
小値賀町は、本島を中心として、その周囲
に散在する大小 17 の島からなっています。
佐世保港からはフェリーで片道約３時間、
博多港からは約５時間の距離にあります。五島列島

小値賀町
佐世保港

長崎空港

福岡空港

博多港

長崎県

小値賀町はこちらです。

◎交通アクセス ※詳しくは各交通会社へお問い合わせください。
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地下鉄
10 分

徒歩
7分

タクシー 15 分
フェリー太古
５時間

高速船
２時間

フェリー
３時間

バス 17 分

JR特急2時間

高速バス 1時間 40 分

高速バス 1時間 40 分

ジャンボタクシー 55分

お問合せ先
小値賀町ふるさと留学協議会（役場 総務課内）
☎ 0959-56-3111 ／ soumuka@town.ojika.lg.jp
　　　　　 　    （8:30～17:15 土日、祝日、年末年始を除く）
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小値賀町は、長崎県五島列島の北部に位置する小さな島です。

豊かな自然と島民の人情の厚さで、島で暮らす全ての子どもたちを育み、

子どもたちの未来を夢に満ち溢れたものに築きあげています。
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平成２０年度から、「小中高一貫教育」に取り組んでおり、
小学校・中学校・高校が有する教育力を融合させ、教育
水準の向上を図りながら、子どもたちの夢の実現が図れ
る教育環境づくりを心がけ、１２年間の一貫した流れの
中で子どもたちの成長を見守っています。

小値賀町では、平成１６年に「幼保一元化構造改革
特区認定」を受け、平成１７年度から幼児教育施設
である幼稚園と児童福祉施設である保育所を一体化
し連動させながら事業を実施してきました。国の施
策より１０年も早く「幼保連携型」を行ってきたこ
とになります。
平成２７年度からは「幼保連携型認定子ども園」
として新たにスタートをさせました。

平成 27 年度から「小値賀こども園」となりました。
島民の方々に応援していただきながら、小値賀の
子どもたちを “島を大切にする子ども” となるよ
う大事に育てています。

平成 25 年に小学校と中学校の合同校舎が完成。
小学校１年生から中学校３年生までが同じ校舎で
学んでいます。

●小中学校の合同校舎です。

普通科を有する県立高校です。
進学・就職と文系・理系のグループ分けを行い、
夢の実現に向けた教育を展開しています。

小値賀島の南西に位置する大島にあります。
極小規模校で温かな地域の方々に囲まれ、一人ひとりに
合った教育をしています。

一人ひとりの夢の実現
小中高一貫教育・全体目標

・教育に対して協力的な地域風土
・素直な子どもたち
・豊かな自然環境
・健全育成を支える人的環境

・過疎化少子化による児童生徒数の減少
・学校規模の縮小に伴う職員数の減少

小値賀
の

特色

小値賀
の

課題

０ ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6　歳 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ・ 12　歳 13 ・ 14 ・ 15　歳 16 ・ 17 ・ 18　歳

生徒がデザインした、
小中高一貫教育の
ロゴマークです。

あなたはどんな夢をもっていますか？
その夢に向かって歩んでいますか？
ここ小値賀では、あなたの夢をかなえるため、
励まし、鍛え上げ、支えます。

小値賀地区 小中高一貫教育

各校種の特徴を
有機的に活かした
学校行事 校種を超えた

相互乗り入れ
授業

12年間を通した
教育課程の
編成

先輩達に憧れ学んでいくなかで、
「思いやりの心」「ふるさと小値賀を
愛する心」「リーダーシップ」が
着実に育まれています。
自信をもって次のステージへと
進んでいきます。
この自信は、小値賀町の明るい
未来へと繋がることでしょう。　

小値賀島

大島

町営船にて
約10分で到着

ほくしょうにし



　 はじめに ...
地域の皆さんに支えられながら、いろいろな体験を通して、子どもたちをたくましく育てていきます。
平成 28年度からは、子育て世帯への支援として、保育料軽減事業が実施され保育料が無償化となり、給食費のみの負担と
なりました。
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小値賀町立
小値賀こども園

　 年間スケジュール

　 定員

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1月 2月 3月10月 11月 12月

・入園式
・交通安全教室

◆ 毎月開催
・体位測定
・避難訓練
・誕生会

・交通安全教室
・保育参観
・歯科検診

・１号認定児夏休み
・芋ほり
・尿検査

・発表会
・まめまき
・体験入学

・園児募集
・もちつき大会
・クリスマス会

・歯の衛生指導
・親子遠足
・内科検診
・尿検査

・交通安全教室
・運動会

・プール開き
・老人ホーム訪問
・お泊り保育

・内科検診
・弁当の日
・就学前健診
・防火パレード
・交通安全教室

・交通安全教室
・防火パレード
・ひな祭り
・卒園式

保
健
士
の
方
も
優
し
く

島
で
の
子
育
て
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
ま
す
。

１号認定 ... 20 名
２号認定 ... 35 名
３号認定 ... 32 名
合計 ........... 87 名

❶育児サークル　～バンビちゃん～
季節に合わせた行事や、お菓子づくりなどを楽しみます。楽しむだけでなく、
ママや子ども達も参加するので交流にもなります。

❷子育て広場　～ぴよぴよ～
ママと子ども達の交流に加え、講師を招いてのヨガ教室やベビーマッサージ
などもあります。

移住・転入されたママの安心できる交流の場となっています♪

子育てに奮闘する
ママ向けのサポート
も充実しています！

おぢかでの
子育てについて
ー保護者の声ー

都会の保育園では大き
な声や音を出すのも難
しいそうですが、小値
賀では元気な声が 1km
先まで響いています。

運動会やもちつき大会
などで保護者はもちろ
ん、地域の人たちも一
緒に取り組んでくれる
ところが素敵です。

人口は減っても、子ど
もの数が減っていない
ことが凄いと思います。
保育料が軽減されてい
るので、家計が非常に
助かっています。

採ったどー！

芋ほり楽しい！

体験入学では、

小学校のお姉さん

と一緒に勉強♪

みんなと毎日

楽しく過ごしてます♪

重いけど

協力して運ぶぞ！

上手に切れる

かな～



　 小学校の様子と育成方針
児童は素直で優しい子が多く、他の学年とも仲良く遊ぶ姿がよく見られます。少人数指導によりしっかりとした学力を保障
することはもちろん、中学校・高校からの教師の乗り入れ、中高生や地域の方を招いた授業など、他の地区にはない教育の
実践を行っています。
落ち着いた雰囲気の中で、根気強さや様々な人の考えを受け入れ、よりよく関わろうとする社会性、堂々とした表現力など、
質の高い学力の育成を目指しています。
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小値賀町立

小値賀小学校
小値賀小学校大島分校

小中高の教職員の教科における
専門性を活かし、児童・生徒の
学力向上を図っています。

小学校に乗り入れている教科
・音楽/英語/理科/体育（中学校）
・英語（高校 ALT）

新入生の入学を温かく歓迎し、学校、学年、
学級の親睦を深めながら、校種を超える交
流を持つことで、小中高一貫教育校である
意識を高めることができます。
野外活動を通して、学校内では得られない
自然とのふれあいを体験しながら、集団行
動の大切さを学びます。

小学生と中学生が縦割り班を構成し、合同
で練習を行います。中学生がリーダーシッ
プを取り、小学生にアドバイスを行ったり、
互いに目標を決めて競い合ったりすることで、
小中学生ともに意欲的に活動しています。

地域の方々のご協力のもと、小値賀でとれ
たアジを使ってかまぼこ作りを行います。
中学生がリーダー役となって、小値賀の自
然のありがたさと、食材の良さを勉強しな
がら、小値賀の伝統料理を学びます。
小学生は中学生の頼もしさに憧れを持ちます。

６年生が「ふるさと小値賀」を
テーマに写真撮影を行い、カレ
ンダーを制作します。
小値賀の良さが詰まったカレン
ダーは、地域の方々にも好評です。

高校生がリーダーとなって小中
高の児童生徒で海浜清掃を行っ
ています。
ボランティア活動を通して、勤
労・奉仕と郷土を大切にする心
をやしなうほか、環境問題への
意識を高めています。

前期（小１～小４）・中期（小５～
中１）・後期（中２～高３）の３つ
に分かれ、児童生徒の成長課題
に応じたテーマで人権について
学習しています。
自分とは異なる立場の人々を正
しく理解し、人間尊重の精神を
育みます。

　 大島分校の特色ある教育

●一人ひとりの成長に　
　合わせた少人数指導

●ふるさと「大島」を
　誇りに思う心の育成

●小さくともあたたかさと
　潤いのある教育環境作り

●地域・保護者との連携を
　深める教育活動の推進

　 年間スケジュール

　 小中高一貫教育での取り組み

独自の教育
・小中高合同遠足 ・アジかまぼこ作り・小中合同ロードレース大会

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1月 2月 3月10月 11月 12月

・入学式
・1学期始業式
・小中高一貫合同遠足
・田植え（5年生）

・公開授業ウィークス
・アジかまぼこ作り
　（小 3・中 3合同）　
・ところてんづくり（4年生）

・８/９平和集会 ・宿泊学習（5年生）
・研究授業ウィークス

・人権学習会
・イングリッシュデー
　(小５・６、中全、高全 )
・２学期終業式

・家庭訪問
・運動会

・2学期始業式
・夏休み作品展　
・修学旅行（6年生）　

・小中高一貫海浜清掃
・1学期終業式
・水泳教室（夏休み）

・特技発表会 ・３学期始業式
・小中合同ロードレース大会

・お別れ集会
・卒業式
・修了式

・小値賀カレンダー作り ・乗り入れ授業・海浜清掃 ・人権学習会

❶ ～よりみち塾～
放課後子ども教室推進事業として「よりみち塾」を平日に開催
しています。地域のアドバイザーに入っていただき、学校帰り
の子どもたちの勉強を見ていただいたり、遊びを教えてもらっ
たりしています。

❷ ～たのすくクラブ～
保護者が仕事等で昼間家庭にいない小学生（放課後児童）に対し、
放課後に「たのすくクラブ」では遊びや勉強の場を提供しています。

放課後の
サポートも
充実しています！



　 中学校の様子と育成方針
自分で考え、正しく判断し、最後までやり抜くことを目標に、日々、生徒はがんばっています。学習面では、先生方による
個に応じた指導を受けて、帯タイムや家庭学習にも、自ら求めて学ぼうとする姿勢でのぞみ、国や県の学力学習状況調査でも
常に好成績をあげています。生活面では、学校行事や日常生活、あるいは放課後の部活動を通して、心を高め、たくましく
生きていくことを目指しています。
小さな学校ですが、小値賀の子は小値賀で育てるという地域の気運と伝統とも言える小中高一貫教育の中で、夢や憧れを
抱いて努力し、郷土を愛する生徒が育っていくことを願っています。
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小中高の教職員の教科における
専門性を活かし、児童・生徒の
学力向上を図っています。
中学校に乗り入れている教科
・数学（小学校）　
・英語（高校 ALT）
・家庭（高校）

小学６年生と中学１年生が一緒
に授業を行います。　　
小学校から中学校へスムーズな
移行ができるよう、学習の仕方
やものの見方、考え方などを学
びます。（英語・国語）

中学３年生が高校の学習方法を
学ぶため、高校の教員が主とな
り授業を行います。
高校入学前から生徒の実態を把
握することができ、入学後の指
導方針に活かすことができます。
つなぎ実施教科（英語・数学）

中高合同で協力して体育祭を行
い、連帯感をもって取り組んで
います。
中学生・高校生の規律ある態度
と気品ある体育祭です。

「心」「技」「体」「考」「動」この５つ
は軟式野球部が心がけているもので
す。意識を白球に集中させて、毎日
練習に取り組んでいます。練習や試
合の経験を大切にし、人として成長
できるようにがんばっています。

バドミントン部は、勉強も部活も両立できる
よう、日々の生活を頑張っています。
少ない人数ですが、試合でよい結果を出せる
ように、お互いのアドバイスと感謝の気持ち
を忘れず、これからも頑張ります。

陸上部は、少ない人数ですが、お互いに声を
かけあい励まし合いながら、大会での入賞を
目標に練習を頑張っています。部のモットー
は「凡事徹底」です。小値賀を元気にするた
めにこれからも頑張ります。

中総体で県大会に進出することを目標に、一流
の生徒を目指して頑張っています。島外の試合
でも自分たちらしいプレーをするために、どこ
でも誰にでも元気のよい挨拶を心がけていま
す。“値中旋風” 巻き起こします！！

体育祭や学習発表会などの学校行事のみに
限らず、町民文化祭や消防出初式など町の
行事でも演奏させていただいています。人
数も楽器編成も十分ではないかもしれませ
んが、どんな状態でも誰かの心に響く音楽
を追及しています。

　 部活動の紹介

軟式野
球部

陸上部

吹奏楽
部

ソフトテ
ニス部

バドミン
トン部

つなぎ授業、乗り入れ授業、合同教科などの取組は、中１ギャップ・高１ギャップ
のない、子どもたちが安心して学習できる環境づくりにも繋がっています。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1月 2月 3月10月 11月 12月

・入学式
・1学期始業式
・小中高一貫合同遠足
・家庭訪問

・公開授業ウィークス
・スケッチ大会
・市中学校体育大会
・アジかまぼこ作り（小3・中3合同）

・８/９平和集会

・市中体駅伝大会
・授業参観
・研究授業ウィークス

・授業参観

・人権学習会
・イングリッシュデー
　(小５・６、中全、高全 )
・２学期終業式

・職場体験学習
　（２年生）

・2学期始業式
・中高合同体育祭
・野外宿泊学習
　（２年生）　

・修学旅行（３年生）
・小中高一貫海浜清掃
・1学期終業式

・学習発表会 ・３学期始業式
・新入生説明会
・小中合同ロードレース大会

・卒業式
・公立高校入試
・修了式

　 年間スケジュール

　 小中高一貫教育での取り組み

・中高合同体育大会 ・合同教科・つなぎ授業 ・乗り入れ授業

独自の教育

授業の中に
ICT機器を導入
しています！
  - 小学校・中学校 -

● ICT 教育とは ...
ICTとは簡単に言えばイン
ターネットやタブレットな
どのデジタル技術のことで
す。小値賀町では義務教育
の早い段階から ICT を取り
入れることで、情報活用能力
を育成することが望めます。

● 授業風景



　 高校の様子と育成方針
生徒たちは、学習、学校行事、部活動などで明るく生き生きと過ごしています。1学級 10数名、全校生徒 40数名という
少人数の集団だからこそ、一人ひとりがそれぞれの場面での主役です。時には一人何役でもこなすため大変ですが、いろ
んな体験を通して成長します。
職員は生徒一人ひとりをよく見て理解に努めながら指導します。多様な進路希望の実現に向けては、少人数の授業や一人
ひとりにあったきめ細やかな学習指導を基に自ら学ぶ姿勢を育てています。
以下の特徴があるからこそ、進路希望率 100%を目標に掲げ、毎年高い達成率を誇っています。
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◆平成 28年度　
・国公立大学　　　　　　
　　熊本大学、佐賀大学　
　　長崎大学、長崎県立大学
・私立大学
　　長崎国際大学
・短期大学
　　九州龍谷短期大学
　　愛知文教女子短期大学
・大学校
　　長崎県立農業大学校
・専修学校（各種学校）
　　長崎県立佐世保高等技術専門校
　　麻生外語観光＆製菓専門学校
　　福岡建設専門学校 
　　中村調理製菓専門学校

◆平成 28年度　
・民間企業
　　株式会社デンソー（愛知）

◆平成 27年度　
・民間企業
　　有限会社富貴屋（長崎）
　　株式会社デンソー（愛知）
・公務員就職
　　海上保安学校（京都） 
　　自衛隊航空学生（海上自衛隊）（山口）

◆平成 26年度　
・民間企業会社
　　医療法人宏徳会　安藤病院（愛知）
　　株式会社デンソー（愛知）
　 　トヨタ自動車株式会社（愛知）
　　ダイハツ工業株式会社（大阪）
・公務員就職
　　自衛官候補生（陸上）（大村）

◆平成 27年度　
・国公立大学
　　佐賀大学、長崎大学　
・短期大学
　　長崎短期大学
・専修学校（各種学校）
　　長崎県立佐世保高等技術専門校
　　医療ビジネス専門学校
　　福岡リゾート＆スポーツ専門学校 
　　平岡学園　平岡調理・製菓専門学校  

◆平成 26年度　
・国公立大学
　　九州大学、熊本大学、佐賀大学
　　長崎県立大学
・私立大学
　　日本福祉大学、純真学園大学
　　九州産業大学、岐阜聖徳学園大学
・短期大学
　　中村学園短期大学

進路に応じた選択授業を多く取り入れていま
す。少人数に分かれての授業 (国語・数学･
英語･食物･器楽などからそれぞれ選択 )です
から、一人ひとりに目が行き届き、それぞれ
の能力を引き出す授業をしています。

北松西高校野球部の最終目標は甲子園
での優勝です。練習を通して体力・精
神を鍛え、礼儀を学んでいます。部員
の絆の強さには自信があります。一緒
に闘志あふれるプレーをしましょう。

少人数ですが、地域の方々や顧問の先生方に練習に
参加してもらうなど、たくさんの方々の協力を得て、
活発に活動しています。目標はインターハイに出場
することです。応援よろしくお願いします。

各種目ごとに日々練習を積んでいます。それ
ぞれの種目はもちろんのこと、年2回の駅伝
で 20 位以内を目指して、チーム全体で士気
を高め合い、頑張っています。

少ない人数で日々練習を頑張っています。地域
の方も部活動を応援してくださり、一緒に
活動をすることもあります。きつい練習の後で
も笑顔を忘れず、楽しく練習をしています。

少人数ではありますが、明るく元気に
頑張っています。また、隣島の宇久高
校と合同で定期演奏会をしたり、小値
賀中学校の生徒と一緒に町の行事で演
奏するなど、部員以外とも音楽や絆を
紡いでいます。

小中高の教職員の教科に
おける専門性を活かし、
児童・生徒の学力向上を
図っています。

高校に乗り入れている教科
・美術（中学校）

２年進級時に、進学･就職と文系･理系の大まかなグループ分けを
行い、志望に応じた教科･科目を選択･履修します。

・進学希望者
放課後補習、夏季･冬季補習を開講し、全国模試を利用してその実力を
測ります。
 ・公務員希望者
専門学校講師を招いて、公務員試験の現状、学習方法についての説明
会を開催します。2年次から試験対策の添削指導、公務員模試を実施
します。
 ・専門学校･就職希望者
３年次より面接における作法、一般･専門分野の質問に対する受け答え
の指導を行います。

中学校と連携しながら、基礎基本の学力を徹
底させます。また、定期考査前には補充指導
を行っています。

ほくしょうにし

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 1月 2月 3月10月 11月 12月

・入学式
・1学期始業式
・小中高一貫合同遠足

・高総体
・８/９平和集会
・２学期始業式

・人権学習会
・２年修学旅行
・２学期終業式
・冬季補習

・朝学タイム開始 ・中高合同体育祭
・朝学タイム開始　

・小中高一貫海浜清掃
・1学期終業式
・夏季補習
・２年インターンシップ

・西高祭
・生徒総会

・３学期始業式
・３年魚おろし郷土料理体験

・卒業式

　 主な年間スケジュール

　 特徴
❶ きめ細かい学習指導！

　 進路状況

❸ 進路選択の幅広さ！

❷ 基礎学力の重視！

　 小中高一貫教育での取り組み

　 部活動の紹介

・乗り入れ授業

独自の教育

就 職進 学
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❶ 保育料の無償化
小値賀こども園の保育料を全額補助しています。
（実質無料）給食費のみの負担となります。

❷ 給食費の助成
小値賀小中学校 (大島分校を含む ) の給食費を
町が一部補助しています。

❸ 教材費の無償化
小・中学校で使うテストやドリル、図工の教材に至るまで全ての教材費を町が負担しています。

❹ 各種検定料の無償化
中学校でチャレンジする英検・数検・漢検の検定料（1人につき２回分）を町が負担しています。

❺ 部活動遠征費の補助
中学校・高校の部活における島外遠征費の
一部を町が負担しています。

❼ インフルエンザ予防接種の助成
年齢に応じて予防接種における経費の一部を町が負担しています。
個人負担金（１回） ☞    1 歳～12 歳 ... 500 円　　13 歳～18 歳 ... 1,000 円
　　　　　　　　　　 19 歳～64 歳 ... 2,000 円　 65 歳～74 歳 ... 1,000 円　 75 歳以上 ... 無料

❽ こども医療費の助成
小学校１年生から中学校３年生までのこどもが医療機関などで保険診療により入院または通院し
た場合の医療費について一部負担金を助成しています。
【助成内容】
　病院１か所につき、１か月分の医療費から以下の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
　・１か月の受診日数が１日・・・・・・・800 円
　・１か月の受診日数が２日以上・・・・・1,600 円
　院外処方により、薬局で支払った薬代については全額助成。
　高額医療費や附加給付金など健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。

❻ 野外宿泊学習費の補助
小学校・中学校の野外宿泊学習における
経費の全額を町が負担しています。

保護者負担の軽減 小値賀町では、島の宝である子どもたちを育てるために、
町費により保護者負担の軽減を行っています。

◆その他に、就学援助制度や奨学金制度を行っておりますので、詳しいことは小値賀町教育委員会へお尋ねください。

町民の一人ひとりが、郷土及び国家社会のにない手として、その責任を
自覚し自ら生涯を通じて学び、すぐれた知性と創造力を身につけ、
たくましい心身と実践力をもち、地域連携に富む個性豊かな町民の育成
を図る。
このため、教育にたずさわる者は、自らの識見を高めるとともに、使命感に
徹し、深い教育愛と豊かな指導力を養い、互いに相和して、本町教育の
充実と発展に努める。

基本目標 ❶　幼児教育の充実

主要施策
⑴幼児教育の質の向上
⑵認定こども園の運営
⑶幼児教育と小学校の連携

乳幼児も健全な心身の発達と生涯に
わたる人格形成の基礎を培います。

基本目標 ❹　文化の振興と継承

主要施策
⑴世界遺産登録に向けた環境整備
⑵文化財及び重要文化的景観の
　保存と活用

郷土の伝統文化を受け継ぎ、文化財
の保存・活用を図ります。

基本目標 ❸  社会教育・社会体育の充実

主要施策
⑴生涯学習活動の充実
⑵おぢかっ子の健全育成
⑶高齢者の生きがいづくり

互いに学び合い、高め合い、支え合う
生涯学習を推進します。

基本目標 ❷　学校教育の充実

主要施策
⑴確かな学力の育成
⑵豊かな心の育成
⑶健やかな体の育成
⑷小中高一貫教育の充実と
　幼小中高一貫教育の実現
⑸教育環境の整備

確かな学力・豊かな心・健やかな体
を育成します。

小値賀町マスコットキャラクター
「ちかまるくん・はなちゃん」

　 小値賀町教育方針

　 基本目標と主要施策


