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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
長文評論読解の際に，①形式段落の要旨をつかむ→②意味段落の要約を行う，

という手順を踏ませることで，文章の構造理解や内容理解を促す。

国語 ③探究力 論理的思考力
同じテーマを扱った複数の文章を比較・考察させることで，学習内容の理解

を深めさせるとともに，論理的思考力を養う。

地歴公民 ①基礎知識 基礎知識
電子黒板に資料集の図やグラフを投影し，その関連性や様々な事象の要因を

考えさせる。

地歴公民 ⑥創造的思考力 創造的思考力
英語イマ―ジョン授業を通して，日本とヨーロッパの歴史授業の相違点を比

較・検討し，近代史に関する知識を深め，英語で自らの考えを表現する。

数学 ①基礎知識 基礎知識
節ごとに確認テストを行い，生徒自らが基礎知識の定着度を知るとともに，

考査前に復習すべき内容をチェックできるようにする。

数学 ②幅広い基礎力 情報処理スキル
小テスト等の返却時に，生徒一人ひとりに声掛けをして，励ましアドバイス

することで，今後の基礎学力習得を確かなものにする。

数学 ⑥創造的思考力 創造的思考力

電子黒板で公式や定理の説明を行う際メモを取らせず，見る，聞くことに集

中させ，説明後にノートにアウトプットさせる。その後，問題を解き定着度

を確認する。次の授業開始後に，電子黒板で短時間で復習する。

理科 ①基礎知識 基礎知識

学習した内容を復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
あるテーマについて，チームで話し合いコンセンサス（合意）を得ながら課

題解決をする。

英語 ②幅広い基礎力 言語スキル

２年生までの学習の振返りを行い，長文を効率よく読解するために「英文の

構成」を毎時間確認しながら，適切な情報をより素早く見つけるために必要

な単語・イディオムの定着を図る。

英語 ②幅広い基礎力 情報処理スキル

ディスコースマーカーに注意して英文を読解し，TF問題や英問英答に丁寧に

答えていくことで，英文の構成を理解させる。またどの英文も論理的に展開

していることを示し，必要な情報を素早くつかむコツを示す。

主体的・対話的で深い学びの
視点からの授業改善

令和２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，主体的・対話的
で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

Zoomを使った外部講師
による講義

英語イマージョン授業
（英語で行う世界史の授業）

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。

総合的な探究の時間
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

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2年生の時のSSHの課題研究で，螺旋を用いてプランターを作り，効率よく最小面積で食物を育

てることに挑戦しました。自然の中に存在する数学を班員と共に見つけ出し，互いに意見を出し合
うことで，数学や理科への関心を高めるだけでなく，協調性をもつ大切さを学ぶことができました。
この活動を通して，理系科目の面白さを多くの子供たちに伝えたいと思うようになり，今は理系科
目の幅広い知識を持った小学校教員を目指しています！自分の夢や進路を決めるためにも，ぜひ積
極的に取り組んでください。

73期生 藤原 明日香 直方第三中学校 出身 吹奏楽部
福岡教育大学 教育学部 初等教育学科 合格

（数学）「『ゼロ除算』について」「モンティホール問題」「誕生日パラドックスの真実」「物理演算」
（物理）「廃熱で未来を作ろう〜熱エネルギーを運動エネルギーへ〜」
（化学）「油の分解について」「コロイド〜身近なもので明るく〜」「手に潜む菌」
（生物）「相対音感の研究〜相対音感を身につけよう〜」「微生物による発電」「草を枯らそう！！」

「納豆菌から納豆を作ることができるかどうか」「くだもの電池」

令和２年度普通科課題研究 最優秀賞 「廃熱で未来を作ろう〜熱エネルギーを運動エネルギーへ〜 」



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
の先生に本校に来ていただき，年間３
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

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。

理数科課題研究【研究テーマ一覧】

私はSSH課題研究で企業主催のコンテ
ストに参加し，工場の排熱利用について
研究しました。このコンテストでは他校
の生徒と話し合ったり，プロのエンジニ
アの仕事を見せていただく機会があり，
多くの発見をすることができました。こ
の発見は実験での問題解決に大いに役立
つものでしたし，「自分で気づく」とい
う感覚を学べたと思います。鞍手高校で
の課題研究は生徒主体のものです。この
ことは，進路や夢の実現のためだけでな
く，実生活でのグループワークやスケ
ジュール管理などに役立ちます。是非こ
の課題研究を通して，自分を高めましょ
う。

73期生理数科 末吉 快
直方第二中学校 出身
バレーボール部
北九州市立大学 国際環境工学部
建築デザイン学科 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。
「田んぼにやさしい外来種駆除（生物）」
「海にやさしい日焼け止め（生物）」
「養生植物を利用した壁面緑化について（生物）」
「さらばアンモニア（化学）」「植物の葉による抗菌作用(化学)」
「半透膜を使ったグルコース濃淡電池の起電力特性（化学）」
「リニアモーターカーで世界中を旅行するぞ！（物理）」
「2の1における最適な換気方法(物理)」
「図形を用いて累乗の和を求める(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２年度理数科課題研究最優秀賞
「半透膜を使ったグルコース濃淡電池の起電力特性」

安永 智貴（直方第一中学校）

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。

私は，SSHの取組が進路実現に大きく役立ったと感じてい
ます。私は入学当初は工学部に進学したいと思っていました
が，SSHの取組で生物を学ぶにつれ，生物学に興味を持つよ
うになり，課題研究を経験したことで将来は研究をしたいと
思うようになりました。また，課題研究において，実験結果
の共通点や相違点，仮説とのずれなどの原因について深く考
察するという経験をしたことにより，思考力がついてきまし
た。この力は実際に共通テストや大学の２次試験で出題され
た考察問題を解く際にも役立ちました。３年間，とても貴重

73期生理数科

小栗 健太

中央中学校出身
弓道部キャプテン

北海道大学 総合理系 合格

鞍手高校理数科では，課題研究や東京・筑波研修などを通
して，理系分野における知識をより深めることができます。
自分の興味あるテーマを１年間研究する課題研究では，普段
の勉強より本質を捉えやすく，受験勉強にも役立ちました。
実際僕は，物理の摩擦について研究をしましたが，「摩擦の
問題で解けない問題はない！」と思えるくらい理解していた
自信があります。東京・筑波研修では，様々な分野の研究施
設を見学するので，自分が進みたいと思える分野と出会うこ
とができると思います。こういった経験はしたくてもなかな

73期生理数科

田代 翼

鞍手中学校出身
バドミントン部キャプテン
芝浦工業大学 工学部
情報通信工学科 合格

鞍手理数科 卒業生の声

北海道大学 1名 信州大学 1名 大阪大学 1名 山口大学 1名 九州大学 2名
九州工業大学 3名 長崎大学 3名 大分大学 2名 宮崎大学 1名

県立広島大学 1名 九州歯科大学 1名 北九州市立大学 2名 福岡県立大学 １名
長崎県立大学 1名 宮崎県立看護大学 1名

以上，合計２２名が国公立大学に合格しました。

また，明治大学 2名，同志社大学 1名，立命館大学 2名，芝浦工業大学 2名など，有名私立大学にも複数の
合格者を出しています。

73期生(令和2年度卒業)理数科進路実績

北海道大学 1名 電気通信大 1名 信州大学 3名 名古屋大学 1名 大阪大学 3名
山口大学 9名 九州大学 3名 九州工業大学 11名 福岡教育大学 2名 佐賀大学 3名
長崎大学 5名 熊本大学 1名 大分大学 7名 宮崎大学 6名 鹿児島大学 4名
県立広島大学 1名 九州歯科大学 1名 北九州市立大学 6名など

合計81名が国公立大学に合格しました。また，早稲田大学，東京理科大学，同志社大学，立命館大学などの
私立大学にも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

かできません。是非，理数科
に来て体験してみてください。

な経験をさせていただいたと思っ
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

第３５回福岡県高等学校総合文化祭自然科学部門
福岡県大会

研究発表部門 最優秀賞
全国大会出場

高校生課題研究発表会，技術コンテスト ポスター発表

ＳＳＨ生徒発表会
ポスター発表(数学班)
ポスター発表賞

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部生物班の研究で
ある『チョウの蛹(さなぎ)についての実験～キ
アゲハの蛹は逆にしても羽化できるのか～』が，
第３５回福岡県高等学校総合文化祭自然科学部
門福岡県大会で最優秀賞を受賞し，令和３年７
月に和歌山県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，理数科やSSH部の取組から，人に伝える力や研究

の楽しさを学ぶことができました。自分たちが伝えたい
内容を初めて知る人たちに理解してもらえるように，資
料や発表内容を考えて作成しました。そこで得た力は，
入試においても，面接や小論文など，自分の考えを伝え
る際に役立ったと思います。また，SSH部では研究だけで
なく，地域のイベントに参加し，科学の楽しさを伝えて
いく活動も行なっており，毎日身近に科学がある３年間

73期生理数科八谷 偲乃

方城中学校 出身 SSH部 部長
県立広島大学 生物資源科学部
生命環境科学科 合格

鞍手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）

を過ごすことができ，とても充実
した高校生活が送れました。
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鞍手高校では従来の授業を基盤にし，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。
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