
輝翔館中等教育学校 福岡県立 

令和５年（２０２３年）度 学校案内 



福岡県で唯一の 

  県立中等教育学校 

校訓 進取創造 
自ら進んで物事を行い(進取)、 

新しいものを創り出す(創造)ことができるような 

人間になって欲しいという願いが込められています。 

校名 輝翔館 
「輝」は、「きらきらと光り輝く」こと 

「翔」は、「鳥が空高く飛ぶ、翼を広げて飛びめぐる」 

ことを表しています。 

校章  福岡県唯一の県立中等教育学校であるので、福岡県

の県章をモチーフにして作成しました。スクールカラーはライ

トグリーンで、これはたくましく成長していく若草の色そのもので

あり、輝翔館もその若草のように勢いよく発展してほしいとい

う願いが込められています。  



豊かな自然と 

木の温もりに包まれた空間で 

楽しく健やかに成長する。 

 大自然に恵まれた奥八女の素晴らしい 

環境の下で、勉強はもちろん、 

学校行事や部活動を通して 

豊かな人間性を育み、自らの感性を 

磨くことは、極めて理想的な 

「多感な青年期の６年間の過ごし方」 

ではないでしょうか。  

 小学生の皆さん、本校の自然豊かな 

教育環境の中で、私たちと一緒に、 

何事にも積極的にチャレンジし、 

自分の可能性を最大限に 

広げてみませんか。  

 さあ、夢に向かって、一緒に走りましょう！！  



輝翔館の７つのポイント 
ここで差がつく 

１ グローバルリーダーの育成 

 「グローバルリーダー」とは、国や文化、 

言語の壁を超えて多様な環境で活躍する人材のことです。 

 本校では「グローバルリーダー」に必要な資質を①問題解決能力、②コミュニケーション能

力、③リーダーシップ、④語学力の4つと考え、授業や学校行事、部活動等すべての教育

活動において、これらの資質を高められるようにプログラムしています。  

 もちろん、異文化を学ぶ機会も充実しています。前期課程（中学）では「総合英会話」の授

業があり、3年生では英語スピーチコンテスト、4年生（高校1年）では留学生との交流会

「Global Day」を開催し、5年生（高校2年）では海外修学旅行を実施します。さらに、２～５年生

の希望者による海外ホームステイを実施するなど、盛りだくさんのメニューです。  

海外修学旅行だけでなく、 

ホームステイ、留学なども積極的にサポートします。 

Global Day 

海外ホームステイ 



3 4 

2 
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ICTを活用した授業の実績 知的チャレンジ活動 

輝翔館の制服 ～ その日の気分でシャツの色を選択できる！～ 

 本校では１０年前からＩＣＴを活用した授業に取り組
んでいます。現在は特別教室も含め、ほとんどの教
室に電子黒板が設置され、生徒は一人一台のタ
ブレットも活用しながら授業に臨んでいます。全ての
教科におけるＩＣＴを活用した授業は、輝翔館のあたり
まえの光景です。また、感染症対策も兼ね、全校
行事（生徒会活動、集会、講演会等）をテレビ会議
システムを利用して行うこともあります。休校中はオン
ライン授業を実施し、ＩＣＴの力を発揮しました。  

 「知的チャレンジ活動」とは、外部団体が主催する
様々な学習、体験活動の総称です。ゆとりある６年
間の強みを生かし、開校以来、本校は「校外での
学び」を積極的に支援しています。「知の創造塾」
「日本の次世代リーダー塾」「未来創生科学者育
成プロジェクト」「科学の甲子園」等など、全国から
生徒が集う活動に、毎年多数の生徒が参加しま
す。黒木から全国へ、そして世界へ。本校が重点
的に取り組む教育活動の一つです。  

 前期課程（中学）３年間を終えると、そのまま後期課程（高校）
に進級します。中学校での受験対策の時間を、本校では高校の
先取り学習や、自分と向き合い将来を考える時間、様々な活動
にチャレンジする時間に充てることができます。また、６学年にまた
がる適度な集団（学年１２０名）では豊かな人間関係が築かれま
す。特に学校行事においては高校生が優しく中学生を導き、中
学生は高校生を信頼してついていくので、礼節や思いやり、自主
性がぐんぐん育っていきます。  

６年間（学年）が創り出す豊かな教育環境  

 「かっこいい」「かわいい」と評判の輝翔館の
制服。前期課程（中学）は紺色、後期課程
（高校）は金色のネクタイ・リボンです。女子は
スカートとスラックスがあります。また男女とも
シャツは白、青、黄の３色あり、自由に組み合
わせて着ることができます。後期課程進級時
に買い替える必要はありません。  



６ バスで通学できる 

遠方からの通学生のために 
毎日決まった時間に運行する通学バスがあります。 

自宅と学校を結ぶ 

安心で安全な通学方法 

 県内各地からの通学生のために、「通学バス利用者保護者会」が通学バスを 

運行しており、現在３００名近くの生徒が利用しています。久留米、荒木・西牟田、 

瀬高・柳川方面に計１１コースあります。 

 帰りは通常便（１７：００）と部活動対応便（１８：５０）があるのでとても便利です。 
令和３年度より県から補助金が出るようになり、 

バス料金の大幅な値下げが実現しました！ 

月額 ２２,０００円 月額 １２,０００円 
voice Student’s  

広川・久留米 
方面 

上村 那月 
(広川町立中広川小学校出身) 

４年生 (高校１年生) 

安心して通学できる環境 
 学校の中で乗り降りで 

き、車中は静かな環境 

で勉強も仮眠もできます。 

安心で安全な通学バス 

は輝翔館生活に欠かせ 

ません。 



７ 寮から通学できる 

自宅からの通学が困難な生徒のために 
学校から歩いて１０分の場所に寮を完備しています。 

安心 成長 充実 
 本校職員と管理人の複数で宿
直に当たるため、安心して寮生活
を送ることができます。 

 洗濯や掃除、食事の準備な
ど、身の回りのことをすべて自分で
行い、自立心を養います。 

 すべての部屋に冷暖房が完備
されているため、１年通して快適に
過ごすことができます。 

 学校から歩いて１０分のところに寮があり、現在約１００名の生徒が生活していま 

す。寮での規則正しい集団生活は、学校生活をさらに充実させてくれます。寮生活 

で身に付く協調性や思いやりの心は人生の大きな財産になります。                                  

 寮費は３食付きで 月額２７，３００円 と格安です。（入寮には条件があります。）  

新しい環境で 

新しい自分に出会える 

voice Student’s  

上田 百華 
(筑前町立東小田小学校出身) 

５年生 (高校２年生) 

研修室 

食堂 お風呂場 

自室 

規則正しい生活が自分を変えた 

 勉強や掃除、洗濯を 

当たり前にするようになっ 

たのは自分でも驚きでし 

た。勉強でわからないこ 

とを友達に教えてもらえる 

のは、寮生の特権です。 



４  5  6  7  8  9  

10  11  12  1  2  3  

April  June  August  

October  December  February  

May  July  September  

November  January  March  

年間行事 voice Student’s  

入学式 

国内修学旅行 

スプリングセミナー 

職場体験 

卒業式 

体育大会 

文化発表会 

茶道 

生徒会長  

５年生 (高校２年生) 

城代 胡桃 
(大野城市立大利小学校出身) 

生徒主体で考える 

 輝翔館はまもなく創立２０周年 

です。近年はコロナ禍のために 

活動の制限が多いですが、その 

新しい生活様式の中で、伝統 

を受け継ぎながらも、生徒のア 

イデアを取り入れてつくる新しい 

輝翔館を目指しています。 

 「マスク越しでも伝わる笑顔」 

をテーマに掲げて、生徒主体で 

行事をつくり、明るく楽しい学校 

にしていきたいと思っています。 

○入学式 

○スプリングセミナー 

○茶道 

●進級式 

 

○茶道 

◎体育大会 

●進路別講演会 

 

○前期課程(中学生) ／ ●後期課程(高校生) ／ ◎全学年 ／ ★入試関係 

◎第１回定期考査 

○介護疑似体験 

○乳幼児ふれあい体験 

 

 

○大学訪問 

◎第２回定期考査 

◎夏休み 

 

 

○職場体験 

◎海外ホームステイ 

★学校説明会 

 

○地場産業体験 

●グローバルデイ 

◎秋季クラスマッチ 

◎秋休み 

 

◎第３回定期考査 

◎文化発表会 

◎生徒会役員選挙 

●海外修学旅行 

★入学願書受付開始 

●ボランティア活動 

★募集要項説明会 

 

 

○英語検定 

●センター試験 

★入学者決定試験 

 

○漢字検定 

◎第４回定期考査 

★第１回入学者説明会 

 

○数学検定 

○春季クラスマッチ 

○立志式 

●卒業式 

★第２回入学者説明会 

○国内修学旅行 

◎冬休み 

 

 

豊富な行事の数々はたくさんの 

笑顔と感動が待っている。 



部活動 

運動部 

硬式野球部 

ラグビー部 

陸上部 

バスケットボール部 

バレーボール部 

剣道部 

卓球部 

柔道部 

総合部 

 水泳    空手 

 新体操 

 少林寺拳法 など 

文化部 

科学部 

吹奏楽部 

美術部 

茶道部 

競技かるた部 

２年連続 

九州大会 

出場！ 

voice Student’s  

 ４年生 (高校１年生) 

小松 橙季 
 (八女市立黒木小学校出身) 

６年間でつくる団結力 

 他校の高校１年生は、新しい 

仲間とチームをつくる必要がある 

のに対して、輝翔館は６年間同 

じ仲間と過ごすため、仲が良い 

だけでなく、団結力があります。 

輝翔館の野球部に入ったおか 

げで最高の仲間に出会うことが 

できました。 

全国大会 
(ハンマー投げ) 

北部九州大会 

(400ｍハードル) 

 出場！ 

仲間と共に努力した日々は 

かけがえのない青春の１ページ。 

２年連続 

全国大会 

出場！ 



  ２級 

準２級 

  ３級 

  ４級 

  ５級  

準１級 

  ２級 

準２級 

  ３級 

  ４級 

  ５級 

  ２級 

準２級 

  ３級 

  ４級 

  ５級  

１名 

８名 

１０９名 

１２５名 

９５名 

３名 

３３名 

９９名 

２３２名 

２９８名 

３２６名 

１８名 

７９名 

１９７名 

２４２名 

２０４名  

漢字検定 英語検定 数学検定 

※過去３年間の実績 ※過去３年間の実績 ※過去２年間の実績 

Close up！ Close up！ まだまだある！輝翔館の「魅力」を紹介します！ 

 １ 

 ２ 

 ３ 

中学生から資格取得に向けて学校が応援します！ 

前期課程(中学)では土曜セミナーを中心に計画的な検定対策を実施しています。 

生徒それぞれが目標とする級の合格を目指して、各教科が手厚くフォローします。 

進路応援助成金制度 開始! 〔今年度から検定の合格者に助成金を交付します！〕 

検定等名称 区分 レベル 助成率(１００%) 

日本漢字能力検定 

準１級 

２級 

準２級 

大学・一般程度 

高校卒業・大学・一般程度 

高校在学程度 

○ 

○ 

○ 

実用英語技能検定 

１級 

準１級 

２級 

準２級 

大学上級程度 

大学中級程度 

高校卒業程度 

高校中級程度 

○ 

○ 

○ 

○ 

助成率(５０%) 

 

 

 

 

 

 

 

検定等名称 区分 レベル 助成率(１００%) 

日本漢字能力検定 

準１級 

２級 

準２級 

大学・一般程度 

高校卒業・大学・一般程度 

高校在学程度 

○ 

○ 

 

実用英語技能検定 

１級 

準１級 

２級 

準２級 

大学上級程度 

大学中級程度 

高校卒業程度 

高校中級程度 

○ 

○ 

 

 

助成率(５０%) 

 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

GTEC (Advanced , Basic 共通) 
1190～1280 

960～1189 

大学中級程度 

高校卒業程度 

○ 

 

 

○ 

【前期課程】 

【後期課程】 

英語検定で４年連続団体表彰を受賞しました！ 

 本校では、英語の授業時間だけでなく、総合英会話の時間 

やチャレンジタイムの時間に検定の対策をしています。また、 

１次試験合格者に対しては、マンツーマンで２次試験の面接 

練習をしています。 

 「日本英語能力検定協会賞」は英語教育の向上に積極的 

に取り組み、その発展に大きく貢献した学校、団体に贈られ 

るもので、「優秀団体賞」は取得率（合格率）が特に高かった 

学校団体に贈られるものです。この団体表彰が「英語検定に 

強い輝翔館」を証明しています。 

 ４ 

 私が２年生（中２）のとき、５年生（高２）の先輩が留学している姿を見て、 

交換留学に興味を持ちました。それ以来、後期生（高校）での長期留学を 

目標に英語の勉強に励みました。 

 輝翔館の先生方は私の留学を全面的に応援してくださり、帰国した後も 

スタートが遅れた私の受験勉強を手厚く支援してくださいました。そのおかげで、留学前に在籍 

していた学年で輝翔館を卒業でき、進路を実現することができました！留学中に見つけた将来 

の夢を実現するために、この春からは大学で国際理解教育を学んでいます。 

留学をした生徒が夢に向かって羽ばたいていきました！ 

令和３年度卒業（１３期生） 宮本 美咲 （筑後市立羽犬塚小学校出身） 

山口大学 教育学部 学校教育教員養成課程 国際理解教育専修  

英語検定準1級合格 ２０２0～２０２1年にベルギーに留学 

高校２年生で英語検定準１級に合格！ 

 私は６年間の学校生活で、２度イギリスへ海外研修に行きました。海外研修 

に行く前の私は、英語が大の苦手でした。しかし、最初の研修で、現地の方と 

交流したり、異文化に触れたりしたことで、英語学習に意欲的に取り組むよう 

になりました。それから、身に付けた英語を最大限に生かして、様々な活動に 

参加しました。日本と異なる文化を体験し、 現地の方々と交流できたことは 

私にとって非常に価値ある経験になりました。言語や文化に対する興味の高ま 

りが、資格試験取得へのモチベーションになり、英検準１級の合格につながったのだと思います。   

６年生(高校３年生) 深堀 蒼真  

（福岡市立高取小学校出身） 



進路実績 

１９４名 １２１９名 
○早稲田大学          ○慶應大学      

〇青山学院大学               〇中央大学 

〇明治大学                〇東京理科大学 

〇帝京大学               〇同志社大学     

〇立命館大学              〇関西学院大学    

〇関西大学               〇近畿大学      

〇西南学院大学            〇福岡大学      

〇久留米大学          〇中村学園大学  

〇九州産業大学           〇聖マリア学院大学  

〇九州看護福祉大学                〇崇城大学            

〇防衛大学校 

〇大分県立芸術短期大学 

〇九州大谷短期大学 

国公立大学 私立大学 

先輩の素晴らしい合格実績！ 

６年間の努力が実を結びました。 

○東京大学         ○東京外国語大学   

〇大阪大学         〇九州大学          

〇北海道大学         〇広島大学       

〇山口大学         〇九州工業大学     

〇福岡教育大学      〇熊本大学        

〇佐賀大学          〇長崎大学         

〇大分大学         〇宮崎大学        

〇鹿児島大学        〇神戸市立外国語大学  

〇下関市立大学      〇北九州市立大学  

〇福岡女子大学      〇福岡県立大学                    

１名 

２名 

１名 

８名 

９名 

２３名 

７名 

５名 

５名 

３名                 

１名 

７名 

２名 

４名 

１５名 

９名 

６名 

１名 

２０名 

３名                 

２名   

５名   

３名     

２２名    

３５名   

９名   

１０７名  

１５０名  

５６名   

２４名            

４名 

３名 

４名 

１２名 

７名 

１８名 

２０１名 

３７名 

１３名 

３４名         

進学・進路状況 

国公立大学・私立大学等の主な進学先 ※過去１０年間の進学実績です。 

短期大学・大学校等 

〔令和３年度の進学先〕 

４年制大学等 ７８％ 

公務員 ２％ 
短大・専門学校 

 ２０％ 

〔国公立大学合格率推移〕 

令和３年度 

令和２年度 

令和元年度 

平成３０年度 

５３．５％ 

５４．５％ 

５０．１％ 

４４．１％ 

国公立大学受験者の合格した割合を示しています。 

近年は、５０％以上が国公立大学に合格しています。 

６７名 

１名 

１４名 

〇防衛医科大学校(看護) 

〇久留米信愛短期大学 

〇福岡女学院短期大学 

６名 

１２名 

５名 

〇水産大学校 

〇中村学園大学短期大学部 

２名 

８名 

 



卒業生の声 ～ きらきら光り輝く先輩より ～ 

 ６年間の輝翔館生活を振り返って、皆さんに伝えた
いことが２つあります。１つ目は、輝翔館に来れば一
生の友達ができるこということです。同級生とは６年間
を一緒に過ごすので、他の学校と比べて横のつなが
りが強いと思います。私は、部活動や生徒会活動を
通して尊敬する先輩方に出会えました。２つ目は、
様々なことに挑戦しやすいことです。高校受験がな
いので、中学３年生の時にも気兼ねなく校外活動に
参加できます。部活動も、途中で引退することなく６
年間打ち込めます。勉強面に関しても、先生方は長
い間生徒のことを見てくれているので、相談にも親身
になってくださったり、個別に追加教材も配布してくだ
さったりと生徒の頑張りを応援してくださります。私の輝
翔館生活を６年間支えてくださった先生方、ともに６年
間を過ごしてきた友人たちには感謝しかありません。 

 輝翔館に入学しようと思ったきっかけは、県内唯一の
県立の中等教育学校だということです。部活動では
経験豊かな高校生の先輩から教えてもらい、体育大
会ではリーダーとしても活躍する姿を見て、かっこいい
な、あんな先輩になりたいなと感じることもできました。先
輩方は優しいし面白かったので私はすぐに学校生活に
慣れることができました。日々の授業では、タブレットを
使うので新鮮だったし、電子黒板では授業に関する動
画も見ることができたので、黒板だけを使うよりも随分わ
かりやすかったなと思います。入学した当初は不安もあ
りましたが一緒に過ごしていくうちに自然と仲良くなって
いました。６年間、先生方や友達と学校生活を送って
みて輝翔館に入って良かったと心から感じています。
中学生から高校生の先輩と過ごせるのは輝翔館の特
権です！ぜひ、興味をもって輝翔館に来てください。  

大阪大学 

令和３年度卒業 

岩津 歩佳 
 (筑後市立水田小学校出身) 

医学部保健‐放射線技術科学科 

 宮崎大学 

工学部工学科 

６年間で出会った友と先生の存在 

令和３年度卒業 

馬渡 瞭 
 (八女市立黒木小学校出身) 

中学生から高校生の姿を見て育つ 

陸上自衛隊 

平成２６年度卒業（６期生） 

甲木 雅人 
 (柳川市立東宮永小学校出身) 

三等陸尉  

一生の友と過ごした６年間を振り返って 

三菱電機株式会社 

平成２７年度卒業（７期生） 

中野 英恵 
 (八女市立八幡小学校出身) 

事務系総合職 人事担当 

何事にも心置きなく挑戦できる環境 

 私にとって輝翔館での生活は「挑戦」の6年間だっ
たと思います。学校行事や部活動等様々なものに
挑戦する中で、挑戦することの厳しさや難しさを知り何
度も失敗しました。落ち込むこともありましたが、その度
に立ち止まって考え、どうすればいいか友達に相談し
ながら乗り越えていきました。６年間だからこそ何でも
打ち明けられる一生の友に出会えたのではないかと
感じています。先生方には、あきらめずに努力すること
の大切さや、支えてくれている存在の大きさに気付か
せてもらいました。挑戦することで、達成感や周りの
方々に対する感謝の気持ちを養うことができました。
大学受験では、努力が身を結び、防衛大学校に現
役合格することができました。現在では幹部自衛官と
して日々「挑戦」しながら勤務しています。皆さんも勇
気を持って「挑戦」してみましょう。 

 輝翔館生活の6年間の中で、部活動、体育大会、
合唱コンクール、課外活動等、自由にのびのびと
様々なことに挑戦できる環境が準備されていると感じ
ました。課外活動の一環として、福岡県の事業でアメ
リカへ短期留学に行った時、選考から渡航まで様々
なサポートを得ることができ、自分のやりたいことに心
置きなく挑戦することができました。短期留学がきっか
けで、結果的に大学での長期交換留学に繋がり、
自分の世界を大きく広げることができました。１０代のう
ちに多様な価値観に出会うことができ、輝翔館で経
験した日々は自分の今のライフスタイル・仕事にも大き
な影響を与えていると感じています。これから輝翔館
生活を送る皆さんも、卒業するときに「この学校を選ん
でよかった」と自分の選択肢を正解にできるように
様々なことに挑戦してもらいたいと思います。  



【学校説明会・体験入学・募集要項説明会のご案内】 

７／１０ 

(日) 

 

カミーリヤ（筑紫野） 
〒８１８－００１３ 筑紫野市岡田３ー１１－１ 

１０：００～１１：３０ 

久留米ビジネスプラザ 
〒８３９－０８０１ 久留米市宮ノ陣４－２９－１１ 

１４：００～１５：３０ 

７／２３ 

(土) 

 

輝翔館中等教育学校 

輝翔館ゼミナール（体験授業） 

１０：００～１２：３０ 

※申し込みが必要です。 

輝翔館ゼミナール（体験授業）・学校紹介 

校内探検・部活動見学・個別相談会  

１０／１ 

(土)  
大野城まどかぴあ 
〒８１６－０９３４ 大野城市曙町２－３－１ 

１０：００～１１：３０ 

久留米ビジネスプラザ 
〒８３９－０８０１ 久留米市宮ノ陣４－２９－１１ 

１４：００～１５：３０ 

１０／１５ 

(土)  
輝翔館中等教育学校 

１４：００～１５：３０ 

※申し込みが必要です。 

※上履き、靴入れをご持参ください。 

学校紹介・部活動紹介・個別相談会 

［学校説明会］ 

［募集要項説明会］ 

志願に必要な書類を配布し、志願手続きなど募集要項の内容について説明します。 

【アクセス】 

輝翔館中等教育学校 
福岡県立 

〒８３４－１２１６ 

福岡県八女市黒木町桑原１０－２ 

TEL：０９４３－４２－１９１７ FAX：０９４３－４２－３７９１ 

［車利用の場合］ 

・広川IC 

  →国道３号線を通って約４０分 

・八女IC 

  →国道４４２号線を通って約４０分 
［JR利用の場合］ 

・JR羽犬塚駅下車 

  →堀川バスに乗車して約５０分 

詳しくはホームページをご覧ください。 

輝翔館 

https://kishoukan.jp/ 

［体験入学］ 


