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生徒意見発表 

～今が創る未来～ 
 

下関北高校will････ 
 
 
 
豊北高校○○ing  
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豊北高校は、来年４月から、下関北高校とし
て新入生を迎え、新しい一歩を 
踏み出します。 
母校の大きな転換期に、 
この学校で学ぶ生徒として、 
これから何をすべきなのか、 
一緒に考えていきたいと思います。 

    

 

 

 

山口県立 

下関北高等学校 
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今年の文化祭。３年生の先輩方は、そのテーマとして、「豊北 ～ｔｉｅ ｔｈｅ ｅ
ｍｏｔｉｏｎｎ」を掲げ、豊北高校としての最後の文化祭に、多くの人の気持ちをつな
ぎ、北高の伝統・校風を新しい高校につなぎたいという思いを込めました。 
それでは、新しい高校に受け継いでいく北高の伝統・校風とは何なのでしょうか。 
 





北高文化祭名物ファッションショーです。３年の先輩方、輝いています。 
 





先輩の姿を見て、２年生もがんばりました。しかし、今、見ると2年生の二人。いったい、何を表現したかった
のか、さっぱりわかりません。 
 



おもしろムービー！ 

ハンバーグ！ 

クラス劇！ 

ニーブラ！ 



一人ひとりの個性が輝いています。豊北高校は声や手が届く大きさの学校なので、同じクラス、学年はもちろん、
部活動や行事を通して、学年を超えてみんなが知りあえる仲の良い学校です。そんな温かさがあるから、このよう
に自分らしさを安心して発揮できるのだと思います。 
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体育祭で感じたのは、一生懸命さです。 
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応援練習では団結力・一体感も感じました。 
これらも下関北高校に引き継いでいきたい校風です。 
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全校生徒で肩を
組み、背を反ら
せて歌った校歌。 

私は、豊北高校を果物に例えるなら、「ぶどう」のような学校だと思います。 
ぶどうの一粒一粒のように、一人ひとりの心はまんまるで、穏やかで、みずみずしくて、 
ぶどうの一房にように、みんながひっついていて、仲間として、つながっていて、孤立した
生徒もいない。この学校だからこそ、高まる一人ひとりの存在感。 
そんな北高の校風を下関北高校にも、つないでいかなければならないと思います。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

  進取 
至誠 

    貢献 ところで、下関北高校は、どのような学校になるのでしょうか。 
新しい取組もはじまります。 
下関北高校は、めざす学校の姿として、「地域と連携・協働する教育活動の
推進により、郷土への愛着と誇りを育み、未来社会に対応できる実践力を培
う学校」を掲げています。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

  進取 
至誠 

    貢献 
○夢や希望をもって未来を切り拓く、 
           確かな学力を備えた人材 

育てたい 

生徒の姿 

そして、育てたい生徒の姿の一番目に「夢や希望をもって、未
来を切り拓く、確かな学力を備えた人材」をあげています。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

  進取 
至誠 

    貢献 
○夢や希望をもって未来を切り拓く、 
           確かな学力を備えた人材 

育てたい 

生徒の姿 

 
 
 

１年  
 
 

２年  
 
 

３年 

                小論文・面接、受験科目など 徹底した個別指導 

徹底的に進路研究 

              課外授業（早朝・放課後）  全校体制で実施 

■学校見学、進路講演会 
■各種ガイダンス 

学習習慣の定着 ■毎日１０分間の学習を実施 ■キャリア支援室・自習室の設置 など 
 

            予備校自習体験・夏休み学習会 体験型進路学習 

これまでも毎朝の１０分間の学習や、自習室での自学自習 
進路講演会や様々なガイダンス、課外授業、先生と生徒が
マンツーマンで小論文・面接指導を行う個別指導、予備校
自習体験などを行っていますが、 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

  進取 
至誠 

    貢献 
○夢や希望をもって未来を切り拓く、 
           確かな学力を備えた人材 

育てたい 

生徒の姿 

 
 
 

１年  
 
 

２年  
 
 

３年 

                小論文・面接、受験科目など 徹底した個別指導 

徹底的に進路研究 

              課外授業（早朝・放課後）  全校体制で実施 

■学校見学、進路講演会 
■各種ガイダンス 

学習習慣の定着 ■毎日１０分間の学習を実施 ■キャリア支援室・自習室の設置 など 
 

            予備校自習体験・夏休み学習会 体験型進路学習 

○英語・数学は 
      習熟度別授業 

○希望進路や受験方法に応じた２コース 
   
 

短大・専門学校・就職コース 

大学進学コース 

新高校では、１年では、英語・数学の習熟度授業 
２年からは、２つのコースに分かれて、より希望進路や受
験方法に応じて学習できる仕組みになります。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

豊北高校では、新しい学校づくりは、１期生が入学する来
年からはじまるのではなく、今年からはじまるんだという
気持ちで、新高校で実施する活動のうち、今年度からでき
ることは、どんどん行ってきました。 
 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

ウォークフェスタ 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

例えば、本校の伝統的な行事として、行っている「ウォークフェス
タ」は、学年単位で豊北の豊かな自然を感じ、仲間の絆を育むもので、
郷土への愛着と誇り、地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人
材にもつながります。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

「瓦そば」の調理実習 
     協力：株式会社たかせ 

２９．１０．２１山口新聞 

地元の魚で魚料理 
     協力：豊北地区魚食普及推進協議会 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域の方を講師としてお招きして実施する瓦そばや地元の魚を使った
調理実習、 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

校内自生の植物で調理実習 

ちょっとした工夫で、心豊かな生活を実感 

家庭科の授業では、学校内に自生しているいろいろな植物を食材にし
て調理実習を行っています。 
これも、町の高校ではできない、ふるさとの自然を実感する取組であ
り、ちょっとした工夫で、心豊かな生活を実感できる本校ならではの
取組です。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

俳句出前授業・俳句相撲 

協力：菊舎顕彰会 
 女流俳人田上菊舎出身地 

国語の授業では、校内で風景を素材に俳句をつくり、実際に俳句相撲
を行いました。 
優秀作品を本番の俳句相撲に出したところ、高い評価を得ることもで
きました。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

 粟野川 ホタル鑑賞会 

場所：粟野川支流 太田川 出会の橋 
主催：北高夢ロード実行委員会 
指導：藤岡達雄氏  
  （夢ロード会員・つのしま自然館） 

国家のすぐ近くでもホタルが見られる。これもこの地域のよさです。
そんな自然が実感できるのが、ホタル鑑賞会。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

ビーチクリーン、マリンスポーツ等でふるさとの海の魅力を実感 
 ～豊北高校生とライフセーバーがコラボ！inホテル西長門リゾート～ 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

先日は、３年生の先輩が、ホテル西長門リゾートの海岸で、海岸清掃や
海藻を肥料とする有機農業を体験しました。 
残念ながら、波が高かったので、マリンスポーツの代わりにセグウェイ
を体験したそうです。 
この企画は、コバルトブルーというライフセイビング活動や地域貢献活
動を行っているグループの人たちが、豊北高校の取組を知って、協力し
たいと提案してきてくれたそうです。 
地域を元気にしたいという同じ志をもった方々がどんどん集まってきて
います。その中心に下関北高校がある。そんな学校にしたいですね。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

       園児と一緒におやつ作り 
  ～豊北きらきらこども園でリトルティーチャー～ 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

人とのつながりといえば、こども園の園児さんとの交流も本校の伝統
です。小さな子供って、かわいいですね。先輩方も、本当に優しそう
な笑顔です。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

       小学校陸上競技指導 
  ～滝部小学校でリトルティーチャー～ 

９月２６日（火）yab山口朝日放送 Ｊチャンやまぐち ９月２６日（火）山口新聞 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

小学校とは、３年生が陸上競技の指導を通した交流も行いました。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

       小学校陸上競技指導 
  ～滝部小学校でリトルティーチャー～ 

９月２６日（火）yab山口朝日放送 Ｊチャンやまぐち ９月２６日（火）山口新聞 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

ただ、先生方が「アキラ１００％」の物まねで自己紹介をしたとき、
児童は、固まっていたそうです。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

       小学校陸上競技指導 
  ～滝部小学校でリトルティーチャー～ 

９月１５日（金）

毎日新聞 

山口新聞 

後日、小学生からお礼のメッセージが添えられた素敵なプレゼントが
届きました。 
また、全国高校総文百人一首大会の県代表である２年の石田さんに、
小学生がかるたの指導を受けにくるという交流もありました。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 
○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

 白滝荘 介護実習体験(年間10回） 

９月９日（火） 

情報維新！やまぐち（ＮＨＫ山口放送局）Ｊチャンやまぐち（yab山口朝日放送

） 

９月２６日（火）山口新聞 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

３年生の授業の中には、特別養護老人ホーム「白滝荘」で実施する介
護実習もあります。教室の授業だけでは学ぶことができない多くのこ
とを、生徒は実習を通じて習得しています。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 ボランティア研究会の活動 

長門やきとり祭  
豊北夏祭り 
薬物乱用防止キャンペーン 
介護福祉施設清掃 

８月５日（土）山口新聞 

３つ目の「主体性をもって多様な人々と協働して学び、地域の活性化
や課題解決に貢献する人材」に向けては 
これまで、豊北高校は、ボランティア研究会を中心に、様々な地域の
活性化や貢献活動を行ってきました。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

はまゆう園 大運動会 
知的障害者生活支援施設 

知的障害者生活支援施設「はまゆう園」の運動会では、吹奏楽部も参
加し、 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

交通安全キャンペーン 
 （今年度26年継続） 

９月２７日（水）山口新聞 

家庭クラブ、交通委員・風紀委員が実施する交通安全キャンペーンは､
２６年間も続いています。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

野球部ボランティア（梨の選果作業・滝部夏の夜市） 

８月２５日（金）読売新聞 

今年は、野球部のみなさんが、応援してくださる地域の方への恩返し
の気持ちも込めて、梨の選果作業ボランティアや夏の夜市のボラン
ティアを行いました。子供以上に盛り上がっています。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

地域の若手経営者と語る 
    地域の未来・私たちの未来 

若手経営者との交流会 

７月１３日（木）山口新聞 

７月１３日（木）朝日新聞 

□テーマ：若手経営者の現状とこれからの課題 

 ・地元に事業所を置いた理由、 

        メリット・デメリット 

 ・自分が思う地元下関市（豊北・豊浦地域）とは 

 ・若手経営者から高校生へのアドバイスなど 

今年初めて、この豊北で会社を経営し、地域の活性化に取り組んでい
る若手経営者の方をお招きしてパネルディスカッションを行いました。 
「社長になると好きな時間にゴルフに行けます」とふざけてお話しし
ていた方が、「都会に出て行った同級生が、いつでも戻ってこられる
よう、ふるさとでも生活できるんだとわかってもらえるよう、頑張っ
ている」と真剣にお話しされていた姿が印象に残っています。 
また、パネリストとしてお話しされた方が、実際に夏祭りで活躍して
いる姿を見ることができたことも、とてもよかったと思います。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

通学のまちよみがえり～バック・ツー・ザ・フューチャー～ 

滝部と川棚で“ブラタモリ” 

８月２５日（金） 

朝日新聞 

※協力・同行： 
九州大学 藤原研究室 
（住民参加型まちづくりの企画提案） 

夏休みには、本校の同窓生等有志の方で構成される北高夢ロード実行
委員会の主催で、九州大学の先生をコーディネーターとして、まちあ
るきを行い、その後、地域の活性化について意見交換を行いました。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

世界史特別授業 

大英帝国、文明開化、ブラントン、そして角島灯台 

１１月１０日（金）山口新聞 

※協力 
つのしま自然館 
 藤岡達雄 
  自然解説員 

大英帝国から角島灯台を考え、また角島灯台から世界をみる１年生の
世界史の授業では、地域の観光ＰＲについても考えました。 
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めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の
推進により郷土への愛着と誇りを
育み、未来社会に対応できる実践
力を培う学校 
 
 

 

育てたい 

生徒の姿 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を 
  備えた人材 
○郷土への愛着と誇りをもち、地域や人とのつなが 
    りを大切にする心豊かな人材 
○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 
 
 
 

 

この写真をご覧ください。生徒数が多かった頃の北高生の通学の様子
です。駅から生徒たちが鈴なりになって登校しています。 

では、そもそも、豊北高校・下関北
高校は、なぜ、このような取組を行
わなければならないのでしょうか。 
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人口減少・人口流出       元気がなくなる地域 

現状 
課題 

日本全国 

山口県 

下関市 

豊北 

めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の
推進により郷土への愛着と誇りを
育み、未来社会に対応できる実践
力を培う学校 
 
 

 

育てたい 

生徒の姿 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を 
  備えた人材 
○郷土への愛着と誇りをもち、地域や人とのつなが 
    りを大切にする心豊かな人材 
○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 
 
 
 

 

今、少子高齢化とともに、人口減少、特に若者世代の人口流出が大きな課題となっています。 
住む人が少なくなれば、消費が減り、地域の産業が衰退し、人口の流出が進む悪循環が生じてきます。 
こうして、地域の元気がどんどんなくなってきています。これらの課題が急速におこっているのが、この豊北町
なのです。 
そして、これらの課題は、豊北町に限ったものではなく、一見賑やかにみえる下関市や、山口県の課題でもあり。 
一部の都市をのぞき、日本全国で起こっている課題でもあります。 
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人口減少・人口流出       元気がなくなる地域 

現状 
課題 

日本全国 

山口県 

下関市 

豊北 

めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の
推進により郷土への愛着と誇りを
育み、未来社会に対応できる実践
力を培う学校 
 
 

 

育てたい 

生徒の姿 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を 
  備えた人材 
○郷土への愛着と誇りをもち、地域や人とのつなが 
    りを大切にする心豊かな人材 
○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 
 
 
 

 
人口減少が急速に進む時代・地域にある 

豊北高校・下関北高校の 

役割・使命（ミッション） 
・地域社会の維持･発展に貢献できる人材の育成 
・高校生ができる地域貢献による地域の活性化 
・高校存続による地域社会の維持 

人口減少・人口流出が急速に進む時代・地域に豊北高校があり、下関北高校は誕生します。 
 だからこそ、そんな学校、そこで学ぶ私たちには、役割、使命、期待があります。 
その使命とは、地域社会の維持・発展に貢献できる人材を育てることであり、貢献できる人材になること 
高校生ができる地域貢献活動を行い、地域を活性化すること 
そして、高校がなくなれば、子育て世代の若者がこの街に住まなくなり、人口流出が一層進むことから、私たち
の高校を守ることです。 
こうした環境の中で積み重ねる私たちの経験は、必ず、私たち自身の将来に生きてくる。これは同時にチャンス
でもあります。 
では、私たちは、この学校でどんな経験を積み、何をしなければならないのでしょうか。 



めざす 

学校像  

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○夢や希望をもって未来を切り拓く、確かな学力を備えた人材 
育てたい 

生徒の姿 

郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

地域と連携・協働する教育活動の推進により、 

 郷土への愛着と誇りを育み、 

 

○郷土への愛着と誇りをもち、 
  地域や人とのつながりを大切にする心豊かな人材 

未来社会に対応できる実践力を培う学校 未来社会に対応できる実践力を培う学校 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

○主体性をもって多様な人々と協働して学び、 
      地域の活性化や課題解決に貢献する人材 
 

豊北地区まちづくり協議会 ワークショップ 

 ないものねだりよりあるもの探し 

９月２５日（金）山口新聞 

こうした中、これまで紹介したような豊北高校の活動を見た地域の方
から、次のまちづくりの中心となる若者の声を聞きたいとご招待され、
参加したのが、まちづくり協議会が開催したワークショップです。 



 

40 この写真は、ワークショップで考え、発表した街の活性化のためのプ
ランです。 



テーマ：ないもの探しより“あるもの探し” 

ホテル西長門リゾート 
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ゾートなら、シーズンオフのマリンスポーツやナイトプー
ルなどを充実するシーズンオフの活性化プロジェクト。 
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滝部温泉を復活させ、温泉卵をつくったり、足
湯をつくって、地域の方の憩いの場とするプラ
ン。魚や動物とふれあう場をつくったり、北高
生が考えた商品を販売したりして、道の駅のエ
ネルギーを地域のエネルギーにするプロジェク
ト などを提案しました。 
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こども園 

北高生の元気を発信 

豊北高校 

下関北高校 
普通科だけど 

いろいろな経験が 

できる魅力ある学校 

小学校 

生徒の数を増やす 

中学校 

よみがえれ！通学の街プロジェクト 

ないもの探しより、あるもの探し。一番、大事なあるものを忘れていませんか。そうです。豊北高校です。そし
て、この地に下関北高校という新しい高校が開校するということです。 
高校の近くには、こども園、小学校、中学校もあります。高校が、これらの学校や施設と連携して、いろいろな
経験ができる魅力ある高校になり、北高生の元気を地域に発信し、生徒の数を増やすこと私たちは、これを「よ
みがえれ！通学の街プロジェクト」と名付けました。生徒の数が増えれば、ほかにもいろいろなことにチャレン
ジできます。来年の春、下関北高校１期生という新しい仲間の新しいエネルギーを得て、いろいろな事にチャレ
ンジして、魅力ある高校を作っていきましょう。 



私たちに今すぐできること 

高校生の元気な姿を地域に届けましょう！ 
 

 
「先週のある夕刻、北高の女生徒さんがひとり、笹尾商店に

立ち寄り、しばらく本を読んで帰りがけに、９２歳の叔母が、「

よく来たね。これを持ってお帰り」と駄菓子を持たせたそうです。

翌日、またその子が立ち寄って、 

「昨日はありがとうございました」 

とわざわざお礼だけ言って帰った 

とのこと。・・・ 

商品は売れなくても、 

こうしたやりとりが嬉しいのでしょう。（地域の方からのメール） 
そして、私たちが今すぐできること。これは、先日、地域の方が学校に送ってくださったメールの一部です。 
北高夢ロード実行委員会が笹尾商店に設置しているアートの本棚に立ち寄った本校の女子生徒と９２歳のおばあ
ちゃんのふれあいの様子です。私たちの元気な姿を地域に届けましょう。 
子供の姿が見えなくなって、寂しいという声をよく聞きます。 



私たちに今すぐできること 

高校生の元気な姿を地域に届けましょう！ 
 

 
「先週のある夕刻、北高の女生徒さんがひとり、笹尾商店に

立ち寄り、しばらく本を読んで帰りがけに、９２歳の叔母が、「

よく来たね。これを持ってお帰り」と駄菓子を持たせたそうです。

翌日、またその子が立ち寄って、 

「昨日はありがとうございました」 

とわざわざお礼だけ言って帰った 

とのこと。・・・ 

 

商品は売れなくても、こうしたやりとりが嬉しいのでしょう。 

（地域の方からのメール） 

夢が丘中学校の運動会 

片付けを手伝う北高生 

粟野小学校アートフェスタ 
小学生の絵画にコメント 

出身の小学校・中学校の行事、地域の行事に顔を出しましょう。
お手伝いをしましょう。 

出身の小学校・中学校の行事や地域の行事に、この学校で仲良くなった、いろいろな学校から来ている友達を誘
い合って、参加することも、高校生の元気を届け、北高の魅力を伝えることになるのではないでしょうか。 
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「この学校があって、よかった」 
     と言ってもらえるために・・・・・ 

「未来は、今、 
今、がんばらないと未来は来ない」 

「未来は、今、 
今、がんばらないと未来は来ない」 

私たち一人ひとりが、少しだけ意識を高め、今、がんばることが、私たち、学校、地域の未来を作っていくのだ
と思います。 
「未来は、いつも、今作られる」ことを意識して、今いる豊北高校の生徒で、素晴らしい学校をつくり、４月に
新しい仲間を迎え、さらに新しい学校づくりに取り組んでいきましょう。 


