百花に先駆けて
咲く梅になれ

令和２年度
福岡県立筑紫高等学校
学校案内

つきぬ英知と情熱
社会を担う﹁志﹂を持った人材の育成

寒い冬を乗り越え、あらゆる花に先駆けて咲く
「梅の花」。
そんな、一番に咲き誇る
「梅の花」を目指し、
自分を磨くことができる。それが 筑紫高校 です。
創造

敬愛

剛健

創造的英知と
開拓者魂を持つ

自他を敬愛し
責任ある態度を養う

健やかな心と
たくましい体を目指す

校訓

筑紫の柱
師弟同行
生徒のあるところ常に教師あり
筑紫高校の教育の柱である師弟同行。全力
で努力し続ける生徒。それを側で見守る教
師。この信頼関係が、各々の目標達成へと導
きます。

筑紫魂
可能性を無限大に広げる熱き魂

文武両道
高いレベルでの文武両道を目指す
昨年国公立大学に合格した生徒の８５％の
人が部活動加入者でした。部活動も将来の目
標も、高いレベルで勝ち取ることができる環
境があります。

筑紫高校生は、何事にも常に全力で取り組みます。学習や学
校行事、部活動など、あらゆる場面で全力を貫き通すからこそ、
最高の成長を遂げることができます。
筑紫高校には何ごとにも全力で取り組むからこ
そ身につけることができる、
エネルギーがあります。
これは、
筑紫生が筑紫生であり続けるために受け
継がれてきた、
DNAのようなものだと考えています。
私が入学した頃、
先輩方が勉強や行事、部活動に
おいて、
全力で取り組む姿に感動を覚えたと同時に、
「先輩方のような人になりたい」
という気持ちが生まれました。
このように、
先輩から後輩へ代々受け継がれていく全力で取り組む姿
も、
伝統の一つだと考えます。
中洲 颯太
春日西中学校出身

僕は中学生の頃、筑紫高校の体
験入学に参加した際、
先輩方の歌う
校歌に圧倒され、こんな活気のあ
る学校で高校生活を送ってみたい
と思いました。
筑紫高校に入学してからは、
何事
にも全力で取り組むことができるようになり、自分の
成長を実感しています。
共に頑張れる仲間や、
支えてくださる先生方がいる
のも心強く、
筑紫高校に入学して良かったと思います。
筑田 悠介
春日野中学校出身

私が筑紫高校に入学した理由は、
文武両道を実践でき、行事にひた
むきに取り組めるからです。
常に全力で何事にも取り組む先
輩方の姿を見て、私もこの学校で
自分を磨きたいと感じました。
筑紫高校はとても温かい学校です。親身になって
支えてくださる先生方、お互いに励まし合える仲間な
ど、みんなで支え合える環境があります。
そのおかげで、成長を実感できていることが、入学
して本当に良かったなと思うところです。
川添 愛奈
那珂川北中学校出身

僕が筑紫高校に進学を決めた大き
な理由は、国公立大学への進学者が
とても多かったところです。
また、
勉強だけでなく、
行事や部活
動にも熱心に取り組む環境があるの
も魅力です。
運動部が盛んなイメージ
がありますが、
文化部も負けていません。
僕は書道部に所
属していて、
運動部に負けないくらい活気があります。
筑紫に入学して、
大切な仲間と出会うことができ、
とて
も充実した毎日を過ごしています。
西川 魁一
天拝中学校出身

筑紫高校生には、
「 筑紫魂」があ
り、
何事にも精一杯取り組む雰囲気
があります。頑張っている人が浮か
ず、
学校全体に一体感があるのも魅
力です。
また、勉強や部活動だけでなく、
挨拶や掃除など、
基本的なところまで全力で取り組むこ
とができ、
地域の方々からも信頼を得ていると感じます。
楽しいことばかりではなく、
時には苦しいこともあり
ます。
しかし、
そんな時にお互いを励ましあって高め合
える仲間や、
先生方がいるのも筑紫高校の魅力です。
小島 美月
筑紫野中学校出身

僕は文武両道を通して自分を高めた
いと考え、
筑紫高校に入学しました。
決して楽ではありません。しかし
この学校には、
何事にも常に全力で
取り組む文化があります。頑張って
いる友達の姿をみると、
苦しい時で
も自然と頑張ることができます。
そんなお互いを高め合える環境が、
常に自分を
「最高
の自分」
へと成長させてくれます。
もっともっと自分を高め、
将来は、
社会のリーダーとし
て活躍できる人になりたいです。
藤田 幹太
春日東中学校出身

私は、筑紫高校に通い、全力で部活
動と勉強を両立させている兄の姿に
憧れて、筑紫高校に入学しました。
この学校は、向上心を持って学校生
活を送っている人が多いです。勉強で
も部活動でも、支え合う仲間であり、
ライバルでもある友達のおかげで、更なる高みを目指すこ
とができています。
また、社会に必要な礼儀やマナーなども身につけること
ができ、人として大きく成長ができていると感じています。
原 天音
太宰府東中学校出身

全力が当たり前だからこそ
共に頑張れる仲間がいる
仲間との絆
驚異の出席率９９％以上
筑紫高校には、常に明るい笑顔が溢れています。それ
は、感動を共有できる仲間がいるからです。時には苦しい
こともありますが、
そんな時こそ共に支え合える本当の仲
間がいることで、充実した楽しい毎日を過ごせます。

成長できる環境

電子黒板

天然芝グラウンド

自習ロード

理解力を向上させるべく、筑紫

授 業 や 行 事 、部 活 動 など で 思

校内にはいくつかの場所に、自習

高校では電子黒板を使用した授

いっきり走り回ることができる

を行う「自習ロード」があります。

業を積極的に行っています。知

天然芝グラウンド。怪我の防止

生徒たちは、早朝から夕方まで、

的好奇心を喚起し、主体的に学

や、熱中症 対 策にも効果的で、

自分の進路実現に向けて学習し

ぶ生徒を育てます。

県内でも珍しい好環境です。

ます。

Classiの導入
「Classi（教育支援システム）」を導入し、生徒一
人一人が学習し易い環境をつくっています。
個々の生徒の学びの記録が蓄えられるだけ

トレーニングルーム
県内でもトップクラスの
設備を有するウエイトト
レ ーニングル ーム は 、

でなく、理解度や学習の

様 々な 部 活 動 生 がパ

進捗状況に合わせ活用

フォーマンス向上と、怪

することもできるため、

我の防止のために利用

新入試や自宅学習での

しています。

利用にも効果的です。

溢れる創造の泉

﹁最適な解﹂を考え抜く力を養う

正解の無い問いに対しても

進学実績
平成３１年度卒業生
九州大学５名を含む

国公立大学

１１２名

西南学院大学

１２２名

進学先大学名（過去５年）
●国公立大学
北海道大・筑波大・千葉大・横浜国立大・信州大・島根大・広島
大・山口大・九州大・九州工業大・福岡教育大・佐賀大・長崎大・
熊本大・大分大・宮崎大・鹿児島大・鹿屋体育大など

●私立大学
早稲田大・慶應大・中央大・明治大・法政大・青山学院大・学習
院大・成城大・芝浦工業大・東京理科大・立教大・関西大・関西
学院大・同志社大・立命館大・近畿大・西南学院大・福岡大など

文武両道の実践
筑紫高校の文武両道は、一人一人がどちらにも高い目標を持ち、
全力で取り組むのが特徴です。
私はバスケットボール部に所属していますが、どんなに部活動の練習がきつくても、
「毎日自宅学習をす
る」
というルールを決め、
少しでも積み重ねることで、モチベーションを高く維持しています。
また、クラスの友達も、私と同じように部活動に所属している人が多く、お互いに高め合えることが文武
両道を頑張れる要因です。
休み時間にはお互いの分からないところを教えあい、
部活動では共に汗を流します。
みんなが、何事にも全力で頑張り、
お互いを支え合う雰囲気があるので、
やる気が持続します。
永利 柚果 筑山中学校出身

多様な考えを持つ仲間と協働して新しい考え方を生み出す力
大学入試改革に合わせた独自の取り組み
大学入試改革ってなに？
2020年度からは大学入学共通テストが導入されます。この改革では、
「知識・技能」だけでなく、大学
入学段階で求められる「思考力・判断力・表現力」
や
「学びに向かう力」
がより重視されます。
大きな変更点は、記述式問題の導入や、英語４技能（読む・聞く・書く・話す）の評価などです。筑紫高校
では、
この大学入試改革に対応できる力を養うために、
様々な取り組みを行なっています。

筑紫アカデミックツアー
九州大学や京都大学、大阪府立大学などを訪問し、
筑紫高校の生徒だけの、特別なプログラムを受けるこ
とができる企画です。
この研 修に参加することで、知的好奇心が 刺激さ
れ、
将来の「なりたい自分」
探しに繋がります。

オーストラリア語学研修
筑紫高校の英語力向上の行事といえば、
「海外語学研修」で
す。毎年夏休みに10日間程度の研修を行なっています。
（ 希望
制）
グローバル社会で活躍できる人材になるために、高校生の時
から英語の重要性を感じることができる大人気の行事です。こ
の行事があるので、筑紫高校を志望したと言う人も少なくあり
ません。

APU研修

ホームステイの受け入れ

ALL ENGLISHのプログラムで、英語を通じて留学
生と交流を深め、英語の重要性を実感し、グローバル
な視点を持った生徒を育てることを目的としています。

オーストラリアにあるギズボーン校との交流をしています。２
年に１度、多くの生徒が来日し、日本の文化を学んでもらった
り、授業や休み時間を共に過ごしたりして、国際交流を行なっ
ています。

Project C & G
筑紫高校では、１年次にProject C 、２年
次にProject G という、
課題解決型探究学習
を行なっています。
どちらもグループで活動し、さまざまな課
題解決に向けたアイデアを出し、
考察する経験
を通して、日本や世界の未来を担う人材を育
成することを目的としています。
また、他者の意見を取り入れながら１つの
答えを見出すため、協調性も養われます。
今回私は、Project G の活動を通して、多くの価値観に触れる
ことができました。
同じ課題でも、各々着目する話題が違ったり、それを共有するこ
とで、考え方の幅が広がったと思います。
グループの仲間と、一つの解決策を作り上げていくことで、大きな
達成感を味わうことができました。
今回のProject G はSDGs（持続可能な開発目標）についてでした。このような地
球規模の課題を深く考えることができたことで、私自身の見識も深まり、今後の進路
選択にも繋がってくると感じています。
西依 珠々 二日市中学校出身
今回私は、
Project C の活動で、
筑紫野市民図書館について考え
ました。班のメンバーで時間をかけ、意見を交換しながら最適な方法
を決定していく中で、
友達との仲も深まっていったと思います。
元々は自分から発言をするようなタイプではありませんでした
が、この活動を通して、班員の意見を比較したり、お互いの意見を取
り入れたりしながらプランをまとめていくことができ、気づいたら、
積極的に意見交換ができるようになっていました。
福本 詩乃 春日野中学校出身

剛健の翼で未来へはばたく

誇りを胸に戦う

仲間と共に自分を磨き

主な部活動
●運動部

●文化部

陸上・ラグビー・サッカー・バレーボール・バ
スケットボール・卓球・ソフトテニス・剣道・
水泳・ソフトボール・野球・ハンドボール

書道・茶道・放送・吹奏楽・化
学・パソコン・美 術・英語研
究・総合文化

文武両道の実践
僕が考える筑紫高校の最大の魅力は、文武両道です。国公立大
学に進学する先輩方が多く、部活動も全国レベルの部もあり、活気
に満ち溢れています。
僕は陸上部に所属していますが、文武両道をするために、
自宅学
習の時間を確保できるように心がけています。毎日必ず一定の学習
時間を確保し、
部活動を言い訳にしないように、
取り組んでいます。
また、一生懸命な人が浮かないのも、僕が文武両道を全力で頑張れる要因です。親身に
なって教えてくれる先生方や、共に成長し合える仲間がいることで、
自分の弱みを改善し、強
みを伸ばすことができています。
城代 仁 太宰府西中学校出身

昨年度県大会出場の部活動
陸上部、ラグビー部、水泳部
女子バスケットボール部、卓球部、男
子ソフトテニス部、ソフトボール部、
放送部、吹奏楽部、美術部、書道部

上位大会出場
陸上部：毎年インターハイや九州大会などに多数の選手が出場
ラグビー部：花園出場5回、全国選抜大会出場5回、全国７人制大会出場2回
水泳部：毎年インターハイや九州大会に出場
サッカー部：平成26年度県大会BEST4
野球部：平成26年度甲子園予選県大会BEST8
女子バスケットボール部：平成30年度県大会BEST16
放送部：全国大会に多数出場
（近年では平成27年度）
吹奏楽部：平成28年度九州総合文化祭吹奏楽部門 グッドサウンド賞受賞

生徒が企画から運営まで主体的に創り上げる感動の学校行事
４月

入学式
筑紫キャンプ（1年）
四王寺登山(2年)

５月

６月

生徒総会
能狂言鑑賞（1年）

四王寺登山

筑紫祭

能狂言鑑賞

３月

クラスマッチ

卒業証書授与式
クラスマッチ

筑紫祭（文化祭）
歌舞伎鑑賞会（2年）

２大学校行事の１つである筑紫
祭は、吹奏楽部の演奏や、書道部
のパフォーマンスの他、文化部の発
表が行われ、普段の活動の成果を
見ることができます。また、合唱コ
ンクールや曲水の宴など、文化的
要素
要素の高い企画が数多くあり、
ご来場の方々にも楽し
んで
んでいただけるクラス企画なども実施しています。
この筑紫祭を通して、
こ
仲間と目標に向かって団結す
る大切さなどを学ぶことができ、生徒一人一人が大き
く成長できる機会がたくさんあります。
田上 彩花
花
御陵中学校出身
身

７月

クラスマッチ
APU研修
（1年）

APU語学研修

８月

オーストラリア語学研修
オ
ストラリア語学研修
（希望制）
筑紫アカデミックツアー
（希望制）

卒業式

２月

修学旅行

１月

記念樹贈呈式

９月

体育大会

マラソン大会（1・2年）

体育大会

２大学校行事の１つ、体育大会。練習期間
練習期間は約２週間と
短いですが 限られた時間の中で成功を収めるために、
限られた時間の中で成功を収め
短いですが、
一
人一人が全力で取り組みます。
また、筑紫高校の行事の最大の特徴は、生徒が主体と
なって創り上げることです。この体育大会でも、３つのブ
ロックがリーダーを中心として心を一つにします。さらに
はブ
はブロックの壁を超え、
筑紫高校全体が団結するのも魅力の一つです。
佐々木 則祐
筑紫丘中学校出身

12月

修学旅行（2年）

11月

創立記念式典

10月

OB座談会
（2年）
中学生体験入学

世界で活躍する卒業生!!
筑紫高校は、本気でチャレンジできる「何か」を見つけられる学校です。
そして、
その経験は将来必ず役に立ちます。
文武両道を目指し、勉強と部活動はもちろん、学校行事にも常に全力で
取り組みます。そのような校風から、一人一人が本気でチャレンジしたいこ
とを見つけることができ、先生方も本気でサポートをしてくれるため、本当
に充実した高校生活を送れるところが魅力だと考えます。
私の高校時代はラグビー部で全国優勝を目指し、日々練習に励んでい
ました。常に全力でそれに挑戦してきたことで、壁にぶつかっても、目標に
向かってポジティブに努力し続ける力を身につけることができたと思いま
す。
大学生、社会人になってからも困難はたくさんありましたが、高校時代
の『努力していた自分』を思い出すと、
「まだまだやれる！」と筑紫魂がみな
ぎります。
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「高雄」交差点

︵南バイパス︶

国道３号線

●西鉄「朝倉街道駅」より 徒歩12分
●ＪＲ「天拝山駅」より徒歩15分
筑紫高等学校

福岡県立

筑紫高等学校

公民館
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萩尾 芳彦
（2009年3月卒業）
ロンドン大学 機械工学科卒業
ロンドン大学大学院 自動車工学科修了
トヨタ自動車
（株）
シャシー専門部

筑紫野中

国道 3 8

6号 線

〒818-0081
福岡県筑紫野市針摺東２丁目４番１号
TEL 092-924-1511
FAX 092-928-0743
http://chikushi.fku.ed.jp/
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