


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

●令和元年度福岡県とびうめ教育表彰福岡県公立学校
優秀校表彰【教育内容改善部門】 最優秀賞受賞

●令和元年度福岡県教育文化表彰 学校教育部門 団体賞受賞



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
物語の結末のワンフレーズを抽出し、その表現についてワークシートを用い

て分析することで物語全体の主題を読み取ることができる。

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。

地歴公民 ③探究力 課題発見能力
イマージョン授業を活用し、イギリスのＥＵ離脱の背景から、少子高齢社会

を迎えた日本の外国人受け入れの在り方について考察する。

地歴公民 ③探究力 論理的思考力
OPP（One Paper Portfolio）シートを活用し、授業の要点を見極める力の向

上や単元に対する考察の深まりを高める。

数学 ③探究力 論理的思考力
問題文を板書し、問題文の中から解答を導くためのキーワードや条件を答え

させる。既習の公式と結び付けて解答の方針を立てさせ、答えさせる。

数学 ①基礎知識 基礎知識

公式の確認を行うために、授業開始５分間で、公式を使って解くことのでき

る小テストを行い、授業では例題等にその公式が使われている箇所を明確に

し、覚えるだけではなく利用できる力を定着させる。

理科 ⑦協働的思考力 協働的思考力
問題解決の際に、状況に応じた小集団で互いの考えを比較することで、最適

な解決策を導き出す力を身に付ける。

理科 ③探究力 論理的思考力
顕微鏡操作実験において、観察前に予想を立てその予想と結果の一致点、不

一致点を根拠立てて説明することで論理的に説明する能力を育成する。

英語 ②幅広い基礎力 言語スキル

日常的な話題やディベート形式のスピーキング活動を通して

英語で会話することに慣れさせ、コミュニケーション能力とともに相手に的

確に内容を伝える力を育てる。

英語 ⑤批判的思考力 批判的思考力

英文を所定の時間内に読み、その英文に関する英問英答や選択問題を解くこ

とで、内容理解を深めるとともに、ペアワークを通して、様々な観点から内

容を考察する。

保健体育 ④人間力
コミュニケー

ション力

発表後に時間を与え、質問を考えさせる。また、相互評価も行い、お互いの

発表に対して質問を考えながら注意深く聞くように指導する。

家庭 ③探究力 課題解決能力

グループで協同作業を行いながら他者を観察し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させるこ

とで結果を振り返り、問題点を明らかにして次の実践に生かせるようにする。

主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善

令和元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

生徒が表現する機会
を多く取り入れた授業

大学での実験実習講座 英語イマージョン授業
（英語で行う数学の授業）

大学と連携した講義



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
行い協働的思考力・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、ＳＳＨの課題研究の活動の中で「学校生活に役立つロボットの製作」を簡単なプログラミングとをもとに行いまし
た。ロボットを作成する中で、とにかく何度も実際に動かし、その都度課題を見つけ、その改善策を研究班で協議し、考
案していくことの大切さを学びました。また、その過程を辛抱強く行うこと資質が今後必要であると知ることもできまし
た。この活動を通して、普段の授業では得られない様々な貴重な経験を得ることができ、それを大学受験に役立てること
ができました。このＳＳＨ課題研究は自分の進路にも夢にも必ず役に立つ活動です。なので、自分の進路を実現し、夢を
叶えるためにも積極的に取り組んでください。

72期生 柿田 翼（木屋瀬中学校）九州工業大学 工学部 工学２類 合格

卒業生の声②
鞍手高校は個人としての能力だけでなく、集団として能力を磨くことができる学校です。その一つの例として、グルー
プで問題に取り組み解決を目指す課題研究があります。私は数学班として、確率の課題に取り組みました。その課題の
難易度は到底一人では解決できるものではなかったのですが、班員同士で様々な分野の知識を出し合い、まるでパズル
のように一つ一つを繋げていき解決できた時の興奮は、今でも忘れられません。課題研究は理系科目の中から好きなも
のを選択できるため、あなたの興味のある分野を深められると思います。是非一人の人間として大きく成長していって
ください。

72期生 吉崎 凛人（宮若西中学校）九州大学 芸術工学部 芸術工学科 合格

「高校生の手洗いに関する研究」（医療系班）、「藻から石油へ」（物質工学班）、「日焼け止めの効果」（物質工学班）
「男子高校生を守れ. 日常に潜む「汗」と「におい」」（物質工学班）、「味覚と嗅覚と視覚の関係～なくそう!食品ロス～」（農学班）、
「PLANT OF KURATE ～フィボナッチ革命～」（数学班）、「ビジネスマン必見!! プレゼン必勝法」（数学班）、

「算額における研究」（数学班） 令和元年度普通科課題研究 最優秀賞 「藻から石油へ」



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】
私は中学生の頃から数学や理科が好きだったので、理系を深め

ることのできる鞍手高校の理数科にとても魅力を感じていました。
理数科には課題研究があり、自分の興味関心が赴くままに研究を
することができます。また、研究班内で協議を重ねる中でチーム
ワークの大切さも学ぶことができました。東京筑波研修では最先
端技術に触れることができ、驚きに満ちたいい経験になりました。
鞍手高校は部活と勉強に全力で取り組めるし、行事も多い楽しい

学校です。私は鞍手高校の理数科で充実
した高校生活を送ることができました。
あなたも鞍手高校で自分の高校生活を充
実させてみませんか。

72期生理数科
岡田 啓（糸田中学校）

九州工業大学 工学部
工学３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。
「ゴキブリの生息地による行動様式の違いに関する研究（生物）」
「ストレスによる野菜の糖度変化に関する研究（生物）」
「エコな納豆へ～アブラートの提案～（化学）」
「竹炭を用いた銀の結晶化に関する研究（化学）」
「柑橘類の可能性～リモネンの洗浄作用を知る～（化学）」
「重ねた紙による力の考察（物理）」「工場廃熱の有効利用（物理）」
「平行光線が任意の曲面で反射してできる焦線の定式化（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）

令和元年度理数科課題研究最優秀賞
「平行光線が任意の曲面で

反射してできる焦線の定式化」

門脇大我（木屋瀬中）
林 善道（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、令和元年
度には２６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。

鞍手高校理数科では課題研究や東京研修などを通して、日々新し
い発見をすることができます。ＳＳＨ課題研究では、班員と活発に
意見を交わしながら、論理的思考力を養うことができました。また、
１つの結果に対して多角的に捉え分析することで、視野を広げるこ
ともできます。ＳＳＨフィンランド研修では、海外の最先端の技術
や優美な自然に触れることができ、一生に一度の貴重な経験になり

ました。鞍手高校理数科だからこそ、この
ような経験を積むことができ、クラスの仲
間と充実した3年間を過ごせました。ぜひ
鞍手高校で自分の世界を広げて欲しいと思
います。

72期生理数科
近藤 縁（宮若東中）

宮﨑大学 医学部 医学科 合格

私は様々な理数科の活動の中でも課題研究は特に良い経験になると
思います。理数科では２年次に１年間物理、化学、生物、数学の分野
の班に分かれて研究します。この活動を通して研究するために必要な
ことについて基礎的な知識を得ることができ、大学進学後に必ず行う
研究について先立って学ぶことができます。また、実験を行ったり、
発表資料をまとめたりと、班員と協力して研究を進めていくので、協

調性も重要です。課題研究の他にも東京筑波
研修や海外研修など、理数科独自の取組もあ
るので、是非鞍手高校理数科で、貴重な体験
をしてください。

72期生理数科
江田 龍信（後藤寺中学校）
名古屋大学 工学部
機械・航空宇宙工学科 合格

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。

72期生(令和元年度卒業)理数科進路実績

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、私立大学も早稲田大学、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。

理数科過去４年間の進路実績

72期生理数科
篠崎 裕夢（直方第三中学校）

大阪大学 理学部 物理学科 合格

鞍手高校の理数科は研修を多く行っていて、企業や大学を訪問
することでより深く学問を探求することができます。特に心に残
っているのは、２年生の３月に海外研修でフィンランドに行った
ことです。現地で企業を訪問したり、オーロラの研修を行ったり
しました。実際に私もＳＳＨの研修を通して将来やりたいことを
見つけることができました。また、理数科には勉強面にも熱心に

取り組んでいる人が多く、３年間一緒に切
磋琢磨し、進路実現に向けて勉強できる環
境が整っています。自分の夢がある人も、
そうでない人もお互いに刺激を受けること
ができたので、鞍手高校理数科で本当に良
かったと思います。

私は３年間理数科として、ＳＳＨでの課題研究や東京・筑波研修
をさせて頂き、理数科でなければ知ることのなかった驚きや発見に
出会えたと感じてます。もともと興味関心があるものを深めること
はもちろん、多くの活動を身をもって経験することで、新たな興味、
関心や夢にも出会うことができたと思います。またその夢を応援し
てくれる先生や友達のおかげで、大学への道に進むことができまし

た。決心するのが高２の夏と遅かった私でし
たが、支えがなければ成し遂げることもでき
なかったと思います。みなさんも是非、自分
の夢を見つけたときは、先生方や友達を信じ
て頑張ってください。

72期生理数科
﨑田 綾音（直方第二中学校）
佐賀大学 理工学部 理工学科 合格



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2019(九工大)
口頭発表の部 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)

全国高等学校総合文化祭自然科学部門 全国大会ポスター発表

第16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）優秀賞

第３４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
（化学班）優秀賞
九州大会出場

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。

ＳＳＨ生徒課題研究発表会（神戸） 化学グランドコンテスト（大阪）

地域貢献活動

私はＳＳＨ部として活動することで、全国規模の科学研究の発表
会に参加することができ、多くの経験を得ることができました。日
々の研究では、実験中に見たこともない現象が現れ、その原因を追
究するために、教科書にも載っていない方法を部員と話し、考案し
実験を繰り返す過程は、普段の授業よりも学ぶ楽しさを私に教えて
くれました。また、文化祭で行う科学実験ショーでは、科学の楽し
さを「伝える」立場を経験し、見る側のことを考えた実験の考案は

色んな視点を身に付けることができ、このよ
うな経験は面接の時にとても役に立ち、大学
合格につながりました。とてもユニークで濃
い、充実した高校３年間が送れました。

72期生理数科 ＳＳＨ部
太田航大朗（赤池中学校）
鹿児島大学 理学部
地球科学プログラム 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 小竹町連携事業 福智町連携事業鞍高祭での体験ブース

ＳＳＨ生徒課題研究発表の様子（神戸）



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


