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プラン① 【英語学力向上】 

Ｅ―ＤＡＳＨプラン 

生徒の「頭・心・体」が動く授業 

調和のとれた５領域（聞く･読む･発表する 

･やりとりする･書く）の育成を目指す授業 

ＣＡＮ-ＤＯリストの開発と活用 

小中高大連携の推進  

プラン② 【数学学力向上】 

Ｍ―ＤＡＳＨプラン 

高度な数学的思考力・判断力の育成 

基礎基本の定着と学習意欲の向上 

主体的な学習習慣（予習・授業・復習）の形成 

数学オリンピック・数学検定の活用 

小中高連携の推進  

プラン③ 【理工系研究実践】 

アカデミック･インターンシップ 

岩手大理工学部での実験（化学･生命・数理物理・

マテリアル・電気電子通信・知能メディア・機械・社会基盤） 

教授による講義・演習、学生との協働学習 

八戸工業大学での講義・実験 

高大連携の推進  

プラン④ 【大学進学対策】 

いわて進学支援ネットワーク事業 

大学教授による模擬講義（東北大･岩大･県立大等） 

一流予備校講師による特別講義 

難関大講座（東大･東北大・医学部等）の受講 

オープンキャンパス参加（東大･東北大･岩大等） 

県内進学重点校との連携  

プラン⑤ 【グローカル人材育成】 

地方創生カシオペア講座 

《アクティブ・ラーニング型授業と探究活動⇒新しい価値の創造》 

カシオペア地域の課題発見及び解決策立案（ビジネスプランの作成・実践） 

海外研修旅行「台湾で学ぶ地方創生」 

ベトナムの学園都市での研究発表（現地大学生との英語での意見交換） 

高大官民連携の推進 （福高、岩手県立大、二戸市、ＪＴＢ東北） 

岩手県教委指定 

授業を通じて学力と教養を高め、部活動で青春を燃やそう 

学校生活を謳歌し、心身ともに健康で堅実な人間性を磨こう 

グローバルな視点で課題解決にとりくみ、新しい価値を創造できる人材 

キーコンセプト“挑戦する伝統校”について 

 幕末、二戸に誕生した「会輔社（かいほしゃ）」は、「東北の松下村塾」と称されるほど、時代を拓

く多くの俊英を輩出した。幼少時の田中舘愛橘博士（物理学）もまた「会輔社」で学んだ一人で

ある。明治 34 年、福高の前身である県立福岡中学校が県下 3 番目に設立されたのも、「会輔

社」が育んだ教育熱心な土壌によると言われている。そこで福高は、「会輔社」の革新の気風

を承け継ぎ、”挑戦する伝統校”というコンセプトを掲げることとした。そしてその実現のため

に、校是「文武両道・質実剛健」を土台に「グローバルな視点から課題解決にとりくみ、新しい価

値を創造できる人材」を育成すべく、DASH HUKUKO PLAN（ダッシュ福高プラン）を立ち上げた。 

＝日本式ローマ字(田中舘博士考案)表記「ＨＵＫＵＯＫＡ」の頭文字を図案化したシンボルマーク 

総合的な学習の時間 



 



 

【岩手県立福岡高等学校 キーコンセプト】 

挑戦する伝統校 
DASH HUKUKO PLAN ② 

Ｍ―ＤＡＳＨプラン 

【数学学力向上】 
 

 上位者指導  

・成績上位者に添削指導の実施。 

→難関大学レベルの問題に取り組

み、高難易度の問題を解くための

思考力と判断力を養成する。 

・解説会の適宜実施。 

・外部教材を活用した個別指導。 

・難関大学入試に対応できる学力を目

指す。 

・思考力と判断力の更なる向上を目指

す。 

 数学五輪  

・数学五輪出場を目指す。（数学検定２

級以上取得者対象） 

・添削指導や解説会の実施。 

・五輪問題への取り組みを通して数学

への興味関心を高め、学習意欲の高揚

を図る。 

 下位者指導  

・成績下位者に補習の実施。 

 →各学年と連携して学力向上を 

目指す。 

→各種テストの前後で補習や確認 

テストを実施する。 

・模試偏差値 45 未満の生徒には長期

休業中に補習を実施。 

・基礎基本の定着を目指す。 

 数学検定  

・３級取得を目指した学び直し。 

・準１級取得への挑戦。（数学検定２級以

上取得者対象） 

・各年代での検定取得目標 

→高校１年生までに準２級 

→高校２年生までに２級 

 学習習慣の定着・学力向上  

・学習習慣定着を目指し、学習への取組方法を指導。 

・能力に応じた指導で福高生全体の学力向上を目指

す。 

・数学検定という短期目標を設定することで生徒・児

童の学習意欲を高める。 

・高校卒業後も活躍するために必要な数学の学力や

学習意欲を身につける。 

・小中高の互見授業等を通じて、職員の交流を図り、算

数数学の学力向上の方策を模索する。 

・アクティブラーニングの実施。 

 Ｍ－ＤＡＳＨプランの目的  

・数学への興味関心を深める。 

・数学的思考力と判断力の養成。 

・基礎学力の向上。 

・2020 年度から実施される｢大学入学共通

テスト｣に対応する学力を身につける。 

・予習、授業、復習の「学習サイクル」確立。 

 



 

【岩手県立福岡高等学校 キーコンセプト】 

挑戦する伝統校 
DASH HUKUKO PLAN ③ 

アカデミック･インターンシップ 

【理工系研究実践】 
 

(1)化学コース  

応用化学の高度な専門性を備え、地域社

会と国際社会の持続的発展に貢献できる

技術者・研究者となる基礎を育成する。  

(2)生命コース 

生命現象や生体機能などの基本的側面か

ら細胞工学、再生医療工学などの技術

者・研究者となる基礎を育成する。  

(5)電気電子通信コース 

現代社会の諸問題を解決する技術力を持

ち、グローバルに活躍する技術者・研究

者となる基礎を育成する。  

(6)知能･メディアコース  

情報システムの開発に携わる技術者・研

究者となる基礎を育成する。  

 

(3)数理･物理コース 

自ら体験することで物理学、数理科学の

理解を深める基礎を育成する。  

(4)マテリアルコース  

地域産業の課題から地球規模のエネルギ

ー・環境・資源の課題まで対応できる技

術者・研究者となる基礎を育成する。  

 

(7)機械科学コース 

ものづくりで重要な役割を果たす機械工

学に関する基礎知識や考え方を身に付

け、地域産業を支え復興に貢献できる技

術者・研究者となる基礎を育成する。  

(8)社会基盤･環境情報コース  

安全・安心な社会の構築と、人と環境に

優しい持続可能な社会の創出を担う技術

者・研究者となる基礎を育成する。  

『地方創生カシオペア講座 -理系探究プロジェクト-』

アカデミック･インターンシップ（2 年８月上旬２日間） 

理系探究プロジェクトのフィールドワークの一環

として、岩手大学理工学部で実施する。 (1)化学コ

ース (2)生命コース (3)数理･物理コース (4)マテ

リアルコース (5)電気電子通信コース (6)知能･メ

ディアコース (7)機械科学コース (8)社会基盤･環

境情報コース の全８コースに分かれる。大学の講

義室または研究室での講義、大学の施設を使った

実験、大学院生や学部生とのグループ学習等、主

体的・対話的で深い学びを実践する。 

希望者対象『-理系体験プログラム-』 

アカデミック･インターンシップ＋α 

(９月上旬福陵祭代休１日間 ) 

2～ 3 年生の希望者対象にフィールドワー

クの一環として、八戸工業大学で実施す

る。大学の講義室または研究室での講

義、大学の施設を使った実験を通して、

理工系学問への興味･関心を高める。  

アカデミック・インターンシップの目的 

大学で日々の学習や、将来進む可能性の

ある学問分野に関連した研究活動等を、

試行的に体験する。大学への視野を広

げ、教育内容への理解を深めるととも

に、学習意欲や進路意識を高めることを

目的とする。 

高大連携  



 

【岩手県立福岡高等学校 キーコンセプト】 

挑戦する伝統校 
DASH HUKUKO PLAN ④ 

いわて進学支援ネットワーク事業 

【大学進学対策】 
 

＋α(福高奨学会補助 )福高独自事業  

『代々木ゼミナール講習 in 福高』 

(1･２年春季課外/３年特別課外 ) 

代ゼミが誇る選び抜かれた講師陣による

丁寧でわかりやすい解説と整理された見

やすい板書により、盲点やテーマを明確

に提示する授業が展開される。東京の代

ゼミ校舎と同じレベルのノウハウを、福

岡高校で体験できる。  

 

合同企画事業 参加指定校 

『１年最難関大講座 /２・３年東大講座』 

（１・２年６・９・２月全３日間，３年８・９月全４日間） 

東京大学を志望または今後志望するであ

ろう生徒の意識高揚と実力養成を図る。  

『医学部進学セミナー』（３月中旬） 

地域医療の将来を担うため、医師の理解

を深め、医師を志す動機付けを図る。  

＋α(福高奨学会補助 )福高独自事業  

『河合塾サテライト講座 in 福高』 

(希望者：ＡＯ・推薦・一般入試対策 ) 

限られた時間で学力を上げるための工夫

を凝らした内容。塾では○万円だが、福

高生は選抜により無料で受講可能。  

合同企画事業 参加指定校 

『難関大学対策講座』（２年９月 /３年８・１０月 ） 

『難関大学対策合同合宿』（１月 ４・５日） 

個別学力試験重視の難関大学（東北大学

レベル以上）を第１志望とする生徒の学

力向上と意識高揚を図る。参加者は模擬

試験等の成績で選抜される。  

 

福高独自事業『大学模擬講義』（１０月中旬実施） 

生徒が実際に大学の教員による講義を体験するこ

とによって学問への興味・関心を高め、学習や進

学に対する意欲を向上させることを目的とするそ

のために、各分野で活躍している研究者を招聘し

て、最先端の研究の一端を講義していただく。東

北大学(文系,理系)、岩手大学(人社,教育,理工,

農)、岩手県立大学(看護,社会福祉,ソフトウェア

情報,総合政策,短期大学部 )、弘前大学、青森公立

大学、青森県立保健大学、秋田大学等を予定して

いる。 

＋α(福高奨学会補助 )福高独自事業  

『東大キャンパスツアーfor 福高』 

(希望者：定員１０名・交通費補助 ) 

大学構内の見学や模擬授業、東大生との

懇談会や勉強会等を通じて、難関大学を

目指す動機付けの機会とする。キャンパ

スツアーで学んだことは、福陵祭展示を

通して全生徒に還元する。  

いわて進学支援ネットワーク事業の目的 

生徒一人ひとりの進路希望の達成をめざ

す、きめ細かい指導体制を全県で構築す

ることにより、生徒個々の進路希望を実

現し、県政の課題である医師や弁護士を

はじめ、研究者・技術者等、将来の本県

を支える人材の育成や地域の産業振興、

地域づくりを担う人材の育成を目指す。 

 

 きめ細かい指導を行うため、指導過程

における個々の基礎力を把握し、授業改

善及び指導力の向上を推進するととも

に、進路意識、学習意欲の向上等をめざ

進学重点校との連携 



 

【岩手県立福岡高等学校 キーコンセプト】 

挑戦する伝統校 
DASH HUKUKO PLAN ⑤ 

地方創生カシオペア講座 

【グローカル人材育成】 
 

特別プログラム(２月下旬) 

-海外探究発表会 in ベトナム- 

『地方創生カシオペア講座』へ積極的に取り組

み、優れた成果を収めた生徒１０名を、ベトナム

の大学へ派遣。研究発表を行い、大学生と意

見交換する。 

特別プログラム(３月下旬) 

-カシオペア・セッション- 

カシオペア地域の持続的な発展のため、高大

官民（高校、大学、行政、民間）がそれぞれの

立場で地域課題の探究に取り組んでいる活動

の成果を発表し合う。市民向けの催し。 

地方創生カシオペア講座 

の目的 

高校・大学・自治体・民間企

業が連携して、生徒自身が自

分の暮らす地域を知り、抱え

ている課題を発見し、グロー

バルな視点からその解決策を

立案する実践を通して、地方

創生の一翼を担う「グローカ

ル人材」の育成を図ることを

目的とする。 

１年『地方創生カシオペア講座』実施内容 

■講座①「人口減少社会の到来と持続可能な地域社会」  

担当：岩手県立大学，二戸市 (市長 ) 

■講座②「地域交流事業の事例」担当： (株 )ＪＴＢ  

■講座③④「地方創生を推進する二戸市の取組」担当：二戸市  

■講座⑤⑥「グローバルに活躍する二戸市の民間企業」  

担当：県北広域振興局 (二戸地域振興センター地域振興課 ) 

■講座⑦「分野別探究発表会－カシオペア地域活性化プラン－」 

□海外研修旅行「台湾で学ぶ地方創生 -若者が活躍する場を考える-」 

■講座⑧「『カシオペア地域活性化プラン』のブラッシュアップ」  

■講座⑨「１学年探究発表会」  

２年『地方創生カシオペア講座』 

-探究プロジェクト-実施内容 

１年で分野を選択して『自分で行動するプラ

ン』を個人でまとめ、『カシオペア地域活性化

プラン』をグループでまとめた。２年では６つのプ

ロジェクトに分かれて、これを実行に移す。 

行政分野⇒  政策提言プロジェクト  

担当：岩手県立大学，二戸市 (政策推進課 ) 

観光分野⇒  観光推進プロジェクト  

担当：ＪＴＢ，二戸市 (商工観光流通課 ) 

経済分野⇒  高校生起業プロジェクト 

担当：県北広域振興局 (二戸地域振興センタ

ー地域振興課 ) 

教育分野⇒  教育系探究プロジェクト 

担当：二戸市 (二戸市教育委員会 ) 

福岡高等学校 (英語科・数学科 ) 

医療分野⇒  看護系探究プロジェクト 

担当：岩手県立二戸高等看護学院  

福岡高校 (数学科・理科 ) 

その他理系分野⇒  理系探究プロジェクト 

（アカデミックインターンシップを含む）  

担当：岩手大学理工学部，福岡高校 (理科 ) 

□(夏休み)「フィールドワーク」 

□(福陵祭 )「ポスターセッション」 

 

高大官民連携  


