


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 ③探究力 課題解決能力
ペア活動によって他者の考えと自分の考えとを比較することで、課題を解決

できるようにする。

国語 ③探究力 総合的表現力
小論文の表現活動において、学び合いの集団を形成し、読み手を意識したよ

り良く伝わる表現への意識を高めるために、学習者相互の添削を行う。

国語 ③探究力 論理的思考力
課題研究フレームシートを用いて文章の展開を構造化するとともに、対話的

活動を取り入れながら論理性を評価（理解）させる。

地歴 ③探究力 課題発見能力
地理的問題を考察させながら、現代における地球的規模の環境問題の原因と

これからの課題を発見する。

公民 ④人間力 積極性 時事的話題等を協議しながら、自由及び権利の意義について考察する。

数学 ③探究力 論理的思考力
グループ学習によって互いの理解度を確認するとともに、自分の考えを相手

に伝えることを通して相互の理解度を高める。

数学 ②幅広い基礎力 情報処理スキル
小テストをし、相互で答え合わせし、解法のポイントを確認し合う。その結

果、基礎知識の確認と条件の選択を考えさせる。

理科 ①基礎知識 基礎知識
生徒が、自主的・主体的に、定着していない基礎知識の明確化を行うために、

Web上の問題集を活用する。

理科 ①基礎知識 基礎知識
発生の過程の動画を視聴することと、プリントにより発生の過程を確認する

ことを同一時間で行うことで、発生の過程に関する基礎知識の定着を図る。

英語 ③探究力 論理的思考力
ある社会問題について肯定側と否定側に分かれて討論をし、論理的に相手を

説得させる力を育成する。

英語 ③探究力 総合的表現力 グル－プで教科書の内容を自主的に調べ、その内容を英語でプレゼンテ－

ションする。

保健体育 ③探究力 論理的思考力 課題研究を通し、実生活の中で感じる身近な健康課題に気付かせる。

保健体育 ⑦協働的思考力 協働的思考力
選択制授業においてグループの課題が何なのかリーダーを中心に話し合う時

間を与え、グループ毎に考えさせる。

家庭 ③探究力 課題解決能力
グループ学習・作業によって他者を観察しながら作業を進めることで、自己

の課題を意識させる。また、互いに教え合える雰囲気の中で相互理解できる

ようにする。

主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善

平成２９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。

実験を多く取り入れた授業

英語で古典を
学習する

イマージョン授業

ディベートを取り入れた授業

鞍手ＳＳＨ事業 Kurate SSH Project

協働的思考力を育成する授業



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。

課題研究をまとめて発表を行う事前研
修として、博物館にて「ものの見せ方」
をテーマに実習を行います。

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 普通科課題研究【研究テーマ一覧】
私は元々、行きたい大学も将来の夢も何も

決めずに鞍手高校に入学しました。ですが、
鞍手高校はＳＳＨに指定されており、各分野
で自分の少しでも興味のある事象について調
べたり、研究したりすることができます。こ
の活動を通して興味を持ったことをもっと深
く研究したいと思うようになり、進路決定に
繋がりました。また課題研究発表会があり、
自分の研究したことを生徒の前で発表します。
先生方からアドバイスを頂きながらプレゼン
資料を作成し発表することで自分の考えを伝
えることに自信が持てるようになりました。

皆さんも鞍手高校に入学
して様々な事を経験し、
夢への第一歩を踏み出し
てください。

70期生 野正 圭人
(直方第一中出身)

長崎大学

全１１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。
「トイレットペーパーの研究～回転数と長さを計算で求める～（数学）」
「モンティホール問題～ドアを変えたら勝率が上がる？？～（数学）」
「中学生に向けた鞍手高等学校ホームページ作成（数学・情報）」
「Ｓｃｒａｔｃｈを用いたイライラ棒ゲーム開発（数学・情報）」
「おむすびころりん～おじいさんはおむすびを食べることができるのか？～(物理)」
「身近な熱エネルギーを運動エネルギーへ（物理）」
「バントでホームランは打てるのか（物理）」
「液状化現象の謎に迫る（物理）」
「プラナリアの生態について（生物）」
「微生物燃料電池（生物）」
「遺伝子について（生物）」

平成29年度普通科課題研究最優秀賞
「プラナリアの生態について」

堀琳太郎(宮若東中) 安武良偉輝(飯塚日新館中)

中原季菜(宮若東中) 峯岡杏路(赤池中)

宮﨑菜々子(木屋瀬中) 弓削田千種(小竹中)



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
の先生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て
もらいます。

課題研究の成果を海外の高校・大学で
発表します。また現地での科学研修も
行います。

理数科課題研究【研究テーマ一覧】
鞍手高校の特徴はＳＳＨとＳＧＨの指定校ある

ということです。私は理数科に所属しておりＳＳ
Ｈプログラムで様々なことを学びました。東京つ
くば研修では、ＪＡＸＡや理化学研究所、精密機
器企業などを訪問しました。この体験を通して企
業がどのように社会に貢献しているのか、実際に
専門的な最先端技術に触れることによって学ぶこ
とへの意欲が向上し、希望する仕事をするために
は、どんな学習をしなければならないのかという
ことも深く考えさせられました。自分の進路の選

択肢の幅を広げることが
できる鞍手高校でぜひ自
分の進むべき道を見つけ
てください。

70期生 河野 純祈
（直方第三中出身）

九州工業大学

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。
「イシクラゲについて～雨の日のワカメの正体に迫る～（生物）」
「種子の発芽条件に関する研究 ～レタスは光発芽種子じゃないの？～（生物）」
「酸化アルミニウムを用いた人工宝石の合成（化学）」
「髪王～髪が受けるダメージに関する研究～（化学）」
「モンキーハンティング（物理）」
「音の研究～不快音について～（物理）」
「蛍光物質の構造と発光波長（化学）」
「じゃんけんの研究とその考察（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29年度理数科課題研究最優秀賞
「音の研究～不快音について～ 」
篠崎達矢(直方第三中) 谷岳登(木屋瀬中)

俵佑太朗(赤中) 戸島珠綺(直方第一中)

鳥田結加(宮若東中)

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」が研修のテーマです。



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３０年度
には２４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。

鞍手高校の理数科は、ＳＳＨに指定されているため理数教科の授業
はもちろん、研修や課題研究を通して、理科や数学を専門的に学ぶ
ことができます。実際に企業や研究所を見学する機会もあります。
私自身、最先端の技術や研究に触れたことはとても貴重な経験にな
りました。また、理数科は３年間クラス替えがありません。その分
クラスの友人と密に関わり、絆を深めることができます。学校行事
や理数科での活動を協力し、ともに乗り越えてきた仲間は一生の財
産となります。鞍手高校は、理数科での学習や課題研究に取り組む

とともに行事や部活動にも全力を注ぎ、自分
自身を成長させられる学校です。ぜひ、鞍手
高校理数科に入学して、充実した高校生活を
送ってください！

70期生理数科 𠮷田 悠夏
（直方第二中出身） 福岡教育大学

鞍手高校理数科では、普通科とは異なる研修等を経験できます。企業
訪問や大学訪問をすることで、普段の授業では中々学ぶことができな
いことを学び、新しいことをたくさん吸収することができました。私
自身、製薬会社ツムラを訪問させていただく機会があり、薬の歴史や
大切さ等初めて聞くことだらけで将来につなげるとても良い機会にな
りました。また、海外研修にも参加し現地の学生と交流させていただ
き、英語力の大きな差を実感し、どれほど英語を学ぶことが大切かと
いうことが分かり大変良い刺激を受けました。これはほんの一部です

が、他にも鞍手高校でしかできないことがたく
さんあります。ぜひ鞍手高校理数科に入学して
他校では味わえない最高の３年間を過ごしてく
ださい。

70期生理数科 白石 陽美
（木屋瀬中出身） 信州大学

理数科進学実績（過去３年間）

鞍手理数科 卒業生の声

大阪大学 １名 九州工業大学 ４名
信州大学 １名 福岡教育大学 １名
山口大学 ５名 長崎大学 ２名
佐賀大学 １名 大分大学 １名など

合計２１名が国公立大学に合格しました。

70期生(平成29年度卒業)
理数科進路実績

理数科過去３年間の進路実績

名古屋大学 １名 大阪大学 ２名
九州大学 ８名 筑波大学 １名
九州工業大学１４名 熊本大学 ６名
福岡教育大学 ２名 岡山大学 １名
長崎大学 ５名 山口大学 ６名
鹿児島大学 ３名 佐賀大学 ２名
大分大学 ５名 富山大学 １名
宮崎大学 ３名 愛媛大学 ２名
北九州市立大学４名など

合計７３名が国公立大学に合格しました。
現役合格率６６．４％です。（過去３年間）
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2016(九工大戸畑)
特別賞(化学班)
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)
準グランプリ(2位)

第14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 福岡県大会 優勝

理数科課題研究発表大会 中国・四国・九州大会 ポスター・口頭発表

九州大学 アカデミックフェスティバル ポスター・口頭発表

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『プラタナスの葉の成分を用いた金属イオ
ン吸着剤の研究』が、九州工業大学戸畑キャン
パスで行われた高大連携課題研究発表会では、
審査員特別賞を、熊本の崇城大学で行われたサ
イエンスインターハイでは準グランプリに、福
岡県理数科課題研究発表会では最優秀賞を受賞
しています。現在もＳＳＨ部後輩たちが、この
研究を引き継ぎ研究を深めています。

福岡県理数科課題研究発表会 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

鞍手高校のSSHや理数科の課題研究を通して自らの観察力や洞察
力を研鑽することができました。とくにSSHの活動では多くの研
究の発表大会に参加し、他の高校の生徒から刺激を受けたり、
大学の教授と直接、専門的なやり取りを行うことができました。
それらの中で新たな発見があり、また今まで気づかなかった視点
に気づかされることが数多くありました。学校の先生方も真摯に
指導をしてくださり、自主性をとても尊重してくださりました。

これらの経験は将来とても大きな力になる
と感じています。今回私はSSHや理数科の
課題研究での成果を生かして研究奨励型
AO入試によって大学に合格することができ
ました。鞍手高校に入学し、自分を高める
こともでき、本当に良かったと思います。

70期生理数科 ＳＳＨ部部長
宮本颯大（小竹中） 大阪大学

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
であること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
イベントを運営したりしています。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
にとってはいい社会勉強になります。

小学生楽しい理科実験教室 中学生楽しい科学実験教室

鞍高祭での科学ショー サイエンスモールin 飯塚 北九州夢みらいワーク 福智町連携事業



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、探求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


