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筑紫高校の魅力は「挑戦」
　筑紫高校には何事にも一生懸命な人が沢山いて、学習や行
事、また部活動において、挑戦できる機会が沢山あります。
　特に学習においては、中学時代よりも高いレベ
ルの内容になりますが、内容が理解できた
とき、正解がわかったときにやり甲斐を感じ
ます。
　これからも、将来「周りの人の役に立てる
人」になるために多くのことに挑戦したいと
思います。

筑紫高校の魅力は「自立」
　私が筑紫高校で特に成長したところは、「自分で考えて行動
する」という事です。特に体育大会や筑紫祭（文化祭）
などの行事では、誰かにやらされるのでは
なく、自ら考え行動することで大きな達成
感を得ることができます。また、共に協力し
あい、全力で取り組める仲間がいることも
私の成長には
不可欠なことです。

筑紫高校の魅力は「将来の自分づくり」
　筑紫高校はほとんどの人が文武両道を実践しています。私
の今のやり甲斐は、「授業」です。課外授業も含め、自分
の将来に必要となる科目を選択することが
できるのでそう感じています。また、私は
サッカー部に所属していますが、コミュニ
ケーション力の向上や、当たり前のことを
徹底することなどを学んでいます。これは、
将来の夢である、「教師」になるために重要
なことだと感じています。

筑紫高校の魅力は「人」
　筑紫高校は先生と生徒の距離がとても近いのが特徴です。
いつも側にいて常に相談に乗ってくれる先生がいること
は、私にとって心強いことだと感じています。
　また、何事にも全力で取り組む仲間が沢
山います。そんな仲間と常に協力し合いな
がらお互いを高めあっていく環境があるの
で、筑紫高校に入学
して本当に良かったと感じています。

地図
指示ください。
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令和3年度学校案内

筑紫高校は本気で成長できる学校です

FROM CHIKUSHI
TO THE FUTURE

福岡県 立筑 紫高等学 校
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筑紫高校が目指す人間像
21世紀の世界は、ITの発展とグローバル化により、これまでの

知識や経験をはるかに超える力が必要とされます。そのような世
界で活躍する若者には３つの資質や能力が不可欠です。筑紫高校
では、これらを伸ばし未来を切り拓いていける人材育成を目指し
ています。

世界で活躍する若者
の育成

社会で差がつく人間力を育てる

人間力が育つ校風
筑紫魂
可能性を無限大に広げる熱き魂
　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。

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。

グローバル教育
グローバル国際社会で活躍する人材
　国際社会という言葉か使われるようになって随分経

ちます。筑紫高校では語学やコミュニケーション能力

の向上、異文化に対する理解と世界的な視野を持つた

めの企画がたくさんあります。

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。

キャリア教育
主体的に道を切り拓く
　筑紫高校には「主体的に学ぶ」たくさんの企画がありま

す。一人一人の未来を切り拓く力を伸ばす環境と、それをサ

ポートする体制が整っています。

学習指導
溢れる学びの供給
　筑紫高校では常に生徒の学習意欲を

刺激する授業を用意しています。

　新型コロナウイルスによる休業中も、い

ち早くオンライン授業を取り入れて、生徒

が学ぶ環境を整えました。

『 主体性 』
21世紀の世界で、自ら学び
社会に貢献しようと

する資質

『 挑戦力 』
未知の出来事や困難な
課題にも果敢に挑む
ことができる力

『 コミュニケーション力 』

自らの考えを発信するだけで
なく、多様な価値観を尊重し、
そこから新たな価値を

創造する力
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徳増　愛華
出身中学校：太宰府中学校
卒業後の進学先：九州大学
現在のお仕事：ミズノ株式会社
■お仕事仕事内容
　マーケティング課に所属し、市場調査や商品のプロモーションを作成する仕事をし
ています。今後は野球・ソフトボールを世界に普及していく業務に携わりたく、現在の
業務と並行して勉強をしています。
■筑紫で学んだこと
　筑紫高校では部活動や勉学など何かに全力で取り組むことの楽しさを学びまし
た。そして、夢に向かい一緒に頑張る仲間やサポートしてくれる先生方に出会うこと
ができました。大学受験のときも、朝早くから夜遅くまで先生方が勉強に付き合ってく
ださり、私は部活動をしながら現役で九州大学に合格することができました。私が今
も自分の夢に向かって進むことができているのは、筑紫高校での経験があるからだ
と思います。

9月

8月　　 海外語学研修　　 アカデミックツアー
　希望制の二つの企画は、毎年人気で応

募殺到！長期休業中だからこそできる学び

の機会があります！

体育大会
　二大学校行事の一つ体育大会。
　最大の魅力は全校生徒の心が一つ
になることです！
閉会式に全員で歌う校歌は、ご来場の
方が感動で涙を流されることもあります。
　天然芝のグラウンドで思いっきり競技
ができるのも魅力です！

7月 クラスマッチ
　筑紫高校の体育大会には多く
の魅力があります。生徒一人一人
が自分の役割に責任感を持って
取り組むため、リーダーとしての
資質が向上します。
　また、団結力も大きな魅力で
す。本番のみならず、練習からお
互いが協力し、支え合うことで、
最後には筑紫高校全体が一つ
になり感動を共有します。

10月 11月OB・OG座談会（２年）
中学生体験入学
　同窓会主催のOB・OG座談会は、様々な
お仕事をされている先輩方のお話に触れ
ることで、将来の自分づくりに繋がります。

修学旅行
記念樹贈呈式
　修学旅行はスキー研修と東京観光！

白銀の世界で滑るスキーは格別です！

卒業証書授与式
クラスマッチ

創立記念式典
　筑紫高校は創立48周年。毎年様々な方に講演をしていただき
ます。昨年はQPS研究所の方に民間初の人工衛星についてお話
をしていただきました。

マラソン大会 3月1月

吉田　清一郎
二日市中学校出身

2月

林田　由希子
出身中学校：筑紫野中学校
卒業後の進学先：髙尾看護専門学校
現在のお仕事：基山バディ認定こども園看護師
■お仕事の内容
　私は看護師をしています。今は保育園で勤務し
ていて、園児の体調面でのサポートや、お薬の内
服管理、発育測定などをしています。
■筑紫高校で学んだこと
　筑紫高校は活気のある学校で、
毎日登校するのが楽しかったです。
　職場での上下関係やコミュニケー
ションを取る際、また協調性を求められ
る場面の際に部活動での経験がとても
役に立っています。筑紫高校は何に対し
ても全力な仲間や先生方がいます。こ
れは私の一生の宝物です。

三上　良英
出身中学校：平野中学校
卒業後の進学先：慶應義塾大学
現在のお仕事：博報堂（広告代理店・営業職）
■お仕事の内容
　大手自動車メーカーのTVCMの制作や、キャンペーンの企画運営、そして商品などのブ
ランディングを行う仕事をしています。つまりは、
消費者に売り手側の商品を買ってもらったり、好きになってもらう
お手伝いをしています。また、効率的な広告活動にするため、広告の
量やTVCMの放送枠の調整も行っております。
■筑紫高校で学んだこと
　筑紫高校は、何かに真剣に取り組んでいる人を全力で応援し
てくれる学校です。学習や部活動、行事など本気で取り組める環
境があります。私は、現在仕事をする中で、お客様に全力で向き合う
ことを大切にしています。この「全力」の姿勢は、筑紫高校で学んだ
私の武器です。

同窓会のHPでは
他にもOB＆OGの活躍を
見ることができます。
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行事予定
主体的に作り上げる学校行事 筑紫高校の学校行事の最大の特徴は、生徒が

「主体的」につくり上げることです。

卒業生の声

様々なジャンルで活躍する卒業生！
多くの先輩方が「筑紫高校での学
びがあったから今がある」そう口に
するのは、なりたい自分を探せる学
校だからです。

　筑紫祭は生徒一人一人が主体的に取り組む要素がたくさんあり、
とても成長できる学校行事の一つです。
　書道部のパフォーマンスに始まり、吹奏楽部の演奏やその他文化
部の発表があるので、友達の日頃の頑張りを見ることができます。
　文化的な要素も沢山含まれていて、衣装の製作や和歌を作って行
う「曲水の宴」。クラスの団結力が高まる「合唱コンクール」、この他に
もクラス企画など、学校全体が成功に向け団結するのも魅力の一つ
です。

　　　 生徒総会
　　　 能狂言鑑賞会（１年）
5月

6月

入学式
筑紫BASIC
四王寺登山（２年）
令和２年度は新型

コロナウイルス感染拡

大防止のため、分散

形式で実施しました。

　筑紫祭（文化祭）
　歌舞伎鑑賞会（２年）
　二大学校行事の一つ「筑紫祭」（文化祭）文化部の発

表をはじめ、曲水の宴や合唱コンクールなど、文化的要

素がたくさん詰まったイベントです！！

　２年生は博多座で歌舞伎

の鑑賞。多くの人が、初めて

経験するその壮大さに、と

ても感動します！

　これから始まる高校
生活への期待と不安が
入り混じっていました
が、筑紫生の一員に
なったという自覚と責
任を感じています。

4月

末次　瑠詩明
学業院中学校出身

吉武　亨将
出身中学校：太宰府東中学校
卒業後の進学先：静岡大学
現在のお仕事：株式会社ラジカルラボ取締役
一般社団法人 子どもたちの集団
感染を防ぐ会 代表理事
■お仕事の内容
　除菌消臭剤「キエルキン」の研究開発
国立研究開発法人産業総合研究所との
共同研究国内では大手コンビニチェーン店（名古屋から北海道の全店舗）が導入している
「キエルキン」。海外においても多くの国 と々の取引実績があり、世界の感染症と戦っています。
■筑紫高校で学んだこと
　規律と協調性を学び、社会人になってからは、時間の管理ができることや、商談の際に
取引先の方とのコミュニケーションが円滑に行える事が役立っています。また、部活動で
得た忍耐力も、私の武器となっています。

鳥山　由紀夫
出身中学校：太宰府中学校
卒業後の進学先：大阪あべの辻調理師専門学校
現在のお仕事：ビストロ　Aminima経営者兼ソムリエ
■お仕事の内容
　フレンチレストランで、料理とワインを通じて、
様 な々生産者とお客様を繋ぐ仕事をしています。
ミシュランガイドのビブグルマン部門に今年で４
年連続掲載されました。
■筑紫高校で学んだこと
　当時は規律を重んじ、事あるごとに団結でき
る学校でした。人のことを想い合える、人として
の大切な部分を学ばせてもらいました。その
甲斐あって、現在ではここ一番というときの
筑紫魂（集中力と責任感）が湧いてきます。

中山　優子
出身中学校：春吉中学校
現在のお仕事：行政書士中山優子法務事務所　代表
■お仕事の内容
　社会保険労務士と行政書士としてお仕事をしています。主な内容は、企業の労務・人事についての書類作成やコンサルティング、社会保険、雇
用保険などの法的手続きの代行などを行っています。その他にも、企業が健全に経営できるように支援を行う活動もしています。
■筑紫高校で学んだこと
　筑紫高校は挨拶や風紀、学業に対して真剣に取り組む学校でした。宿題や予習などは大変でしたが、生徒が皆仲が良く、楽しい毎日でした。
社会人になってからは、多くの試練に直面してきましたが、高校で鍛えられた精神力や忍耐力のおかげで、乗り越えることができています。また、
筑紫高校で学んだ教養面においても、活かされているものが多 あ々り、取引先の方に感心されることがあります。筑紫高校では、社会に出た時に
役立つスキルがたくさん身に付きます。社会に出たときに充実した毎日を過ごすために、入学をお勧めします。
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井上　晴貴
春日西中学校出身

キャリア教育
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、大学の研究室で筑紫高
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。

海外研修
　筑紫高校で英語力を向上させる行事といえば、「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
　　　　　　　　望しました！」という人も少なくありません。

OB・OG座談会
　毎年２年生を対象に行われる
OB・OG座談会は、様々な分野でお
仕事をされている先輩方と交流を
する企画です。
　会社員の方や自営業の方、公務員
の方や医療従事者の方など多くの
先輩方に、夢がある話をしていただ
けます。

　筑紫高校では、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。

前川　明日実
大利中学校出身

たい

　　　　　 き
　　　　　　 　　 望

川野瑞貴
学業院中学校出身

　私はオーストラリア語学研修があることを知り、筑紫高校に入学
しました。今回この研修に参加して、自分からより多くの人と話すこ
とで、スムーズな英会話ができるように努めました。はじめは頭で考
えながら言葉に出していましたが、最後には会話の流れを止めずに
話す事ができ、自分の成長を感じました。
　この経験を活かし、さらなる英語力の向上と、異文化についての
学習に取り組んでいきたいです。

　私がアカデミックツアーに参加して一番感じたことは、
大学生の「主体的に学ぶ姿勢」です。高校と違い、大学で
は学生一人一人が様々な課題に対して探究していると感
じました。
　現在、私は受験生ですが、大学がゴールではなく、将来
の自分の夢を実現することを前提に学習に取り組めてい
ます。それはこの企画に参加したからだと言っても過言
ではありません。

ICT導入
　「Classi」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 の々生徒の学びの記録が蓄えられるだけでなく、
理解度や学習の進捗状況に合わせ活用することもで
きるため、新入試や自宅学習での利用にも効果的
です。
　また、「Zoom」などを使い非常時でも学べる環境
や仕組みが整っています。

Project C & G & V
　筑紫高校では、１年次にProject“C”、２年次にProject“G”、３年次にProject“V”
という、課題解決型探究学習を行なっています。
　どれ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
解決策を探っていくため、協働性も
養われます。

グローバル教育

留学生との交流 スピーチコンテスト
　2年生全員が授業でスピーチを作成し、発表します。
英語で自分の考えを伝える力を育みます。また、学年の
代表が筑紫祭で発表し、
豊かな表現力や英語の学
習成果を披露します。

　2年生全員が授業でスピーチを作成し、発表します。
英語で自分の考えを伝える力を育みます。また、学年の
代表が筑紫祭で発表し、
豊かな表現力や英語の学
習成果を披露します。

2Next：文武両道
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実績

文武両道

国公立大学
103名合格

令和元年度

昨年度の主な合格先

国公立大学 私立大学（一部）

西南学院大学
88名合格

福岡大学
252名合格

九州大学

九州工業大学

福岡教育大学

長崎大学

佐賀大学

大分大学

熊本大学

宮崎大学

鹿児島大学

鹿屋体育大学

山口大学

島根大学

福岡女子大学

福岡県立大学

北九州市立大学

長崎県立大学

山口県立大学

山口東京理科大学

下関市立大学

岡山県立大学

前橋工科大学

早稲田大学

明治大学

青山学院大学

中央大学

法政大学

駒沢大学

東京理科大学

明治学院大学

東京農業大学

日本大学

日本体育大学

関西大学

関西学院大学

同志社大学

立命館大学

近畿大学

西南学院大学

福岡大学

福岡工業大学

立命館アジア太平洋大学

運動部
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

文化部
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

令和元年度の主な戦績
陸上…９年連続インターハイ出場
水泳…インターハイ・九州大会・国体出場
ラグビー…九州大会・国体出場（優勝）

県大会出場
サッカー・女子バスケットボール・卓球・剣
道・男子ソフトテニス・放送

　筑紫高校の生徒は、学習も部活動も手
を抜く事なく全力で取り組んでいるのが
特徴です。また、みんな同じように頑
張っているので、友達同士で支えあった
り励まし合ったりして、とても団結力のあ
る学校です。
　部活動の練習から帰るとなかなか時
間が作れないなど、正直大変なこともあ
ります。だからこそ日々の授業を大切に
したり、空いた時間で学習したりするな
ど、毎日工夫をして乗り越えました。
　これからの大学生活でも、高校時代
に身に付けた「時間の有効活用」をし、将
来のために学習に励みたいと思います。

国公立大学合格者のうち約85％が部活動生！！

早稲田大学合格！久留米大学医学部医学科合格！

令和元年度卒業
石橋　佳大
筑紫野南中学校出身
九州工業大学１回生

　筑紫高校には、いつも側で支えてくれる友達や
先生がいます。勉強も部活動も全力で頑張ること
ができる環境があり、挫けそうなときでも、お互いに
励まし合うことができたので、目標を達成できまし
た。私は陸上部に所属していましたが、部活動の練
習を言い訳にしたくなかったので、授業中最大限
集中し、朝早くから登校して、学習時間を確保して
いました。
　筑紫高校には何事にも全力で頑張るという文化
があります。この３年間で培ったものを活かして、
大学でも多くのことにチャレンジしていきたいと考
えています。

何事にも全力で取り組む文化がある筑紫高校。
学習にも部活動においても、最高の自分を目指せます。一人一人が文武両道

高いレベルで

部活動

3

令和元年度卒業
川尻　希美
春日野中学校出身
法政大学１回生

ICTを活用した
授業
　筑紫高校では電子黒
板やプロジェクターを
使った、わかりやすい授
業を展開しています。

自転車通学

筑紫高校の日常 筑紫高校はいたるところに笑顔が溢れる学校です。学習に行事に部活動に、
友達と過ごす時間は格別です。

成長できる環境
一人一人が最高の成長できる環境があります。学習面、部活動においても、優れた設備が
整っているのも筑紫高校の魅力です。

7:45～8:30 朝課外（希望制）

13:00～13:45 昼休み

8:55～9:05 HR（朝礼）

【午前】
9:10～10:00 1限目授業
10:10～11:00 2限目授業
11:10～12:00 3限目授業
12:10～13:00 4限目授業

【午後】
13:45～14:35 5限目授業
14:45～15:35 6限目授業
月・木曜日は７限目あり

【放課後】
部活動

3月～9月 16:00～19:30 
10月～2月 16:00～19:00

15:35～15:50 掃除
 15:50～16:10 HR（終礼）

電車通学
　最寄駅は「朝倉街道」
徒歩で１２分はあっという間！

アクティブ
ラーニング
　生徒同士でディ
スカッションをした
り、グループワーク
を行うことで、能動
的な学習を行って
います。

【放課後】
３年生放課後課外（希望制）
17:10～18:30 

食堂・売店
　筑紫高校の魅力の
一つである食堂と売
店。生徒が選ぶ「学校
の好きな場所」で１位
になりました。

電子黒板
　理解力を向上させるべく、筑紫高校では電

子黒板を使用した授業を積極的に行ってい

ます。知的好奇心を喚起し、主体的に学ぶ生

徒を育てます。

天然芝グラウンド
　授業や学校行事、部活動などで思いきり走り回ることが

できる天然芝グラウンド。怪我の防止や、熱中症対策にも

効果的で、県内でも珍しい好環境です。

自習ロード
　校内４ヶ所の渡り廊下には、長机が並び通称「自習ロード」と呼ばれています。生徒
たちはその場所で、早朝から夕方まで、自分の進路実現に向けて学習しています。

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。理解度

や学習の進捗状況に合わせて活

用することもできるため、自宅に

おいても効果的に利用できます。

Wi-Fi環境の整備
　令和２年度に校内無線LANの環境を整える

ことが決定しています。

これにより、さらに学習環境が整備されます。

トレーニング室
　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、様々な部活動生がパフォーマンス向上と、

怪我防止のために利用

しています。

久保　希祥
学業院中学校出身

ミンドウラム・マーカス・廣紀
平野中学校出身

4Next：学校行事
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行事予定
主体的に作り上げる学校行事 筑紫高校の学校行事の最大の特徴は、生徒が

「主体的」につくり上げることです。

卒業生の声

様々なジャンルで活躍する卒業生！
多くの先輩方が「筑紫高校での学
びがあったから今がある」そう口に
するのは、なりたい自分を探せる学
校だからです。

　筑紫祭は生徒一人一人が主体的に取り組む要素がたくさんあり、
とても成長できる学校行事の一つです。
　書道部のパフォーマンスに始まり、吹奏楽部の演奏やその他文化
部の発表があるので、友達の日頃の頑張りを見ることができます。
　文化的な要素も沢山含まれていて、衣装の製作や和歌を作って行
う「曲水の宴」。クラスの団結力が高まる「合唱コンクール」、この他に
もクラス企画など、学校全体が成功に向け団結するのも魅力の一つ
です。

　　　 生徒総会
　　　 能狂言鑑賞会（１年）
5月

6月

入学式
筑紫BASIC
四王寺登山（２年）
令和２年度は新型

コロナウイルス感染拡

大防止のため、分散

形式で実施しました。

　筑紫祭（文化祭）
　歌舞伎鑑賞会（２年）
　二大学校行事の一つ「筑紫祭」（文化祭）文化部の発

表をはじめ、曲水の宴や合唱コンクールなど、文化的要

素がたくさん詰まったイベントです！！

　２年生は博多座で歌舞伎

の鑑賞。多くの人が、初めて

経験するその壮大さに、と

ても感動します！

　これから始まる高校
生活への期待と不安が
入り混じっていました
が、筑紫生の一員に
なったという自覚と責
任を感じています。

4月

末次　瑠詩明
学業院中学校出身

吉武　亨将
出身中学校：太宰府東中学校
卒業後の進学先：静岡大学
現在のお仕事：株式会社ラジカルラボ取締役
一般社団法人 子どもたちの集団
感染を防ぐ会 代表理事
■お仕事の内容
　除菌消臭剤「キエルキン」の研究開発
国立研究開発法人産業総合研究所との
共同研究国内では大手コンビニチェーン店（名古屋から北海道の全店舗）が導入している
「キエルキン」。海外においても多くの国 と々の取引実績があり、世界の感染症と戦っています。
■筑紫高校で学んだこと
　規律と協調性を学び、社会人になってからは、時間の管理ができることや、商談の際に
取引先の方とのコミュニケーションが円滑に行える事が役立っています。また、部活動で
得た忍耐力も、私の武器となっています。

鳥山　由紀夫
出身中学校：太宰府中学校
卒業後の進学先：大阪あべの辻調理師専門学校
現在のお仕事：ビストロ　Aminima経営者兼ソムリエ
■お仕事の内容
　フレンチレストランで、料理とワインを通じて、
様 な々生産者とお客様を繋ぐ仕事をしています。
ミシュランガイドのビブグルマン部門に今年で４
年連続掲載されました。
■筑紫高校で学んだこと
　当時は規律を重んじ、事あるごとに団結でき
る学校でした。人のことを想い合える、人として
の大切な部分を学ばせてもらいました。その
甲斐あって、現在ではここ一番というときの
筑紫魂（集中力と責任感）が湧いてきます。

中山　優子
出身中学校：春吉中学校
現在のお仕事：行政書士中山優子法務事務所　代表
■お仕事の内容
　社会保険労務士と行政書士としてお仕事をしています。主な内容は、企業の労務・人事についての書類作成やコンサルティング、社会保険、雇
用保険などの法的手続きの代行などを行っています。その他にも、企業が健全に経営できるように支援を行う活動もしています。
■筑紫高校で学んだこと
　筑紫高校は挨拶や風紀、学業に対して真剣に取り組む学校でした。宿題や予習などは大変でしたが、生徒が皆仲が良く、楽しい毎日でした。
社会人になってからは、多くの試練に直面してきましたが、高校で鍛えられた精神力や忍耐力のおかげで、乗り越えることができています。また、
筑紫高校で学んだ教養面においても、活かされているものが多 あ々り、取引先の方に感心されることがあります。筑紫高校では、社会に出た時に
役立つスキルがたくさん身に付きます。社会に出たときに充実した毎日を過ごすために、入学をお勧めします。

5

井上　晴貴
春日西中学校出身

キャリア教育
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、大学の研究室で筑紫高
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。

海外研修
　筑紫高校で英語力を向上させる行事といえば、「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
　　　　　　　　望しました！」という人も少なくありません。

OB・OG座談会
　毎年２年生を対象に行われる
OB・OG座談会は、様々な分野でお
仕事をされている先輩方と交流を
する企画です。
　会社員の方や自営業の方、公務員
の方や医療従事者の方など多くの
先輩方に、夢がある話をしていただ
けます。

　筑紫高校では、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。

前川　明日実
大利中学校出身

たい

　　　　　 き
　　　　　　 　　 望

川野瑞貴
学業院中学校出身

　私はオーストラリア語学研修があることを知り、筑紫高校に入学
しました。今回この研修に参加して、自分からより多くの人と話すこ
とで、スムーズな英会話ができるように努めました。はじめは頭で考
えながら言葉に出していましたが、最後には会話の流れを止めずに
話す事ができ、自分の成長を感じました。
　この経験を活かし、さらなる英語力の向上と、異文化についての
学習に取り組んでいきたいです。

　私がアカデミックツアーに参加して一番感じたことは、
大学生の「主体的に学ぶ姿勢」です。高校と違い、大学で
は学生一人一人が様々な課題に対して探究していると感
じました。
　現在、私は受験生ですが、大学がゴールではなく、将来
の自分の夢を実現することを前提に学習に取り組めてい
ます。それはこの企画に参加したからだと言っても過言
ではありません。

ICT導入
　「Classi」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 の々生徒の学びの記録が蓄えられるだけでなく、
理解度や学習の進捗状況に合わせ活用することもで
きるため、新入試や自宅学習での利用にも効果的
です。
　また、「Zoom」などを使い非常時でも学べる環境
や仕組みが整っています。

Project C & G & V
　筑紫高校では、１年次にProject“C”、２年次にProject“G”、３年次にProject“V”
という、課題解決型探究学習を行なっています。
　どれ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
解決策を探っていくため、協働性も
養われます。

グローバル教育

留学生との交流 スピーチコンテスト
　2年生全員が授業でスピーチを作成し、発表します。
英語で自分の考えを伝える力を育みます。また、学年の
代表が筑紫祭で発表し、
豊かな表現力や英語の学
習成果を披露します。

　2年生全員が授業でスピーチを作成し、発表します。
英語で自分の考えを伝える力を育みます。また、学年の
代表が筑紫祭で発表し、
豊かな表現力や英語の学
習成果を披露します。

2Next：文武両道
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筑紫高校が目指す人間像
21世紀の世界は、ITの発展とグローバル化により、これまでの

知識や経験をはるかに超える力が必要とされます。そのような世
界で活躍する若者には３つの資質や能力が不可欠です。筑紫高校
では、これらを伸ばし未来を切り拓いていける人材育成を目指し
ています。

世界で活躍する若者
の育成

社会で差がつく人間力を育てる

人間力が育つ校風
筑紫魂
可能性を無限大に広げる熱き魂
　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。

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。

グローバル教育
グローバル国際社会で活躍する人材
　国際社会という言葉か使われるようになって随分経

ちます。筑紫高校では語学やコミュニケーション能力

の向上、異文化に対する理解と世界的な視野を持つた

めの企画がたくさんあります。

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。

キャリア教育
主体的に道を切り拓く
　筑紫高校には「主体的に学ぶ」たくさんの企画がありま

す。一人一人の未来を切り拓く力を伸ばす環境と、それをサ

ポートする体制が整っています。

学習指導
溢れる学びの供給
　筑紫高校では常に生徒の学習意欲を

刺激する授業を用意しています。

　新型コロナウイルスによる休業中も、い

ち早くオンライン授業を取り入れて、生徒

が学ぶ環境を整えました。

『 主体性 』
21世紀の世界で、自ら学び
社会に貢献しようと

する資質

『 挑戦力 』
未知の出来事や困難な
課題にも果敢に挑む
ことができる力

『 コミュニケーション力 』

自らの考えを発信するだけで
なく、多様な価値観を尊重し、
そこから新たな価値を

創造する力

1

徳増　愛華
出身中学校：太宰府中学校
卒業後の進学先：九州大学
現在のお仕事：ミズノ株式会社
■お仕事仕事内容
　マーケティング課に所属し、市場調査や商品のプロモーションを作成する仕事をし
ています。今後は野球・ソフトボールを世界に普及していく業務に携わりたく、現在の
業務と並行して勉強をしています。
■筑紫で学んだこと
　筑紫高校では部活動や勉学など何かに全力で取り組むことの楽しさを学びまし
た。そして、夢に向かい一緒に頑張る仲間やサポートしてくれる先生方に出会うこと
ができました。大学受験のときも、朝早くから夜遅くまで先生方が勉強に付き合ってく
ださり、私は部活動をしながら現役で九州大学に合格することができました。私が今
も自分の夢に向かって進むことができているのは、筑紫高校での経験があるからだ
と思います。

9月

8月　　 海外語学研修　　 アカデミックツアー
　希望制の二つの企画は、毎年人気で応

募殺到！長期休業中だからこそできる学び

の機会があります！

体育大会
　二大学校行事の一つ体育大会。
　最大の魅力は全校生徒の心が一つ
になることです！
閉会式に全員で歌う校歌は、ご来場の
方が感動で涙を流されることもあります。
　天然芝のグラウンドで思いっきり競技
ができるのも魅力です！

7月 クラスマッチ
　筑紫高校の体育大会には多く
の魅力があります。生徒一人一人
が自分の役割に責任感を持って
取り組むため、リーダーとしての
資質が向上します。
　また、団結力も大きな魅力で
す。本番のみならず、練習からお
互いが協力し、支え合うことで、
最後には筑紫高校全体が一つ
になり感動を共有します。

10月 11月OB・OG座談会（２年）
中学生体験入学
　同窓会主催のOB・OG座談会は、様々な
お仕事をされている先輩方のお話に触れ
ることで、将来の自分づくりに繋がります。

修学旅行
記念樹贈呈式
　修学旅行はスキー研修と東京観光！

白銀の世界で滑るスキーは格別です！

卒業証書授与式
クラスマッチ

創立記念式典
　筑紫高校は創立48周年。毎年様々な方に講演をしていただき
ます。昨年はQPS研究所の方に民間初の人工衛星についてお話
をしていただきました。

マラソン大会 3月1月

吉田　清一郎
二日市中学校出身

2月

林田　由希子
出身中学校：筑紫野中学校
卒業後の進学先：髙尾看護専門学校
現在のお仕事：基山バディ認定こども園看護師
■お仕事の内容
　私は看護師をしています。今は保育園で勤務し
ていて、園児の体調面でのサポートや、お薬の内
服管理、発育測定などをしています。
■筑紫高校で学んだこと
　筑紫高校は活気のある学校で、
毎日登校するのが楽しかったです。
　職場での上下関係やコミュニケー
ションを取る際、また協調性を求められ
る場面の際に部活動での経験がとても
役に立っています。筑紫高校は何に対し
ても全力な仲間や先生方がいます。こ
れは私の一生の宝物です。

三上　良英
出身中学校：平野中学校
卒業後の進学先：慶應義塾大学
現在のお仕事：博報堂（広告代理店・営業職）
■お仕事の内容
　大手自動車メーカーのTVCMの制作や、キャンペーンの企画運営、そして商品などのブ
ランディングを行う仕事をしています。つまりは、
消費者に売り手側の商品を買ってもらったり、好きになってもらう
お手伝いをしています。また、効率的な広告活動にするため、広告の
量やTVCMの放送枠の調整も行っております。
■筑紫高校で学んだこと
　筑紫高校は、何かに真剣に取り組んでいる人を全力で応援し
てくれる学校です。学習や部活動、行事など本気で取り組める環
境があります。私は、現在仕事をする中で、お客様に全力で向き合う
ことを大切にしています。この「全力」の姿勢は、筑紫高校で学んだ
私の武器です。

同窓会のHPでは
他にもOB＆OGの活躍を
見ることができます。

6
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糸永　偉大
春日西中学校出身

福岡県立筑紫高等学校
〒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

筑紫高校の魅力は「挑戦」
　筑紫高校には何事にも一生懸命な人が沢山いて、学習や行
事、また部活動において、挑戦できる機会が沢山あります。
　特に学習においては、中学時代よりも高いレベ
ルの内容になりますが、内容が理解できた
とき、正解がわかったときにやり甲斐を感じ
ます。
　これからも、将来「周りの人の役に立てる
人」になるために多くのことに挑戦したいと
思います。

筑紫高校の魅力は「自立」
　私が筑紫高校で特に成長したところは、「自分で考えて行動
する」という事です。特に体育大会や筑紫祭（文化祭）
などの行事では、誰かにやらされるのでは
なく、自ら考え行動することで大きな達成
感を得ることができます。また、共に協力し
あい、全力で取り組める仲間がいることも
私の成長には
不可欠なことです。

筑紫高校の魅力は「将来の自分づくり」
　筑紫高校はほとんどの人が文武両道を実践しています。私
の今のやり甲斐は、「授業」です。課外授業も含め、自分
の将来に必要となる科目を選択することが
できるのでそう感じています。また、私は
サッカー部に所属していますが、コミュニ
ケーション力の向上や、当たり前のことを
徹底することなどを学んでいます。これは、
将来の夢である、「教師」になるために重要
なことだと感じています。

筑紫高校の魅力は「人」
　筑紫高校は先生と生徒の距離がとても近いのが特徴です。
いつも側にいて常に相談に乗ってくれる先生がいること
は、私にとって心強いことだと感じています。
　また、何事にも全力で取り組む仲間が沢
山います。そんな仲間と常に協力し合いな
がらお互いを高めあっていく環境があるの
で、筑紫高校に入学
して本当に良かったと感じています。

地図
指示ください。

久保　希祥
学業院中学校出身

清水　怜
老司中学校出身

元永　朝陽
春日東中学校出身

「高雄」交差点
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令和3年度学校案内

筑紫高校は本気で成長できる学校です

FROM CHIKUSHI
TO THE FUTURE

福岡県 立筑 紫高等学 校
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