fukuoka Urban Expressway

Hakata Sta.

大博通り
Taihaku St.

Nishi Park

西公園出入口
Nishi Park

至小倉
To  Kokura

至久留米
To  Kurume

地下鉄唐人町駅
Fukuoka City Subway 
Tojinmachi Sta.

地下鉄大濠公園駅
Fukuoka City Subway 
Ohorikoen Sta.

Fukuoka Shiritsu
Tonin Elementary
School

至博多 JR小倉駅

モノレール
至門司

To
Hakata

Kokura Sta.

平和通駅
Heiwadori Sta.

旦過駅
Tanga Sta.

砂津川
Sunatsu River

To Moji

富野出入口
Tomino

Kitakyushu Urban Expressway足立出入口
Adachi

北九州都市高速4号線

キウィ棚

正　門 桜　道

とんねる山

掲揚台

ロープウェイ

プール

園
長
室
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特別支援学級
教棟

Special Needs
Education Building

位　置　図位　置　図



附属久留米小・中学校

附属小倉小・中学校

円形
さるわたり

きりかぶ山

ブランコ

遊戯室 保育室 保育室 保育室
倉庫図書

玄関

中庭

築山

職員室
（保健室）

多
目
的
室

ト
イ
レ

ト
イ
レ

砂
場

砂
場

倉
庫

倉
庫

ア
ト
リ
エ

すべり台

400
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プール付属家
武道場

テニスコート・
バレーコート
Tennis Courts
Volleyball Court

プール付属家

Learning
Square

プール
付属家

家庭科教棟

Multipurpose
Building

Administration/
Lecture Building

管理部・一般教棟

Multipurpose
Building

Multipurpose Building

Multipurpose
Building



福岡教育大学附属学校園概要
令和３年度版
編集・発行  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
国立大学法人福岡教育大学 附属学校課
〒811－4192　福岡県宗像市赤間文教町1－1
℡（0940）35－1261
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
福岡教育大学ホームページにも，各附属学校の
紹介が掲載されています。
ぜひご覧ください。
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/faculty/affiliated_school/about
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