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交通機関 筑豊電鉄 今池電停 下車 徒歩７分

西鉄バス57番 北筑高校 下車 徒歩１分

西鉄バス77番永犬丸4丁目下車徒歩７分

１ 在籍者数 （平成30年７月１日現在）

課 １年生 ２年生 ３年生 合 計
学科

程 男 女 男 女 男 女 男 女

全 普通科 135 105 131 108 119 116 385 329
日
制 英語科 12 28 8 33 13 27 33 88

２ 学校概要

昭和53年創立、昨年創立40周年を迎えました。

全 日制課 程の普 通科と英語科 （北九州地区には

本 校のみ ）の２ 学科がありま す。緑に囲まれた

自 然環境 の中、 交通至便な広 い敷地で、進路実

現に向け、充実した教育を行っています。

校 訓 は 「 向 学 自 律 飛 翔 」、 学 校 教 育 目 標

は 「現代 に生き る逞しい人間 の育成～健やかに

自律 協力して創造～」です。

「鍛え る学校 北筑」とし て地域の信頼も厚

く 、全国 で活躍 する卒業生を 多数輩出してきま

した。

３ 教育課程

四年制 大学進 学を目指す教 育課程です。福岡

県 の「新 たな学 びプロジェク ト」の研究指定校

（H27～ H29）としての成果を積極的に取り入れ、

生 徒のや る気を 最大限に引き 出す授業を実践し

て います 。今年 ４月には全教 室にプロジェクタ

ー が設置 され、 ＩＣＴを活用 し、主体的・対話

的で深い学びにつながる授業を展開しています。

【普通科】

基 礎・基 本を重 視する教育を行う ことにより

自己 教育力 の育成 を図り、人間性豊 かな生徒を

育て ること を目指 して、一人一人の 個性を伸ば

すた めのき め細か い学習指導に努め ています。

普通科のコース編成普通科のコース編成普通科のコース編成普通科のコース編成

１年生 ２年生 ３年生１年生 ２年生 ３年生１年生 ２年生 ３年生１年生 ２年生 ３年生

文系 文Ⅰ(私大型)文系 文Ⅰ(私大型)文系 文Ⅰ(私大型)文系 文Ⅰ(私大型)

全員共通全員共通全員共通全員共通

文Ⅱ(国公立大型)文Ⅱ(国公立大型)文Ⅱ(国公立大型)文Ⅱ(国公立大型)

理系理系理系理系

理系理系理系理系

【英語科】

高 い言語 能力を有し 、自国や他国の文化 を理

解し 、国際 的な視野で 思考することのでき る人

物の育成を目標にしています。時代が求める

「英 語力」 で未来を切 り拓く進路を実現さ せま

す。 ＡＬ Ｔ２名 を配置し、英語科独 自の専門科

目の 授業や 行事で 、高いレベルの総 合的な英語

力を 養成し 、異文 化理解を深め、高 いグレード

の英検合格、TOEICの高得点を目指します。１年

次に 宿泊語 学研修 を、２年次に海外 修学旅行を

実施 します 。３年 次に希望進路に応 じた２つの

コース(国公立大型・私大型)を選択します。



４ 学校行事・部活動

☆学校行事

学習のみならず、大運動会、竹陵祭（文化祭）

な どの学 校行事 にも生徒会や 実行委員を中心に

生徒が主体的に全力で取り組みます。

４月 入学式 始業式 校歌指導 歓迎遠足

ＰＴＡ総会 進路説明会 (３年・２年）

５月 生徒総会 自立と協働を学ぶ体験活動(１年)

中間考査 コース選択説明会(１年)

６月 竹陵祭 生徒会長選挙

期末考査 ＧＴＥＣ（スコア型英語技能検定）

７月 ブロックマッチ 終業式

８月 夏季課外 始業式

９月 大運動会

１０月 中間考査

中学生体験入学(20日)中学生体験入学(20日)中学生体験入学(20日)中学生体験入学(20日)

１１月 英語科説明会(10日)英語科説明会(10日)英語科説明会(10日)英語科説明会(10日)

期末考査 ウインターセミナー(英語科１年)

１２月 ＧＴＥＣ（スコア型英語技能検定）

終業式 冬季課外

１月 始業式

修学旅行（普通科２年） 海外修学旅行（英語科２年）

２月 マラソン大会(１・２年)

学年末考査

３月 卒業証書授与式 クラスマッチ 終業式

自立と協働を学ぶ体験活動 竹陵祭（英語劇）

大運動会 竹陵祭（クラス展示）

☆部活動

部 活動も 盛んで 、８割以上の生徒 が部活動に

所属 し、文 武両道 を実践しています 。県立学校

では 指折り の広大 な敷地、充実した 指導者など

恵ま れた環 境にあ り、多くの部が県 大会に出場

し、 九州大 会や全 国大会に出場する 部もありま

す。

運動部運動部運動部運動部

陸上、サッカー、野球、バレーボール、

バスケットボール、 バドミントン、卓球、

弓道、柔道、剣道、ラグビー、テニス、

ソフトボール、水泳（水球）、総合体育

文化部文化部文化部文化部

写真、茶華道、吹奏楽、ＥＳＳ、美術、書道、

ギター、自然科学、放送、応援団

５ 進路情報

「第一志望進 路実現」を最大の目 標に、綿密

な課 外と適 切な情 報・資料提供に努 め、的確か

つ丁 寧な進 路指導 で、毎年の国公立 大合格者は

１００名以上にのぼります。

☆合格状況…平成30年３月卒業生（38期生）

国公立大学 ･･･１０６名

私立大学（４年制） ･･･２１３名

短期大学 ･･･ ５名

専門学校（含む医療系） ･･･ ３９名

就職・公務員 ･･･ ７名

☆主な進学先（過去５年）

国 公立 大 ： 大 阪大 ・ 神 戸 大・ 千葉 大 ・九 州大 ・

熊本 大・ 広 島大 ・山 口 大・ 長崎 大・

大分大・佐賀大・福岡教育大・

北九州市立大・福岡県立大・

下関市立大 など

私立 大 ： 西南学 院大・ 福岡大 ・産業 医科 大・

中村学園大・福岡工業大・帝京大

西 南女 学 大 ・ 久留 米大 ・ 九州 産業 大

駒沢大・専修大・同志社大・

関 西学 院 大 ・ 関西 大・ 立 命館 大な ど

６ 学校からのメッセージ

北 筑高校 は昨年 創立４０周年を迎 えました。

よき 伝統は 継承し つつも新たなステ ージに歩を

進め ていき ます。 生徒が企画し主体 的に行う学

校行 事や、 進路目 標実現に向かって 努力してい

る、 活気溢 れる学 校です。中学生の みなさん、

ここ北筑で学習、学校行事、部活動を充実させ、

一生 で一度 きりの 青春を謳歌してみ ませんか！


