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夢をつかんでもらいたい
　平成11年、別府大学の附属中高一貫校として誕生した明豊中学・高等学校は、｢生徒の個性を生

かし伸ばす教育｣を第一に掲げ、文武両道で発展を遂げてきました。建学の精神「真理はわれらを

自由にする」に基づき、本校では、「心を磨き、知性を磨き、技を磨く」教育を目標に、生きる力

にあふれた生徒を育成したいと考えています。

　明豊中学校では、生徒の希望に応じ、２年生から「特別進学コース」と「アクティブコース」の

２クラスに分かれて学習します。

　「特別進学コース」では、将来の大学進学を見据えた基礎学力と応用力を育成するとともに、学

習や学校生活を通して豊かな心を育てます。また、高校の学習内容に早期に取り組むなど、高校の

特別進学クラスと一貫した６年間の学習を通して、より高い学力を身につけることが可能です。

　「アクティブコース」では、文武両道をモットーに、基礎学力はもちろんのこと、高い志と自立

した人間力を育てます。

　明豊キャンパスは、生徒の夢や希望を育み、これからの社会を生き抜く力を育てることができる

場所です。

　皆さんにも、明豊で夢を育て、いろいろなことに積極的にチャレンジし、友達とともに夢をつか

んでもらいたいと思います。

教 育 目 標

明豊中学・高等学校校長 岩武 茂代

真理はわれらを自由にする
［建学の精神］

［校 訓］

心を磨き、知性を磨き、技を磨く

志を高く、
将来の目標を見つける

何事も一歩前に進む
勇気を持つ

自分を信じ、
人を愛する心を養う夢勇気 愛

●周りの人に対する思いやり、愛情、尊
重、自己肯定感（自他に対する愛情と
尊重）

●高い志、向上心
●価値を見つけ出す感性と力、好奇心・
探究心

●困難に打ち勝つ力、強い心
●公共心
●各教科の基礎・基本である知識や技
能・見方・考え方

●文章を正確に理解する読解力

●教科固有の見方・考え方を働かせて自
分の頭で考えて表現する力

●情報や情報手段を主体的に選択し活用
していくために必要な情報活用力

●対話や協働を通じて知識やアイデアを
共有し新しい解や納得解を生み出す力

●学習や文化・スポーツなどの分野にお
ける高度な技能・技術

● ICTなどを活用し自分の考えを効果
的に表現するプレゼンテーション力

●より良い人間関係を築くことができる
コミュニケーション能力

Veritas Liberat

message

“人間力”とは…

社会で求められる“人間力”

あらゆる活動で育成する「人間力」

非認知能力は
認知能力の土台！

土台をしっかり
作ろう

例えば我慢する力や
人を思いやる力

認知能力と非認知能力は、並べて
対立させるようなものではありま
せん。それどころか「非認知能力
が伸びていけば、認知能力にもプ
ラスの影響を与える」という多く
の研究結果があるぐらい、この２
つはよい関係なのです。簡単に言
うと「認知能力の土台になるのが
非認知能力」。つまり、非認知能
力がしっかりしていれば、たくさ
んの認知能力を身につけやすくな
るわけです。

国語や数学など、学校で学ぶ教科
の実力は、テストの点数で測るこ
とができますね。こうした力は「認
知能力（点数化できる力）」とい
います。では、我慢する力や、や
る気、人を思いやる力などはどう
でしょう？「あなたの我慢する力
は75点だね」と言われたら、「ど
うやって点数にしたの !?」と驚き
ませんか？ こうした、点数で表せ
ない力のことを「非認知能力（点
数化できない力）」といいます。

認知能力

我慢＆落ち着くための力
忍耐力・自制心

やる気＆挑戦のための力
意欲・向上心

思いやり＆コミュニケーションのための力
共感・協調性

点数にできる知識や技能
読み・書き・そろばん・
英語力・IQ（知能指数）
…など

自制心や意欲といった
数値に表せない能力

がまん＆落ち着き系
自分と向き合う力

•自制心
•忍耐力
•折れない心…など

思いやり＆コミュニケーション系
他者とつながる力

•コミュニケーション力
•共感性
•社交性・協調性…など

やる気＆挑戦系
自分を高める力

•意欲・向上心
•自信
•楽観性…など

非認知能力
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特別進学コースの生徒は、大学進学を見据え、英語・数学・国語の時間数を増
やし、確かな学力を身につけるよう努力しています。また、放課後学習として
担当教員の指導のもと、更なる学力向上に取り組んでいます。

一人ひとりの学力に合わせた基礎学力向上と、
進路選択に向けた応用力を身に付けます。

志を高く持ち、文武両道をモットーとして、
自律した「人間力」を身に付けます。特別進学コース アクティブコース

重点的に学習する英語・数学・国語 “文武両道”を体現したカリキュラムPick up!
アクティブコースの生徒の多くは、部活動に所属しています。全国トップレベル
の卓球部や野球部を中心に、それぞれが明確な目標に向かって日々努力を続けて
います。陽 圭太郎

　明豊中学校は少人数制のため、生徒と先生方と
の距離が非常に近く、わからない問題があれば、
気軽にマンツーマン指導が受けられます。明豊に
は素晴らしい先生方がいます。特に英語の先生方
は難しい文法問題や英検などの解法を一から丁寧
に教えてくださいました。そのおかげで得意だっ
た英語のレベルをさらに上げることができました。
また、様々な行事があり、中でもたくさんの外国
人の方と交流できるイングリッシュファンファン
デーは、一生の思い出になります。少人数だから
こそ、友情がより深まり、クラスの一体感が生ま
れます。そして、卒業後に明豊中学校での３年間
は楽しかったと必ず思うようになります。

卒業生
メッセージ

卒業生
メッセージ

若杉 晟汰

　私は明豊中学・高校で６年間、文武両道に
励み中学・高校共に主将も務めさせていただ
きました。明豊は、野球以外のスポーツでも
全国トップレベルの選手が集い、互いに切磋
琢磨しながら成長することができます。
　また、信頼できる先生方や優しい先輩方の
存在も大きく、仲間と共に学校全体が強い絆
で結ばれています。勉強はもちろん、明豊祭
や、体育大会など沢山の行事もとても楽し
かったですし、甲子園でベスト４という貴重
な経験もさせていただきました。皆さんも夢
や目標に向かって努力してください。明豊な
ら、必ず実現することができます。

アドバンスコース卒業
（現 特別進学コース）

チャレンジコース卒業
（現 アクティブコース）

Pick up!

１週間の時間割（２年次） １週間の時間割（２年次）
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月 火 水 木 金 土
8：00～8：25 朝学習

1 理科 技術家庭 英語 技術家庭 体育
図書館
開放

（希望者）

2 美術 国語 音楽 体育 体育
3 国語 社会 国語 理科 国語
4 英語 数学 総合 数学 数学

昼休み
5 ＬＨＲ 理科Ｔ 理科 社会 英語Ｔ 図書館

開放
（希望者）

6 総合 英語 数学 道徳 社会
7 英語演習 数・国演習 放課後学習

月 火 水 木 金 土
8：00～8：25 朝学習

部活動
1 音楽 英語 数学 理科Ｔ 体育
2 国語 数学 理科 体育 体育
3 技術家庭 技術家庭 英語Ｔ 数学 数学
4 英語 社会 総合 英語 社会

昼休み
5 ＬＨＲ 国語 社会 美術 理科
6 総合 理科Ｔ 国語 道徳 国語

部活動
※国語演習（前期：週１時間）・数学演習（後期：週１時間）・英語演習（週１時間）では、発展的な内容を学習します。
※数学・英語は１年次より習熟度別に分かれた学習を行います。
※朝学習では国語・数語・英語のテストや新聞の感想書きなど曜日別に取り組んでいます。

※数学・英語は１年次より習熟度別に分かれた学習を行います。
※朝学習では５教科の小テストを行っています。

将来を見据えた学習に取り組む

豊かな心で文武両道をめざす



▶指導にあたっては、何事にも
失敗を恐れずチャレンジできる
場を与え、高校野球でも通用す
る技術力と人間力を向上させる
指導を行う。
▶生徒主体で、常に笑顔を絶や
さずに「練習は厳しいけど、楽
しい」と思える練習が毎日でき

▶指導にあたっては、指導者が
教えるだけでなく、選手に問題
解決の時間を与えている。
▶生徒主体で、毎日、全練習時
間３時間の内、最初の１時間を
選手自身が自分に不足している
と思うトレーニングや自分の得
意なプレーを伸ばす練習の時間

▶指導にあたっては、自主自立
の精神で物事に臨み、問題解決
能力を身に付けさせている。特
に、剣道競技は一対一の戦いで
最後は自分の努力を信じて捨て
きって打つしか活路を見出せな
いためである。
▶生徒主体で、厳しい稽古の連
続であるが、お互い自発的に励
ましあいながら、自ら進んで稽
古に取り組んでいる。また、稽
古後には、課題解決のため自主

▶指導にあたっては、スポーツ
を通じて生き方、態度教育、心
づくりの指導を旨としている。
自らの人生を切り開く勇気と実
行力（生きる力）を持った人、
自律型人間を育成する。
▶生徒主体で、心を強くする10
ケ条、各自がちょっと頑張れば
できること（例：トイレの掃除や

るようにする。
▶目標は、最大目標の「日本一」
を目指し、目の前の目標にワク
ワクして挑戦し、常に前進する
チームを作る。
▶チームの魅力は、喜びや楽し
さは２倍３倍に、悔しさや悲し
みはメンバーで分け合うことが
できるチームである。ライバル
でもあり仲間でもある最高の関
係を築くことができる。

にしている。
▶目標は、毎日、練習が始まる
までに個人の目標を設定させ、
ホワイトボードに書かせている。
練習終了時に３名を選び良かっ
た点を発表させている。
▶チームの魅力は、「一球一心」
をチームスローガンとし、全力
プレーを心掛け、シュート、ド
リブル、パス一つ一つに心を込
めてプレーしているところ。

稽古を各自が進んで行っている。
▶目標は、やるからには、どん
な大会でも常に一番。その姿勢
があるからこそ失敗したとして
も次へとつながる糧を見出すこ
とができている。
▶チームの魅力は、創部３年目
となり、全学年がそろう。恵ま
れた全国有数の強豪校に上り詰
めたところ。あとは日本一にな
るのみである。恵まれた環境の
中、中学・高校・大学とお互い
に切磋琢磨して競い合いながら
活動できている。チームワーク
も抜群である。あとは、日本一
になるのみである。

靴並べなど）10項目を自分で決
めて、１年365日やり続けてい
る。特別なことの実践より、で
きることの継続が心を強くする。
▶目標は、“意識改革”。生徒た
ちを信じ挑戦させ、その中から
学ばせる。（無名選手が日本の
トップになる）上には上がいる
ことを痛感し、誰にも負けない
自分の得意分野で勝負させる。
▶チームの魅力は、本気で戦い、
本気で勝負する本気のチームで
あるところ。

運動部 文化部Club Activity

明豊CLUB

【令和２年度】 第18回九州選抜軟式野球大会［３位］
【平成30年度】 大分県中学校新人軟式野球大会［優勝］
 第10回全日本少年春季軟式野球大会大分県予選［優勝］
 文部科学大臣杯第10回記念全日本少年春季軟式野球大会大分県予選［優勝］
 文部科学大臣杯第10回記念全日本少年春季軟式野球大会［出場］
【平成29年度】 第34回全日本少年軟式野球大会［ベスト８］

■卓球部
■軟式野球部
■バスケットボール部
■剣道部

■ソフトテニス部
■テニス部
■総合運動部

【令和２年度】
■富士山書き初め2021［特選］
■第88回全国書画展覧会　書写の部［特選］
■第65回記念毎日全国学生競書展［金賞］
■第66回青少年読書感想文全国コンクール［県優良賞］
【令和元年度】
■中学生の「税についての作文」［別府税務署長賞］
■第39回全国人権作文コンテスト大分県大会［奨励賞］
■全国小中学生書道チャンピオン大会［チャンピオン賞］
■第54回高野山競書大会［高野山管長賞］

■日本漢字能力検定［３級］
■実用数学技能検定［準２級］［３級］
■実用英語技能検定［２級］［準２級］
■毛筆書写技能検定［３級］
■硬筆書写検定［３級］
■ニュース時事能力検定［３級］…など

空手道・バドミントン・新体操
なぎなた・水泳  など

■ダンス・ソーラン部
■ESS部
■書道部
■茶道部

■華道部
■吹奏楽部
■インターアクト部
■科学部

■野外活動部
■軽音部
■文芸部

監督木原 裕飛

軟式野球部

監督石田 剛

男子バスケットボール部

平成31年創部
平成31年別府市中学校総合体育大会［団体優勝］
平成31年別府市中学校総合体育大会［個人１位～７位］
【令和２年度】 大分県新人戦剣道大会［団体・個人優勝］

監督岩本 貴光

剣道部

ソフトテニス部

【男子】 第49回全国中学校卓球大会［準優勝］
 第18回全国中学選抜卓球大会［準優勝］
 第17回全国中学選抜卓球大会［３位］
 第46回全国中学校卓球大会［団体準優勝］
 第７、８、９回全国中学選抜卓球大会［団体準優勝］
 第35回全国中学校卓球大会［団体優勝］
【女子】 第19回全国中学選抜卓球大会［３位］
 第15回全国中学選抜卓球大会［準優勝］
 第38回全国中学校卓球大会［団体準優勝］
 第39回全国中学校卓球大会［団体３位］
 第９回全国中学選抜卓球大会［団体準優勝］

監督藤本 賢司

卓球部

【令和２年度】 別府市新人ソフトテニス大会［団体・個人優勝］
 大分県ソフトテニス大会［団体３位］

資格・検定

各種表彰

年間スケジュールEnglish
Fun Fun
Day!

恒例となっているイングリッシュファンファンデー。
現在はコロナ禍の為中止となっていますが、状況が
落ち着き次第再開を予定しています。ワークショッ
プ形式で英語を使ったさまざまな活動を行うので生
徒たちはとても楽しんで一日を過ごします。たのし
みにしています当日は本校ALTの他に県内のALTや
英語を話す留学生がボランティアスタッフとして参
加しています。

© SoftBank HAWKS

福岡ソフトバンクホークス

「出会いそして
　　　夢の実現へ…」

今宮 健太
　私は明豊中学・高等学校での６年間、いくつかの目標を持って過ごしま
した。その数ある目標のうちの１つが「甲子園へ出場すること」でした。
素晴らしい指導者と、一生の絆で結ばれたチームメイトに出会い、在学中
はその目標を３回達成することができました。明豊中学校で学んだ精神は、
今の自分自身の根本的な礎になっています。今後の明豊中学校のさらなる
発展と活躍を心から願っています。
　また、自分の第一の夢であった“プロ野球選手になること”を実現させ
た今、福岡ソフトバンクホークスの日本一に貢献できるように、日々精進
を重ねています。皆さんも、明豊中学校の先生方の丁寧な指導のもとで、
夢実現のチャンスをつかんでください。

いま みや けん た

卒業生
メッセージ

【令和２年度】 大分県中学生新人バスケットボール大会［優勝］
 第1回大分県U15バスケットボール選手権大会兼Jr.ウインターカップ
 2020～2021第１回全国U15バスケットボール選手権大会［優勝］
 Jr.ウインターカップ2020～2021第１回全国U15バスケットボール選手権大会［出場］
 全九州中学生バスケットボール春季選手権大会大分県予選［優勝］
【令和元年度】 大分県中学生新人バスケットボール大会［優勝］
 全九州中学生バスケットボール春季選手権大会大分県予選［優勝］
 大分県U15バスケットボール選手権プレ大会兼全国U15
 バスケットボール選手権プレ大会大分県予選［優勝］
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4 入学式
新入生宿泊研修
新入生歓迎遠足

5 PTA総会
中間考査

6
市総体
職場体験学習
イングリッシュ 
ファンファンデー

7 期末考査
終業式
夏季セミナー

8 夏休み
夏季セミナー

9 明豊祭
体育大会

10 市新人戦
中間考査

11 修学旅行

12
音楽祭
期末考査
冬休み
冬季セミナー

1 百人一首大会

2 クラスマッチ

3
学年末考査
卒業式
終業式
春休み

入学式

明豊祭

職場体験学習

百人一首大会

修学旅行

体育大会


