
 

 

 

 

 

県立高等学校改革計画と 
県立高等学校の現状及び課題 

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日    

学校教育審議会資料学校教育審議会資料学校教育審議会資料学校教育審議会資料    
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平成平成平成平成２８２８２８２８年度県立高等学校年度県立高等学校年度県立高等学校年度県立高等学校のののの配置状況配置状況配置状況配置状況    

○県立高等学校 ８９校 （独立校） 

    

県立高等学校の配置状況 

課程別学校数課程別学校数課程別学校数課程別学校数    学科別学校数学科別学校数学科別学校数学科別学校数    

全日制課程全日制課程全日制課程全日制課程    

本校本校本校本校    ８４８４８４８４校校校校    

分校分校分校分校        ５５５５校校校校    

    普通科普通科普通科普通科                                ５２５２５２５２校校校校    

    普通普通普通普通系専門学科系専門学科系専門学科系専門学科    １４１４１４１４校校校校    

理数科理数科理数科理数科4444校校校校､､､､英語科英語科英語科英語科2222校校校校    

文理科文理科文理科文理科3333校校校校､､､､国際文化科国際文化科国際文化科国際文化科1111校校校校    

体育科体育科体育科体育科1111校校校校､､､､美術科美術科美術科美術科1111校校校校    

国際科学科国際科学科国際科学科国際科学科1111校校校校    

国際国際国際国際･ｽﾎﾟｰﾂ･ｽﾎﾟｰﾂ･ｽﾎﾟｰﾂ･ｽﾎﾟｰﾂ科科科科1111校校校校    

    職業職業職業職業系専門学科系専門学科系専門学科系専門学科    ３３３３７７７７校校校校    

農業科農業科農業科農業科    ８８８８校校校校    

水産科水産科水産科水産科    １１１１校校校校    

工業科工業科工業科工業科    １２１２１２１２校校校校    

商業科商業科商業科商業科    １５１５１５１５校校校校    

家庭科家庭科家庭科家庭科    １１１１校校校校    

    総合総合総合総合学科学科学科学科                            ９９９９校校校校    

定時制課程定時制課程定時制課程定時制課程    

独立校独立校独立校独立校    ５５５５校校校校    

併置校併置校併置校併置校    ２２２２校校校校    

    普通科普通科普通科普通科                                    ６６６６校校校校    

    職業職業職業職業系専門学科系専門学科系専門学科系専門学科            １１１１校校校校                工業科工業科工業科工業科                                    １１１１校校校校    

通信制課程通信制課程通信制課程通信制課程                                １１１１校校校校            普通科普通科普通科普通科                                １１１１校校校校        

    ※※※※学学学学校数校数校数校数はははは延延延延べべべべ数数数数でででで、、、、生徒募集生徒募集生徒募集生徒募集のあるのあるのあるのある学校学校学校学校のみのみのみのみ計上計上計上計上。。。。    2 



 

 

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの改革計画策定改革計画策定改革計画策定改革計画策定のののの経緯経緯経緯経緯    

中学校卒業者数中学校卒業者数中学校卒業者数中学校卒業者数のののの減少減少減少減少、、、、社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化    

 

福島県学校教育審議会福島県学校教育審議会福島県学校教育審議会福島県学校教育審議会（（（（平成平成平成平成５５５５年年年年６６６６月答申月答申月答申月答申））））    

「生徒減少期における高等学校教育の在り方について」 

福島県学校教育審議会福島県学校教育審議会福島県学校教育審議会福島県学校教育審議会（（（（平成平成平成平成５５５５年年年年６６６６月答申月答申月答申月答申））））    

「生徒減少期における高等学校教育の在り方について」 

県立高等学校改革計画の策定 

平成平成平成平成９９９９年年年年６６６６月月月月    

第一次第一次第一次第一次まとめまとめまとめまとめ 

平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年３３３３月月月月    

第二次第二次第二次第二次まとめまとめまとめまとめ    

 

（県立高等学校改革計画策定の検討） 

    高校教育改革高校教育改革高校教育改革高校教育改革懇談会懇談会懇談会懇談会（（（（平成平成平成平成９９９９年年年年３３３３月月月月～～～～１１１１１１１１年年年年２２２２月月月月））））     
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県立高等学校改革計画の概要 １ 



 

 

県立高等学校改革一次県立高等学校改革一次県立高等学校改革一次県立高等学校改革一次まとめまとめまとめまとめ    

一次一次一次一次まとめまとめまとめまとめ（（（（平成平成平成平成９９９９年年年年６６６６月月月月））））におけるにおけるにおけるにおける改革改革改革改革のののの要点要点要点要点    
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県立高等学校改革計画の概要 ２ 

 ①①①①    県立高等学校改革県立高等学校改革県立高等学校改革県立高等学校改革のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

     → １学年８学級以下  など 

 ②②②②    男女共学化男女共学化男女共学化男女共学化    

    → 福島女子高校 ： 橘高校 

        会津女子高校 ： 葵高校 など 

 ③③③③    定時制定時制定時制定時制・・・・通信制高校通信制高校通信制高校通信制高校のののの配置配置配置配置    

     →  定時制は県内各地区に、通信制は郡山萌世高校 

 ④④④④    総合学科高校総合学科高校総合学科高校総合学科高校のののの配置配置配置配置    

     → 光南高校、安達東高校、小野高校 など 

 ①①①①    県立高等学校改革県立高等学校改革県立高等学校改革県立高等学校改革のののの基本方針基本方針基本方針基本方針    

     → １学年８学級以下  など 

 ②②②②    男女共学化男女共学化男女共学化男女共学化    

    → 福島女子高校 ： 橘高校 

        会津女子高校 ： 葵高校 など 

 ③③③③    定時制定時制定時制定時制・・・・通信制高校通信制高校通信制高校通信制高校のののの配置配置配置配置    

     →  定時制は県内各地区に、通信制は郡山萌世高校 

 ④④④④    総合学科高校総合学科高校総合学科高校総合学科高校のののの配置配置配置配置    

     → 光南高校、安達東高校、小野高校 など 



 

 

一次一次一次一次まとめのまとめのまとめのまとめの要点要点要点要点（（（（男女共学化男女共学化男女共学化男女共学化））））    

男女共学化男女共学化男女共学化男女共学化のののの実施状況実施状況実施状況実施状況（（（（平成平成平成平成６６６６～～～～１５１５１５１５年度年度年度年度））））    
    

       

県立高等学校改革計画の概要 ３ 

富岡 福島商業 郡山(英語)

福島西女子 →　福島西

福島東

須賀川(普通)

須賀川女子 →　須賀川桐陽

白河 郡山(普通) 喜多方女子 →　喜多方東

白河女子 →　白河旭 郡山女子 →　郡山東

安積 会津 福島

安積女子 →　安積黎明 会津女子 →　葵 福島女子 →　橘

磐城 若松女子 →　会津学鳳 相馬(普通)

磐城女子 →　磐城桜が丘 相馬女子 →　相馬東

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度

※　平成１１年度は実施校なし

平成６年度 平成７年度 平成８年度

平成９年度 平成１０年度 平成１２年度

5 



 

 

県立高等学校改革計画の概要 ４ 

定時制定時制定時制定時制・・・・通信制高等学校通信制高等学校通信制高等学校通信制高等学校のののの配置図配置図配置図配置図    
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総合学科総合学科総合学科総合学科のののの配置図配置図配置図配置図    
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県立高等学校改革計画の概要 ５ 



 

 

 

県立高等学校改革県立高等学校改革県立高等学校改革県立高等学校改革（（（（二次二次二次二次まとめまとめまとめまとめ））））    

①①①①    学校学校学校学校のののの適正規模適正規模適正規模適正規模        →→→→    １１１１学年学年学年学年４４４４学級学級学級学級～～～～８８８８学級学級学級学級    

②②②②    学校学校学校学校のののの適正配置適正配置適正配置適正配置        →→→→    学校統合等学校統合等学校統合等学校統合等をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準    

                  改革懇談会を開催し、統廃合が可能と判断された場合に統廃合     

 ○○○○    隣接校隣接校隣接校隣接校（（（（同一町内同一町内同一町内同一町内、、、、又又又又はははは同一市内同一市内同一市内同一市内にありにありにありにあり統合統合統合統合がががが可能可能可能可能なななな２２２２校校校校のののの統合統合統合統合をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準））））    

     ・１学年の学級数が２校合わせて６～８学級になるとき 

      ・隣接する市町村にある２校についても統合を検討 

 ○○○○    校舎方式校舎方式校舎方式校舎方式（（（（隣接隣接隣接隣接するするするする市町村市町村市町村市町村にあるにあるにあるにある１１１１学年学年学年学年２２２２学級規模学級規模学級規模学級規模のののの２２２２校校校校のののの統合統合統合統合をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準））））    

      ・どちらかが３年続けて、又は双方で同時に２年続けて入学者数が       

        募集定員の１／２以下 のとき 

 ○○○○    ２２２２学級規模学級規模学級規模学級規模のののの本校本校本校本校をををを分校化分校化分校化分校化をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準    

     ・３年連続で入学者が募集定員の１／２以下 

 ○○○○    分校分校分校分校のののの生徒募集停止生徒募集停止生徒募集停止生徒募集停止をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準    

      ・３年連続で入学者が募集定員の１／２以下 

③③③③    学科学科学科学科のののの適正配置適正配置適正配置適正配置  → 中高一貫教育校設置中高一貫教育校設置中高一貫教育校設置中高一貫教育校設置のののの検討検討検討検討    などなどなどなど  

①①①①    学校学校学校学校のののの適正規模適正規模適正規模適正規模        →→→→    １１１１学年学年学年学年４４４４学級学級学級学級～～～～８８８８学級学級学級学級    

②②②②    学校学校学校学校のののの適正配置適正配置適正配置適正配置        →→→→    学校統合等学校統合等学校統合等学校統合等をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準    

                  改革懇談会を開催し、統廃合が可能と判断された場合に統廃合     

 ○○○○    隣接校隣接校隣接校隣接校（（（（同一町内同一町内同一町内同一町内、、、、又又又又はははは同一市内同一市内同一市内同一市内にありにありにありにあり統合統合統合統合がががが可能可能可能可能なななな２２２２校校校校のののの統合統合統合統合をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準））））    

     ・１学年の学級数が２校合わせて６～８学級になるとき 

      ・隣接する市町村にある２校についても統合を検討 

 ○○○○    校舎方式校舎方式校舎方式校舎方式（（（（隣接隣接隣接隣接するするするする市町村市町村市町村市町村にあるにあるにあるにある１１１１学年学年学年学年２２２２学級規模学級規模学級規模学級規模のののの２２２２校校校校のののの統合統合統合統合をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準））））    

      ・どちらかが３年続けて、又は双方で同時に２年続けて入学者数が       

        募集定員の１／２以下 のとき 

 ○○○○    ２２２２学級規模学級規模学級規模学級規模のののの本校本校本校本校をををを分校化分校化分校化分校化をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準    

     ・３年連続で入学者が募集定員の１／２以下 

 ○○○○    分校分校分校分校のののの生徒募集停止生徒募集停止生徒募集停止生徒募集停止をををを検討検討検討検討するするするする際際際際のののの基準基準基準基準    

      ・３年連続で入学者が募集定員の１／２以下 

③③③③    学科学科学科学科のののの適正配置適正配置適正配置適正配置  → 中高一貫教育校設置中高一貫教育校設置中高一貫教育校設置中高一貫教育校設置のののの検討検討検討検討    などなどなどなど  
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県立高等学校改革計画の概要 ６ 

二次二次二次二次まとめまとめまとめまとめ（（（（平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年３３３３月月月月））））におけるにおけるにおけるにおける改革改革改革改革のののの要点要点要点要点    

 

 

 

 



 

 

県立高等学校改革計画の概要 ７ 

普通科等普通科等普通科等普通科等のののの配置図配置図配置図配置図    
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県立高等学校改革計画の概要 ８ 

職業系専門学科職業系専門学科職業系専門学科職業系専門学科のののの配置図配置図配置図配置図    
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県立高等学校改革計画の概要 ９ 

中高一貫教育校中高一貫教育校中高一貫教育校中高一貫教育校のののの配置図配置図配置図配置図    

11 ※私立含む 



 

 

教育教育教育教育をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの変化変化変化変化    

（（（（近年近年近年近年におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況のののの変化変化変化変化））））    

人口減少人口減少人口減少人口減少とととと少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの急速急速急速急速なななな進行進行進行進行    

過疎化の進行 

情報通信技術の進展 

国際化、グローバル化の進展 

地球環境問題の深刻化 

安全・安心の確保の必要性の高まり 

東日本大震災等の影響 

                                             「第６次福島県総合教育計画」より 12 

県立高等学校をとりまく現状 １ 



 

 

本県本県本県本県のののの人口及人口及人口及人口及びびびび将来推計人口将来推計人口将来推計人口将来推計人口のののの推移推移推移推移    

13 

国立社会保障･人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」より 

県立高等学校をとりまく現状 ２ 



 

 

本県本県本県本県のののの中学校卒業中学校卒業中学校卒業中学校卒業（（（（予想予想予想予想））））者数者数者数者数のののの推移推移推移推移    
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H10~H27までは実績、H28~H36までは「学校統計要覧」 

H37以降は福島県「現住人口調査」より 

県立高等学校をとりまく現状 ３ 

年度 

人 



 

 

本県本県本県本県のののの高等学校進学者数高等学校進学者数高等学校進学者数高等学校進学者数とととと進学率進学率進学率進学率のののの推移推移推移推移    

15 

「学校統計要覧」より 

県立高等学校をとりまく現状 ４ 



 

 

本県本県本県本県のののの高等学校卒業後高等学校卒業後高等学校卒業後高等学校卒業後のののの進路状況進路状況進路状況進路状況のののの推移推移推移推移    

16 「学校統計要覧」より 

県立高等学校をとりまく現状 ５ 

年 

単位：人 



 

 

本県本県本県本県のののの高等学校高等学校高等学校高等学校のののの学科別進路状況学科別進路状況学科別進路状況学科別進路状況（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度））））    

17 「学校統計要覧」より 

県立高等学校をとりまく現状 ６ 

人 



 

 

本県本県本県本県のののの産業別就業者数産業別就業者数産業別就業者数産業別就業者数のののの推移推移推移推移    

18 

県立高等学校をとりまく現状 ７ 

総務省「国勢調査」より 



 

 

本県本県本県本県のののの産業別生産額産業別生産額産業別生産額産業別生産額のののの推移推移推移推移    

19 

県立高等学校をとりまく現状 ８ 

福島県統計課「平成25年度福島県県民経済計算年報」 

「平成26年度福島県県民経済計算の概要」から抜粋 

年度 

億円 



 

 

平成平成平成平成26年度産業別生産額年度産業別生産額年度産業別生産額年度産業別生産額のののの隣県比較隣県比較隣県比較隣県比較    

20 

県立高等学校をとりまく現状 ９ 

各県の「平成26年度県民経済計算の概要」をもとに高校教育課作成） 

栃木県は平成25年度 

億円 



 

 

本県高等学校卒業生本県高等学校卒業生本県高等学校卒業生本県高等学校卒業生のののの県内就職率県内就職率県内就職率県内就職率のののの推移推移推移推移    

21 

県立高等学校をとりまく現状 １０ 

本県高等学校卒業生（県立及び私立）の県内就職の割合。 

 （県内就職者数）／（就職者総数）×１００ 

「学校統計要覧」より 

年度 



 

 

    
    

    
            

 
 
 
  
    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性１１１１    

⑴⑴⑴⑴「「「「福島福島福島福島にににに生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、福島福島福島福島でででで育育育育ってってってって、、、、福島福島福島福島でででで働働働働いていていていて、、、、福島福島福島福島でででで結婚結婚結婚結婚    

    してしてしてして、、、、福島福島福島福島でででで子供子供子供子供をををを育育育育てててててててて、、、、福島福島福島福島でででで孫孫孫孫をををを見見見見てててて、、、、福島福島福島福島でででで曾孫曾孫曾孫曾孫をををを見見見見    

    てててて、、、、福島福島福島福島でででで最後最後最後最後のののの時時時時をををを過過過過ごすごすごすごす。。。。それがそれがそれがそれが私私私私のののの夢夢夢夢なのですなのですなのですなのです。」。」。」。」    

    

            全国高等学校総合文化祭「ふくしまからのメッセージ」平成２３年８月 

                 考案者 佐藤 季さん（福島南高等学校３年） 

 

 

⑵⑵⑵⑵「「「「私私私私はははは福島福島福島福島でヘアーでヘアーでヘアーでヘアー産業産業産業産業のプロとしてのプロとしてのプロとしてのプロとして地域地域地域地域をををを支支支支ええええ、、、、共共共共にににに歩歩歩歩みみみみ、、、、    

        少少少少しでもしでもしでもしでも復興復興復興復興にににに役立役立役立役立ちごちごちごちご支援頂支援頂支援頂支援頂いたいたいたいた全国全国全国全国のののの皆様皆様皆様皆様にににに恩返恩返恩返恩返しできるしできるしできるしできる    

        ようようようよう頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。」。」。」。」    

    

                                                                                                「理容２０１５メッセージ全国大会」平成２７年１０月 

              優勝者 半谷竜磨さん（震災当時 浪江高校に在籍） 

 

    

⑴⑴⑴⑴「「「「福島福島福島福島にににに生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、福島福島福島福島でででで育育育育ってってってって、、、、福島福島福島福島でででで働働働働いていていていて、、、、福島福島福島福島でででで結婚結婚結婚結婚    

    してしてしてして、、、、福島福島福島福島でででで子供子供子供子供をををを育育育育てててててててて、、、、福島福島福島福島でででで孫孫孫孫をををを見見見見てててて、、、、福島福島福島福島でででで曾孫曾孫曾孫曾孫をををを見見見見    

    てててて、、、、福島福島福島福島でででで最後最後最後最後のののの時時時時をををを過過過過ごすごすごすごす。。。。それがそれがそれがそれが私私私私のののの夢夢夢夢なのですなのですなのですなのです。」。」。」。」    

    

            全国高等学校総合文化祭「ふくしまからのメッセージ」平成２３年８月 

                 考案者 佐藤 季さん（福島南高等学校３年） 

 

 

⑵⑵⑵⑵「「「「私私私私はははは福島福島福島福島でヘアーでヘアーでヘアーでヘアー産業産業産業産業のプロとしてのプロとしてのプロとしてのプロとして地域地域地域地域をををを支支支支ええええ、、、、共共共共にににに歩歩歩歩みみみみ、、、、    

        少少少少しでもしでもしでもしでも復興復興復興復興にににに役立役立役立役立ちごちごちごちご支援頂支援頂支援頂支援頂いたいたいたいた全国全国全国全国のののの皆様皆様皆様皆様にににに恩返恩返恩返恩返しできるしできるしできるしできる    

        ようようようよう頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。」。」。」。」    

    

                                                                                                「理容２０１５メッセージ全国大会」平成２７年１０月 

              優勝者 半谷竜磨さん（震災当時 浪江高校に在籍） 

 

    

22 

今後の方向性１ 

震災の経験を踏まえた本県高校生の思い１ 



 

 

    
    

    
            

 
 
 
  
    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性２２２２    

ふたばふたばふたばふたば未来学園高等学校開校未来学園高等学校開校未来学園高等学校開校未来学園高等学校開校    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月月月月    ふたばふたばふたばふたば未来学園高等学校開校未来学園高等学校開校未来学園高等学校開校未来学園高等学校開校    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月月月月    

23 

今後の方向性２ 

震災の経験を踏まえた本県高校生の思い２ 

⑶⑶⑶⑶「「「「故郷故郷故郷故郷のののの復興復興復興復興をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、ふたばふたばふたばふたば未来学園高校未来学園高校未来学園高校未来学園高校でのでのでのでの学習学習学習学習をををを    

    通通通通してしてしてして、、、、地域地域地域地域のののの未来未来未来未来についてしっかりとしたビジョンをについてしっかりとしたビジョンをについてしっかりとしたビジョンをについてしっかりとしたビジョンを持持持持ちたちたちたちた    

    いいいい。」。」。」。」    

平成２７年度入学 日下 雄太さん 

 

    

    「「「「一年生一年生一年生一年生のののの故郷故郷故郷故郷へのへのへのへの思思思思いはいはいはいは先輩先輩先輩先輩にもにもにもにも負負負負けないけないけないけない。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが故郷故郷故郷故郷のののの    

    未来未来未来未来をををを開拓開拓開拓開拓するするするする。」。」。」。」    

                                                                            平成２８年度入学 遠藤 瞭さん            

    

⑶⑶⑶⑶「「「「故郷故郷故郷故郷のののの復興復興復興復興をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、ふたばふたばふたばふたば未来学園高校未来学園高校未来学園高校未来学園高校でのでのでのでの学習学習学習学習をををを    

    通通通通してしてしてして、、、、地域地域地域地域のののの未来未来未来未来についてしっかりとしたビジョンをについてしっかりとしたビジョンをについてしっかりとしたビジョンをについてしっかりとしたビジョンを持持持持ちたちたちたちた    

    いいいい。」。」。」。」    

平成２７年度入学 日下 雄太さん 

 

    

    「「「「一年生一年生一年生一年生のののの故郷故郷故郷故郷へのへのへのへの思思思思いはいはいはいは先輩先輩先輩先輩にもにもにもにも負負負負けないけないけないけない。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが故郷故郷故郷故郷のののの    

    未来未来未来未来をををを開拓開拓開拓開拓するするするする。」。」。」。」    

                                                                            平成２８年度入学 遠藤 瞭さん            

    



 

 

    
    

    
            

 
 
 
  
    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性３３３３    

今後の方向性３ 

震災の経験を踏まえた本県高校生の思い３ 

⑷⑷⑷⑷「「「「演技演技演技演技をしているをしているをしているをしている一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、観客観客観客観客のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが私私私私たちとたちとたちとたちと福島福島福島福島のののの思思思思いをいをいをいを受受受受けけけけ    

            止止止止めてくださろうとしているのをめてくださろうとしているのをめてくださろうとしているのをめてくださろうとしているのを肌肌肌肌でででで感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。福島福島福島福島のののの未来未来未来未来がががが    

            明明明明るいものになることがるいものになることがるいものになることがるいものになることが確信確信確信確信できたできたできたできた一瞬一瞬一瞬一瞬であったようにであったようにであったようにであったように思思思思いますいますいますいます。」。」。」。」    

                                                                                                                                『ふくしま総文を終えて』平成２３年９月 

菊地麻由さん（会津若松ザベリオ学園高校３年） 

    

⑸⑸⑸⑸「「「「演劇演劇演劇演劇をををを通通通通してしてしてして、、、、避難住民避難住民避難住民避難住民のののの方々方々方々方々にはにはにはには明明明明るくるくるくるく元気元気元気元気になってほしいになってほしいになってほしいになってほしい。」。」。」。」    

                                                                                                                「福島民友 みんゆうNet」平成２５年５月 

                    『大沼高生が避難者を熱演 美里の仮設で演劇上演』 

                増井結菜さん（大沼高校３年 演劇部副部長） 

    

⑹⑹⑹⑹「「「「朝朝朝朝のののの散歩散歩散歩散歩のときにすれのときにすれのときにすれのときにすれ違違違違うううう、、、、今春今春今春今春、、、、高校生高校生高校生高校生になったになったになったになった女女女女のののの子子子子からからからから手紙手紙手紙手紙をををを    

            頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、『『『『毎朝毎朝毎朝毎朝、、、、あいさつをしてくれてあいさつをしてくれてあいさつをしてくれてあいさつをしてくれて本当本当本当本当にありがにありがにありがにありが    

            とうございますとうございますとうございますとうございます。。。。あいさつをしてくれるとあいさつをしてくれるとあいさつをしてくれるとあいさつをしてくれると““““今日今日今日今日もももも頑張頑張頑張頑張ろうろうろうろう””””とととと気気気気をををを    

            入入入入れることができましたれることができましたれることができましたれることができました。。。。』』』』とありましたとありましたとありましたとありました。」。」。」。」                                                                            

                                                    「福島民報 みんなのひろば」平成２８年４月 

          『あいさつ役立ち 生徒からの贈り物』いわき市在住の女性 

    

        

                                                                

⑷⑷⑷⑷「「「「演技演技演技演技をしているをしているをしているをしている一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬一瞬、、、、観客観客観客観客のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが私私私私たちとたちとたちとたちと福島福島福島福島のののの思思思思いをいをいをいを受受受受けけけけ    

            止止止止めてくださろうとしているのをめてくださろうとしているのをめてくださろうとしているのをめてくださろうとしているのを肌肌肌肌でででで感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。福島福島福島福島のののの未来未来未来未来がががが    

            明明明明るいものになることがるいものになることがるいものになることがるいものになることが確信確信確信確信できたできたできたできた一瞬一瞬一瞬一瞬であったようにであったようにであったようにであったように思思思思いますいますいますいます。」。」。」。」    

                                                                                                                                『ふくしま総文を終えて』平成２３年９月 

菊地麻由さん（会津若松ザベリオ学園高校３年） 

    

⑸⑸⑸⑸「「「「演劇演劇演劇演劇をををを通通通通してしてしてして、、、、避難住民避難住民避難住民避難住民のののの方々方々方々方々にはにはにはには明明明明るくるくるくるく元気元気元気元気になってほしいになってほしいになってほしいになってほしい。」。」。」。」    

                                                                                                                「福島民友 みんゆうNet」平成２５年５月 

                    『大沼高生が避難者を熱演 美里の仮設で演劇上演』 

                増井結菜さん（大沼高校３年 演劇部副部長） 

    

⑹⑹⑹⑹「「「「朝朝朝朝のののの散歩散歩散歩散歩のときにすれのときにすれのときにすれのときにすれ違違違違うううう、、、、今春今春今春今春、、、、高校生高校生高校生高校生になったになったになったになった女女女女のののの子子子子からからからから手紙手紙手紙手紙をををを    

            頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、『『『『毎朝毎朝毎朝毎朝、、、、あいさつをしてくれてあいさつをしてくれてあいさつをしてくれてあいさつをしてくれて本当本当本当本当にありがにありがにありがにありが    

            とうございますとうございますとうございますとうございます。。。。あいさつをしてくれるとあいさつをしてくれるとあいさつをしてくれるとあいさつをしてくれると““““今日今日今日今日もももも頑張頑張頑張頑張ろうろうろうろう””””とととと気気気気をををを    

            入入入入れることができましたれることができましたれることができましたれることができました。。。。』』』』とありましたとありましたとありましたとありました。」。」。」。」                                                                            

                                                    「福島民報 みんなのひろば」平成２８年４月 

          『あいさつ役立ち 生徒からの贈り物』いわき市在住の女性 
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今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性４４４４    

第第第第６６６６次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画をををを平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月にににに改定改定改定改定    

        震災等震災等震災等震災等をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた新新新新たなたなたなたな教育施策教育施策教育施策教育施策をををを積極的積極的積極的積極的にににに盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ、、、、    

            生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった郷土郷土郷土郷土にににに対対対対するするするする愛着愛着愛着愛着とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ったったったった、、、、    

                ふくしまのふくしまのふくしまのふくしまの復興復興復興復興をををを共共共共にににに支支支支ええええ、、、、共共共共にににに歩歩歩歩んでいくんでいくんでいくんでいく人人人人づくりづくりづくりづくり    

        今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

            ◇◇◇◇    県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校のののの学校規模学校規模学校規模学校規模のののの適正化適正化適正化適正化    

            ◇◇◇◇    特色特色特色特色あるあるあるある学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり    

            ◇◇◇◇    中高一貫教育中高一貫教育中高一貫教育中高一貫教育のののの推進推進推進推進        などなどなどなど    

第第第第６６６６次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画をををを平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月にににに改定改定改定改定    

        震災等震災等震災等震災等をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた新新新新たなたなたなたな教育施策教育施策教育施策教育施策をををを積極的積極的積極的積極的にににに盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ、、、、    

            生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった郷土郷土郷土郷土にににに対対対対するするするする愛着愛着愛着愛着とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ったったったった、、、、    

                ふくしまのふくしまのふくしまのふくしまの復興復興復興復興をををを共共共共にににに支支支支ええええ、、、、共共共共にににに歩歩歩歩んでいくんでいくんでいくんでいく人人人人づくりづくりづくりづくり    

        今後今後今後今後のののの取組取組取組取組        

            ◇◇◇◇    県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校のののの学校規模学校規模学校規模学校規模のののの適正化適正化適正化適正化    

            ◇◇◇◇    特色特色特色特色あるあるあるある学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり    

            ◇◇◇◇    中高一貫教育中高一貫教育中高一貫教育中高一貫教育のののの推進推進推進推進        などなどなどなど    

第第第第６６６６次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年３３３３月策定月策定月策定月策定））））    
基本理念基本理念基本理念基本理念    ふくしまのふくしまのふくしまのふくしまの““““和和和和””””でででで奏奏奏奏でるでるでるでる    

                                こころこころこころこころ豊豊豊豊かなたくましいかなたくましいかなたくましいかなたくましい人人人人づくりづくりづくりづくり    

第第第第６６６６次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年３３３３月策定月策定月策定月策定））））    
基本理念基本理念基本理念基本理念    ふくしまのふくしまのふくしまのふくしまの““““和和和和””””でででで奏奏奏奏でるでるでるでる    

                                こころこころこころこころ豊豊豊豊かなたくましいかなたくましいかなたくましいかなたくましい人人人人づくりづくりづくりづくり    
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今後の方向性４ 

 
東日本大震災 

原子力災害 

（平成２３年３月） 



 

 

    
    

    
            

 
 
 
  
    

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性５５５５    

 

（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年５５５５月月月月））））学校教育審議会学校教育審議会学校教育審議会学校教育審議会（（（（諮問諮問諮問諮問））））    

    

「社会の変化に対応した  
   今後の県立高等学校の在り方について」 

        内容内容内容内容    

            ○○○○社会社会社会社会のののの変化変化変化変化にににに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応できるできるできるできる生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力をををを育育育育むむむむ高等学校教育高等学校教育高等学校教育高等学校教育のののの在在在在りりりり方方方方    

            ○○○○魅力魅力魅力魅力あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために適切適切適切適切なななな学校規模及学校規模及学校規模及学校規模及びびびび学校学校学校学校・・・・学科学科学科学科のののの配置配置配置配置    

            ○○○○過疎過疎過疎過疎・・・・中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域におけるにおけるにおけるにおける学習環境学習環境学習環境学習環境やややや学習内容学習内容学習内容学習内容のののの在在在在りりりり方方方方    

            ○○○○多様多様多様多様なななな学習内容学習内容学習内容学習内容のののの確保及確保及確保及確保及びびびび教育教育教育教育のののの質質質質のののの向上向上向上向上                        などなどなどなど    

                

        

震災後震災後震災後震災後のののの状況状況状況状況のののの変化変化変化変化をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた    
第第第第６６６６次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画（（（（改定版改定版改定版改定版））））にににに基基基基づくづくづくづく、、、、    

新新新新たたたたなななな県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校改革計画改革計画改革計画改革計画のののの策定策定策定策定がががが必要必要必要必要    

震災後震災後震災後震災後のののの状況状況状況状況のののの変化変化変化変化をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた    
第第第第６６６６次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画次福島県総合教育計画（（（（改定版改定版改定版改定版））））にににに基基基基づくづくづくづく、、、、    

新新新新たたたたなななな県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校改革計画改革計画改革計画改革計画のののの策定策定策定策定がががが必要必要必要必要    
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