


高等学校等において、先進的な理数教育を実施する
とともに、高大接続の在り方について大学との共同
研究や、国際性を育むための取組を推進します。
また創造性、独創性を高める指導方法、教材の開発
等の取組を実施します。

未来の創り手となる「たくましき前進者」の育成

本校は、平成24年度より5年間(第1期)、平成29年度よりさらに5年間(第2期)
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けています。

ＳＳＨとは

鞍手高校ＳＳＨでは

本校ＳＳＨの研究開発課題は『未来の創り手となる
ために必要な資質・能力を育む「たくましき前進者
プログラム」の開発』です。そのため本校ＳＳＨの
活動を通して以下の力（たくましき７つの能力）の
育成をしていきます。
≪基礎的な力≫
①基礎知識 ②幅広い基礎力
≪中核的な力≫
③探究力 ④人間力
≪実践的な力≫
⑤批判的思考力 ⑥創造的思考力 ⑦協働的思考力

鞍手高校ＳＳＨで育成する力

そのためのＳＳＨ教育の柱

ＳＳＨ活動を進めていくための３つの柱があります。
１ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
２ 思考力・判断力・表現力を育成する課題研究の充実
３ 課題研究と連携した体験型プログラムの充実



教科 育成領域 育成能力 手立て
国語 ②幅広い基礎力 言語スキル 文章要約（文章の全体像を大きく捉える）の基盤をつかませるために、短い

評論文を多読させ、内容の確認・整理を相互添削させる。

国語 ③探究力 総合的表現力 説明力養成シートを用いて、他者評価を活用しつつ、繰り返し記述すること

で、自己の言語構造を調整し、適切に表現する力を養う。

地歴公民 ⑤批判的思考力 批判的思考力 ２班に分かれてディベートを行い、他者の意見を聞くことで、自分の意見と

の相違点を明確にさせて、相手を説得する力を養う。

地歴公民 ③探究力 論理的思考力 身近なモノの歴史について調査、発表することにより、それらに対する興味

関心を高めるとともに、質疑応答を通じて歴史的思考力の涵養や深い学びを

導く。

数学 ⑤批判的思考力 批判的思考力 生徒に演習問題を解かせ、それを板書させて説明させることによって、より

深い理解と、自分の考えを分かりやすく相手に伝える能力や互いが他者の考

えを批判的に聞く能力を育成する。

数学 ⑦協働的思考力 協働的思考力 発問し、答える生徒を指名する前に、その発問の解答について周囲の生徒と

協議させる。

理科 ⑥創造的思考力 創造的思考力 物理のシュミレーションソフトを用いて、力学分野の問題をアニメーション

にして、問題演習の最初にその動画を見せることで、物体の複雑な運動も頭

の中で造りだせるようにする。

理科 ➃人間力 感受性 自分自身が生物的存在であることを自覚したり、生命の神秘性に触れたりす

ることができるような実験を計画・実施する。

英語 ➃人間力 積極性 各授業で、新出単語や文法を活用する言語使用場面をできるだけ多く設定し、

ペアワークまたはグループワーク時に生徒がそれらを工夫しながら使用し、

自分の気持ちを相手に伝える機会を設ける。

英語 ➃人間力 コミュニケー

ション力

１分間スピーチ及び９０秒トークを毎時間の初めに実施することで、自発的

な英語のやり取りを持続させる能力の育成を目指す。

保健体育 ③探究力 課題発見力 課題研究の場を設定し、計画を明確に示すことで見通しをもって生徒が発表

原稿を作成できるようにする。

家庭 ②幅広い基礎力 実技スキル 実技における自己の課題を認識させるために、基礎縫いを学習した後、その

応用として作品製作に取り組ませる。

主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善

平成３０年度授業改善実施例

従来型の授業を発展させるとともに、新入試に対応
すべく、主体的・対話的に深い学びを提供するため、
全職員で授業改善に取り組んでいます。

英語でのディスカッションを
取り入れた授業

鞍手ＳＳＨ事業 Kurate SSH Project

生徒による説明を多く取り
入れた授業

実験を多く取り入れた授業

英語イマージョン授業①
（英語で行う国語の授業）

英語イマージョン授業②
（英語で行う世界史の授業）

遠隔授業システムにより
海外と接続した授業



思考力・判断力・表現力を育成する
課題研究と体験型プログラムの充実

鞍手ＳＳＨ事業 Kurate SSH Project

鞍手高校の生徒は全員課題研究を行っています。課題
研究とは、研究テーマについて実験、観察等を行い、
その課題を解決していく探求型の学習です。また課題
研究をさらに発展させ深めていくために、学年ごとに
様々な体験をしていきます。

普通科 General Course

第１学年
ＳＳ科学探究基礎

第２学年
ＳＳ科学探究Ⅰ

第３学年
ＳＳ科学探究Ⅱ

課題研究を行う上で必要な物理・化学
・生物・地学の基礎知識を科目を横断
したかたちで学習します。

物理・化学・生物・情報工学・工学等
の研究テーマ別に分かれて課題研究を
行い協働的思考・創造的思考を育成し
ます。

現代社会探究 体験型プログラム
普通科サイエンスリサーチ

体験型プログラム
鞍手高校課題研究発表会

課題研究発表会に向けた研究内容の精
選や、研究活動を通して養った能力を
更に伸ばすための口頭論述型学習等を
行います。

人口問題・資源エネルギー問題・労働
問題・地域活性化の４つの班に分かれ
課題研究を行い、地域や世界の課題に
ついて研究を行います。

課題研究のテーマ別に、大学の先生に
よる講演会を実施します。講演会後は
大学の先生から、本校で行っている
課題研究について指導してもらいます。

３年生が課題研究の内容を１・２年生
また外部に向けて発表します。教室ブ
ースとステージにて発表を行います。

卒業生の声①

普通科課題研究【研究テーマ一覧】※各研究論文は鞍手高校ホームページに公開しています。

私は３年間を通して生徒会活動やその他の校外活動などに積極的に参加してきました。その中の１つにＳＳＨ課題研究発
表がありました。そこで自分たちが興味をもったテーマを１つ設けそれについて１年間を通して研究しました。ちなみに
私たちの班は「バントでホームランは打てるのか」というテーマのもとで研究しました。この経験は、大学受験の時にと
ても役立ちました。鞍手高校の強みの1つはＳＳＨ・ＳＧＨ課題研究が挙げられます。他校の人が体験できないようなも
のを学校の通常授業の中で経験できることは大学入試でも有利に働くことが多いので、自分の夢を掴むため、進路を切り
拓くためにも積極的に取り組んでください。

71期 八尋太嗣（赤池中学校）九州工業大学 情報工学部 情工Ⅰ類 合格

卒業生の声②
私はＳＳＨ課題研究で数学に関する研究を行いました。この課題研究では同じグループでメンバーと話し合いをすること
で、今までは思いつかないような角度から思考する力を身に付けることができました。これは、数学において最も大切な
力だと私は思っています。また研究発表会では、他のグループや先生方の意見を聞く機会があり、よりその力がつき、自
分の能力に自信がつくようになります。このような活動が不得意な人も多いかもしれませんが、不得意な人も、得意な人
も、自分の進路や夢にとって必ずこの先役立つ活動なので、是非積極的に取り組み、夢を見つける、そして夢を叶えるた
めの第一歩にしてください。

71期 木原 宏樹（宮若東中学校）九州大学 理学部 数学科 合格

「現代に黄金比が残っている所以」（数学班）、「僕らが愛する比」（数学班）、「赤と黒の確率」（数学班）、
「～運～２５枚のカード！！」（数学班）、「光が植物に与える影響について」（生物班）、「学校に役立つロボットの作成」（工学班）

平成３０年度普通科課題研究 最優秀賞 「中学生向け学校紹介ＲＰＧの作成」（情報工学班）



理数科 Science and Mathematics Course

第１学年
ＳＳ理数探究Ⅰ

第２学年
ＳＳ理数探究Ⅱ

第３学年
ＳＳ理数探究Ⅲ

課題研究を行う上で必要な物理・化学
・生物を実験を通して学び、２年生で
行う課題研究のテーマ決めを行います。

物理・化学・生物・数学の４分野で課
題研究を行い協働的思考力・批判的思
考力・創造的思考力を育成します。

体験型プログラム
理数科サイエンスリサーチ
(東京・筑波研修）

体験型プログラム
鞍手高校課題研究発表会

課題研究発表会に向けた研究内容の精
選や、研究活動を通して養った能力を
更に伸ばすための口頭論述型学習等を
行います。

課題研究に関する講演を福岡教育大学
と広島大学の先生に本校に来ていただ
き、年間４回実施します。

筑波学研都市と東京で最先端科学技術
施設を見学します。

卒業生の声

体験型プログラム
アドバンスリサーチゼミ
(福岡教育大学研究室体験)

体験型プログラム
理数科ＳＳＨ講演会

体験型プログラム
理数科グローバルリサーチ
（海外研修）

福岡教育大学の研究室に１日配属され
大学での研究活動や授業等を体験しま
す。

課題研究の成果を海外の高校・大学で
発表し、現地でのオーロラ観測等の科
学研修も行います。研修先はフィンラ
ンドです。

理数科課題研究【研究テーマ一覧】
鞍手高校はＳＳＨ・ＳＧＨに指定されており、課題研究や県外

研修を通して、「研究」というものに触れる機会が多く与えられ
ます。３年間理数科での研修の中で特に心に残っているものは、
２年生の８月に実施した東京・筑波研修です。この研修では、日
本の科学技術の最先端の研究を直に感じ、学ぶことができました。
どのようなものかを言葉で表すことは難しいですが、私が住んで
いる所では、体験したくても絶対にできないとても貴重な機会だ
ったと思います。実際私も、この研修を経て情報工学の道に踏み
出そうと考えるようになりました。鞍手高校にはこのような、将

来の夢や希望を持つためのとなる機
会がたくさんあります。それらの経
験を通して、本当に進みたい道を自
分で見つけてください。

71期生 理数科 小野 太士
（直方第三中）

九州工業大学 情報工学部
情工Ⅰ類 合格

３年生が課題研究の内容を１・２年生
また外部に向けて発表します。教室ブ
ースとステージにて発表を行います。

全８テーマ ※各研究論文は鞍手高校ホームページに公開しています。
「高校生における音楽によるリラックス効果の研究（生物）」
「天然物による害虫排除の研究（生物）」
「麹菌とヒトのアミラーゼによる糖化の比較（化学）」
「一価の銅イオンの挙動（化学）」「Would you mind smell（化学）」
「バンパーの形状における力学的考察（物理）」「音で消火しましょうか（物理）」
「無意識における選択行動の類似点（数学）」

体験型プログラム
理数科サマーセミナー
（企業・研究所研修）

平成30年度理数科課題研究最優秀賞
「バンパーの形状における力学的考察」

江田龍信（後藤寺中）
千々和拓翔（木屋瀬中）
立石将都（鞍手中）
持丸祐多（直方第二中)

高校で学んだ知識を大学の実験実習で
発展させた後、実際に研究開発してい
る企業で研修を受けます。今年度は
「石けんの化学」が研修テーマです。



鞍手の理数科とは

鞍手高校理数科 Science and Mathematics Course

鞍手高校理数科は平成７年４月に設置され、平成３１年度
には２５期生の新入生を迎えることができました。毎年、
１クラス４０人の募集を行い、各学年の１組が理数科です。
設置当初から普通科とは違った教育課程で、理科・数学と
いった理系科目に重点を置いたハイレベルな授業を展開し
ています。九州大学を始めとした、全国の難関校への進学
者も多く、地域に信頼される理系分野で活躍する人材育成
を目指しています。

普通科との違い

普通科と比べ理科や数学がより多く学べる課程となっています。
「理数数学」のような特別な科目でより高度な内容が学べます。
ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を受け、学校
独自の科目である「ＳＳ理数探究」「ＳＳ科学英語」を設定する
など、先進的な理数教育を実施しています。
また、理系科目の授業が多く、実験実習などの時間も多く取れま
す。ティームティーチング（１科目の授業に複数教員が対応）制
等を取り入れたきめ細かな対応で授業の進度も早く、定期考査も
普通科とは違った内容で評価します。

鞍手高校の理数科では、理系分野において特色ある様々な体験をする
ことができます。課題研究を通して、役立つ研究の基礎や協調性を学
べ、また理数科研修では、最先端の技術に触れることができます。こ
れらの体験は、自分の将来のイメージや進路選択などに大いに役立ち
ます。また、理数科は3年間クラス替えがなくクラスメイトがかけが
いのない友達となります。私は、レベルの高い仲間と切磋琢磨しお互
いを高め合うことで３年間頑張り抜くことができました。勉強はもち

ろん、部活や学校行事も全力でできることが鞍
手高校の良さです。ぜひ鞍手高校理数科で最高
に充実した３年間を楽しんでください。

７１期生理数科 吉村優作
（宮若東中）

九州大学 工学部
物質科学工学科 合格

僕が中学生のとき、鞍手高校の理数科を志望した理由は、理科が好き
だったからです。でも、僕は本当の理数科を理解していませんでした。
理数科とは、実験や観察などが多いだけでなく、大学へ訪問して詳し
い研究を行う他に、理数科研修での企業見学や研究所訪問などは理科
好きの僕には興奮と驚きの宝庫でした。また、2年次では、理数4科目
の好きな科目をグループに分かれて約1年かけて研究することができ
ます。僕は数学を研究していましたが、普段苦手だった数学を様々な

視点から考えることによって、新しい楽しさ
を見出すことができました。こういった多種
多様な経験は鞍手高校の理数科でないとでき
なかったと思います。鞍手高校の理数科で本
当に良かったです。

７１期生理数科 桒丸銀二郎
（直方第二中）

鹿児島大学 医学部 保健学科
作業療法専攻 合格

理数科進学実績（過去３年間）

鞍手理数科 卒業生の声

九州大学 １名 九州工業大学 ２名
山口大学 ２名 福岡教育大学 １名
宮﨑大学 ３名 電気通信大学 １名
佐賀大学 １名 鹿児島大学 ２名
神戸市外国語大学 １名など

合計１６名が国公立大学に合格しました。

71期生(平成30年度卒業)
理数科進路実績

理数科過去４年間の進路実績

名古屋大学 １名 大阪大学 ２名
九州大学 ９名 筑波大学 １名
九州工業大学１６名 熊本大学 ６名
福岡教育大学 ３名 岡山大学 １名
長崎大学 ５名 山口大学 ８名
鹿児島大学 ５名 佐賀大学 ２名
大分大学 ７名 富山大学 １名
宮崎大学 ６名 愛媛大学 ２名
神戸市外大 １名 電気通信大１名
北九州市立大学５名など

合計８９名が国公立大学に合格しました。
また、私立大学も東京理科大学、同志社大学、
立命館大学、福岡大学等の大学に多数合格者
を出しています。



鞍手ＳＳＨ部 Kurate Science Club

鞍手のＳＳＨ部

本校では科学部のことをＳＳＨ部と呼び、理数科の生徒を
中心に運営しており、研究活動を行っています。研究活動
の充実を図りながら、科学コンテストへの参加を通して科
学的な思考力やプレゼンテーション力を育成するとともに、
地域コミュニティプロジェクトとして、地域の理科教育の
発展にむけた活動を行っています。

科学系コンテストへの参加

大会名 結果

高大連携課題研究発表会in北九州2018(九工大戸畑)
口頭発表の部 最優秀賞
ポスター発表

SSH生徒発表会 ポスター発表（化学班）

サイエンスインターハイ＠SOJO ポスター発表(化学班)

第15回高校化学グランドコンテスト ポスター発表

理数科課題研究発表大会 福岡県大会 口頭発表（物理班）

第１６回坊っちゃん科学賞 ２つの論文が入賞

第３３回福岡県高等学校総合文化祭自然科学
部門 福岡県大会

口頭発表の部 最優秀賞
全国大会出場

ＳＳＨ部では県内の科学コンテストはもちろん
県外にも足を運び、日ごろの研究の成果を発表
しています。今年度はＳＳＨ部化学班の研究で
ある『塩化ヒドロキシルアンモニウム水溶液で
還元した硫酸銅（Ⅱ）の挙動について』が、高
大連携課題研究発表会では最優秀賞を受賞し、
福岡県高等学校総合文化祭自然科学部門福岡県
大会においても最優秀賞を受賞し、今年度の７
月に佐賀で開催される全国大会に福岡県の代表
として出場します。現在も全国大会上位入賞を
目指し、研究を深めています。

高大連携課題研究発表会in北九州 ＳＳＨ生徒課題研究発表会（神戸） 化学グランドコンテスト（名古屋）

地域貢献活動

私は、理数科やＳＳＨ部での取組から、実際に体験することの
大切さを学びました。研究は自分の予想した結果のでる方が少な
く、とにかくやってみることが新しい発見につながることを知り
ました。発表大会などでは、多くの人と出会い、様々な考え方を
知ることでき、自身の視野がとても広がったと感じています。ま
た、ＳＳＨ部では研究だけでなく地域のイベントなどで科学の楽
しさを伝える活動も行っており、教員を目指す私にとっては、本

当に良い経験になりました。私はＡＯ入試
という形での受験でしたが、面接や集団討
論の場において、これまでの経験が大いに
役立ち合格することができました。とても
充実した３年間が送れたと思います。

71期生 理数科 ＳＳＨ部部長
米丸和花菜（大任中学校）

山口大学 理学部 地球圏システム科学科 合格

鞍手理数科（ＳＳＨ部） 卒業生の声

科学コンテストへの参加とともに本校のＳＳＨ部の大きな活動
は地域への発信です。本校内で行う「小学生のための理科実験
教室」「中学生のための科学実験教室」はもちろん様々な地域
のイベントに参加したり、地域の方々と連携をしてイベントを
運営しています。ＳＳＨ部から地域へと理科・科学の面白さを
地域の方々に発信することもまた、生徒たちにとっていい社会
勉強になります。

小学生のための理科実験教室 中学生のための科学実験教室

鞍高祭での科学ショー サイエンスモールin 飯塚 福智町連携事業鞍高祭での体験ブース



鞍手ＳＳＨ事業 Kurate SSH Project

福岡県立鞍手高等学校

住所：〒822-0034 
直方市山部８１０－７

URL：http://kurate.fku.ed.jp/

番号：TEL：0949-22-0369
FAX：0949-22-0370

Mail：info＠kurate.fku.ed.jp

連絡先

Kurate High School

鞍手高校では従来の授業を基盤にし、新入試
に向けた授業改善を行っています。また授業
だけでは育成しにくい『批判的思考力』・
『協働的思考力』・『創造的思考力』等の能
力は、探究型学習である課題研究と、その課
題研究と連携した体験型プログラムにより効
果的に向上させていきます。
本校が目的に掲げている『たくましき７つの
能力』は学校のテストで測れるような単純な
力ではありません。しかし、高校卒業後、大
学でまたは社会に出てから必ず必要になる力
です。そしてその力が必要であるからこそ、
大学入試が変化しています。
是非とも鞍手高校で未来の創り手となる『た
くましき前進者』になるために学校生活を送り
ませんか。

鞍手のＳＳＨ 鞍手高校ＳＳＨ構造図

直方病院


