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D enshukan
Dream to the new world

創立１９５年、これからも受け継がれていく伝習館の建学精神
本校は文政７年（西暦１８２４年）に、柳河藩第九代藩主 立花鑑賢公の藩学として創立されて以来、今年で創立１９5年を迎え
る、長い歴史と伝統を誇る学校です。さらに、その淵源を辿れば、柳川が生んだ儒学者、安東省庵先生の家塾にあり、実に
３００年以上の歴史を有します。
伝習館の名前の由来は、論語 学而篇の中の「曾子曰く、吾、日に吾が身を三省す。人のために謀りて忠ならざるか。朋友
と交わりて信ならざるか。習わざるを伝ふるかと」にあります。 すなわち、教育者たるものが深く慎むべきものとして、自分
がまだ十分に身につけていないことを人に伝えていないか、受け売りだけで人を誤らせてはいないか、という学者的良心
から出た反省の気持ちを表現したものです。生徒の側からは「伝えられて、習わざるか」と読むことが出来ます。すなわち、
教師から教えられて、学んだことをきちんと繰り返して、わが身に習熟するまで復習・練習することに怠りはなかったか、と
反省をせまるものです 。
学びの場において、教師も生徒もつねに誠実であること、これが伝習館の教育に受け継がれる伝統です。

高い志で将来の夢を追い、
自分の力で未来を切り開く
柳川藩の初代藩主である立花宗茂公は「忠義の武将、ぶれない生き方」と表現されること
が多く、複数の作家がその作品で取り上げています。中でも、郷土が生んだ歴史作家である
葉室麟氏は、その作品「無双の花」の中で、「立花の義とは、裏切らぬことでございます」と、

宗茂公の正室誾千代の台詞として表現しています。
本校が県立に移管した折りに校章「三稜」が定められ、伝習館教育の基本は「三稜精神」、
つまり「知・徳・体」の調和の取れた人材の育成を目指すものとされました。その底流にある
ものは、藩校「伝習館」を生んだ「立花の義」であると考えられます。「人を大切にし、決して
裏切らない」ことを心にとめ、「大切に育てます、丁寧に育てます、挑戦する心を育てます」の
３つのＴをモットーに、全教職員で一つになって教育活動を展開しています。
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本校の礎である、初代藩主立花宗茂公より引き継がれし「義」

伝習館の教育方針

を重んじ、「三稜精神」に基づく「知・徳・体」の調和のとれ
た人材を育成する教育を推進します。

伝習館が育成する生徒像とは…

知「確かな学力」・徳「豊かな心」・体「健やかな体」

生きて働く

未知の状況にも対応できる

学びを人生や社会に生かそうとする

「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」 「学びに向かう力・人間性」

これからの社会で求められる資質・能力を見据えた教育を行っています
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挑戦する
挑戦する

伝習館は生徒を

伝習館は生徒を

生徒の挑戦す

大 切 に育 てま す

丁 寧 に育 てま す

る心を育てます

伝習館は、将来の日本をになう人材とし

少人数および習熟度別授業など、個に応

高い志望を持てるように、よのなか講座、

て生徒を大切に育てます。礼儀作法や身

じた学習指導体制を構築し、わかるまで

大学体験講座などの進路について考える

だしなみ、学校のルールを守ることをしっ

指導する丁寧な学習指導を行います。ま

機会をたくさん準備しています。難関大学

かりと指導しながら、生徒の自主性を大

た、個人面談を充実させ、じっくりと時間

に挑む生徒にはスーパー課外、スーパー

切にして、一人一人の生徒がもつ可能性

をかけて生徒と向き合って生徒指導、進

セミナーを用意するなど、バックアップ体

を最大限に伸ばします。

路指導を行っています。

制も充実しています。

国公立大学と難関私立大学に多数合格！

確かな進路実現力
平成２９年度

国公立大学

４年生大学合格率

進路実績

１０４名

９３％

国公立大学合格者 １０４名

私立大学合格者 395名

京都大

１

大阪大

１

東北大

１

神戸大

１

九州大

１４

岡山大

１

慶應義塾大

１

早稲田大

1

上智大

１

明治大

３

青山学院大

３

東京理科大

１

法政大

３

駒澤大

４

同志社大

８

立命館大

２０

４

西南学院大

６１

広島大

２

山口大

４

熊本大

１２

九州工業大

３

福岡教育大

３

佐賀大

２８

長崎大

１１

大分大

１

宮崎大

１

関西学院大

鹿児島大

４

福岡女子大

４

九州歯科大

１

福岡大

準大学校合格者 12名
防衛大学校（１次合格6６名）

京都大学 １名
大阪大学 １名
東北大学 １名
佐賀大学医学部医学科 １名
九州大学 １４名

１２２

公務員合格者 2名
１１

航空保安大学校

１

福岡県職員

１

福岡県警察職員

１

2020年度から始まる新たな大学入試、2022年度から実施される新学習指

新たな学びへの対応

導要領は、これまでにない大きな変化をもたらすといわれています。伝
習館高校はこれらの変化にも対応できる体制を整えています。

アクティブ・ラーニング型授業の実施
本校では教師が一方的に講義を行う従来型の授業から脱却し、個人で深く考えたり、他者と意見を共有
したり、自分の考えを発表したりするアクティブ・ラーニング型授業を展開しています。
生徒が主体的に課題や問題に取り組む中で、新たな大学入試に対応できる力を育てています。

表現力を磨く学校行事
本校では生徒が自分の思いを他の生徒の前で発表するスピーチコンテスト、興味のあることについて
様々な手法を用いて研究し、成果をプレゼンテーションする課題研究など、体験・発表の機会を多く設定し
ています。自ら考えて探求し、表現する力を伸ばします。

ポートフォリオ（伝習館 まなびのGRIT program）の導入
新たな大学入試では、自分の学びを記録した「活動報告書」等の提出が求められます。本校では、学びの
履歴を記録し、学んだことを振り返るとともに将来の学びの改善や自己の成長に繋げていくポートフォリオ
を活用しています。様々な探求・体験活動に取り組み、強靭な人間力を身につけることができます。

研修会や勉強会の実施
本校では校内で新たな大学入試、アクティブ・ラーニング型授業、新学習指導要領に関する研修会を行
い、教員の指導力向上を図っています。また、予備校や大学が主催する研修会にも積極的に参加し、常に
最新の教育情報の収集に努めています。

福岡教育大学 教育学部
中等教員養成課程（保健体育） ４年
田中 雄也
大学では部活に励んでいます。サッ

卒業生の声

カー部に入部し、週６日、２～３時間練習
しています。体を動かすことが好きな私
は、実技の授業や部活の時間を楽しみに

「伝習館に入学してよかった！」

しながら充実した生活を送っています。

伝習館を卒業後、それぞれの進路で活躍中の先輩たち。

伝習館で学んだ、立ち止まり挨拶、

充実した大学生活の様子と、伝習館で学んだ大切なことについ

ルールや時間を守ること、身だしなみを

て話してもらいました。

整えることなどは大学でも社会に出ても
大切なことだと思います。

長崎県立大学 経済学部
地域政策学科 ４年
下川 康太
私は学園祭の実行委員をしています。

佐賀大学 理工学部
物質機能化学科 ４年
松尾 美香
大学では研究室に所属して、毎日のよ

さまざまな企業を訪問しスポンサーをお

うに実験をしています。新たな化学的性

願いしたり、地域のイベントに参加した

質を発見することはまだ難しいですが、

りして、多くの人との出会いを通じて

自分の知らなかったことを知ることがで

日々成長できています。

きることにやりがいを感じています。

伝習館で学んでよかったことは、自分

伝習館は先生方の授業が分かりやすい

の目標を明確にできたことです。高い目

だけでなく、個別指導も手厚くしてもら

標を持つ仲間たちと切磋琢磨し、他力本

えます。塾に行かなくても疑問が解決で

願ではなく自分で未来を切り開く力を身

きるのが伝習館の良いところだと思いま

に着けることができたと思います。

す。
福岡女子大学 国際文理学部
国際教養学科 ４年
坂本 のぞみ
大学ではバスケットボールをしていま

九州産業大学 国際文化学部
日本文化学科 ４年
濵崎 真奈美
大学では博物館で働くための学芸員課

す。サークルの幹事として運営や会計、

程、図書館で働くための司書課程などを

イベントの企画などをしました。いろいろ

とっています。毎日夜遅くまで図書館等

なことに積極的にチャレンジして、様々

で勉強しています。そこで得た知識で自

な経験を積みました。

分の疑問が解決できたときがとてもうれ

伝習館では尊敬する先生や友達に出
会うことができました。部活や勉強で悩

しいです。
伝習館の授業のレベルは高く、勉強は

むこともありましたが、恵まれた環境で、

大変です。ですが、「あの時できたのだか

自分の限界まで全力でやりきることがで

ら、できないわけはない」という気持ちで

きました。

今も頑張ることができています。

校舎改築工事が完了し、よりいっそう充実した環境で学ぶこと

伝習館校舎案内

ができるようになりました。新しくなった伝習館をどうぞご覧
下さい。
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1

4

2

教室棟
①教室（1-3F）/木のぬくもりが感じられる教室。冷暖房完備 ②トイレ（１-3Ｆ）/オートライト、自動水栓、音姫完備の清潔なトイレ ③学習コーナー（２Ｆ）/考査前には多くの生
徒が自学に励む ④中庭/管理棟から教室棟、特別教室棟を望む。昼休みにはベンチで弁当を食べる生徒の姿が見られる。

2

体育館
芸術棟

3

1

芸術棟
①音楽室（1F）/練習室２つと楽器庫を備える。音楽の授業と吹奏楽部の活動で利用 ②美術教室（2Ｆ）/美術
の授業と美術部の活動で利用 ③書道教室（2F）/書道の授業と書道部の活動で利用

1

3

4

2

5

体育館
①アリーナ（2F）/広いアリーナとステージ、ギャラリーを備える ②多目的ホール（１Ｆ）/体育の授業、学年集会、卓球部の活動で利用。文字通り多目的に利用できる ③食
堂（１Ｆ）/明るく広い食堂。メニューは豊富で、味に対する評価も高い ④トレーニングルーム（1F）/各種トレーニング機器を用意し、生徒は自由に使用することができる
⑤立体駐輪場（1-2F）/1Fは駐輪場、2Fは屋内練習場として現在工事中
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3

4

特別教室棟
①コモンホール（2F）/冷暖房完備で200人収容可能。可動式のステージを装備。学年集会等で利用 ②図書館（１Ｆ）/中庭に面した広く開放的な図書館。専門書から雑誌まで
幅広く蔵書 ③大講義室（1F）/80人での一斉授業が可能な講義室 ④視聴覚室（３Ｆ）/大きなスクリーンとスピーカーを備える。ビデオの視聴等に利用 ⑤情報科実習室(3F)/
４０台のパソコンや電子黒板等を備える ⑥調理実習室（2F）/家庭基礎、フードデザインの授業で利用する。 ⑦生徒玄関（１Ｆ）/全校生徒が利用する明るい生徒玄関
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特別教室棟
教室棟

管理棟

管理棟
①伝習館掲示（1F）/藩学伝習館を創立した立花鑑賢公が伝習館の教育方針として定めたもの。１８２６年よ
り本校に伝わる ②生物実験室（3Ｆ）/生物部でうなぎの稚魚を育成している ③学習コーナー（２Ｆ）外観/教
室棟との渡り廊下は学習コーナーを兼ねている ④正面玄関（1F）/頭上に三稜の星が輝く

制服紹介

男子

女子

冬服は、紺色の学ランと紺色

冬服は、紺色の上着とプリー

のスラックスでスマートにまと

ツスカートで落ち着いた雰囲

めています。よくある黒の学ラ

気にまとめています。シャツの

ンと、ちょっと色が違うのが密

上に上着を重ね、襟元から学

かな自慢です。襟元に輝く三稜

年によって色の異なるリボン

の校章が伝習生の証です。夏

( 赤・青・緑）を の ぞ か せ ま す。

服は爽やかな白いシャツで涼

夏服は、袖口に校章をあしらっ

し気な装いとなっています。

た白いシャツとダウンベストで
まとめた爽やかなスタイルで
す。

年間行事
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

●始業式
●入学式
●学習ガイダンス
●実力テスト
●１年集団宿泊体験
●中間考査
●明善・伝習館野球部定期戦

●大運動会
●進路講演会

●期末考査
●１年演劇鑑賞
●クラスマッチ
●終業式

●３年合宿勉強会
●始業式
●実力テスト

●オープンスクール
●２年修学旅行
●よのなか講座
●中間考査

●三稜祭
●オープンスクール
●交通安全教室

●大学出張講座
●オープンスクール
●防災避難訓練
●期末考査

●クラスマッチ
●百人一首大会
●終業式

●始業式
●小論文講座

●マラソン大会
●学年末考査
●卒業記念川下り

●卒業式
●課題研究発表大会
●クラスマッチ
●終業式

伝習生の一日

9:05

１限目 国語総合
漢文の勉強をしました。皆
で声をそろえて漢文を読む
ことで、上手に読むことが
できるようになって楽し
かったです。

勉強も部活も全力投球の伝習生。
入学したら、どんな充実した毎日が待っているのでしょうか？
先輩たちの一日を紹介します。

7:40

8:45

登校 朝課外

朝のＨＲ

10:05

２限目 体育

体育館とグラウンドに分
かれてサッカー、バレー
ボール、バスケットボー
ルをしました。練習の成
果を試合で発揮すること
ができました。
一日の始まりはみんなで元
気に挨拶するところから！
本日の予定を確認します。
担任の先生の連絡を聞き漏
らさないようにメモメモ…

伝習館は、早朝から生徒の元気
いっぱいな声が溢れます。
日々の学習内容の補強と大学進
学に必要な学力の育成を目指し
て、希望する生徒に対して、朝
の課外授業を行っています。

12:05
12:55

11:05

３限目 社会と情報

情報モラルについて、
班ごとに学んだことを
発表しました。プレゼ
ンテーションのスキル
が身に付きました。

４限目 数学Ⅰ

昼休み

16:30

昼休みには教室や食堂で友だち
と楽しく昼食をとります。
お弁当を持参する生徒が多いで
すが、メニューが豊富でリーズ
ナブルな食堂を利用する生徒も
たくさんいます。

清掃・終礼

２次関数の最大・最小につい
て演習をしました。友達の説
明を聞いて理解することがで
きました。

15:40

自分の受け持ちの区域の
掃除を行いました。伝習
生は掃除も手を抜きませ
ん。きれいな校舎をいつ
までもきれいに保ちたい
です。

総合的な学習の時間

17:00
13:40

部活動

５限目 物理基礎
進路学習の一環として、大学の学部調
べをしました。グループで協議し、全
体で発表しました。将来の自分の姿が
少しだけ見えた気がします。

17:00

午後課外

斜方投射について勉強しまし
た。水平方向と鉛直方向に分
解して考えることを学びまし
た。

14:40

18:45

６限目 英語表現Ⅰ
３年生は希望により放課後課外を
受講できます。分かるようになる
まで先生方が丁寧に指導してくれ
ます。
大学入試問題は難しいけど、少し
づつ解けるようになり、自信が持
てるようになりました。

レストランという場面設定で、未来
や水量に関する表現を学びました。
将来、海外に行ったときに使えそう
です。

終礼が終わると部室に直行で
す。伝習館生の部活動加入率は
98.5％！
勉強と部活の両立を目指して毎
日頑張っています。

下校

部活や課外が終わったら下校です。生徒は自
転車や原付バイク、電車など、様々な方法で
通学しています。
帰宅したら次の日の授業の準備をして明日に
備えます。また明日！

部活動紹介

文 化 系 ク ラ ブ
Culture and Art club

自分の好きなペースで楽しく活
動することができます。

英語のスピーチコンテストや暗唱

学校行事や地域のイベント、県大

大会に出場するために頑張ってい

会などで演奏を行っています。み

ます。中学校でスポーツをしていた

なさんも琴の世界を楽しんでみま

部員も多数います。高校ではあな
たも新しいことに挑戦しませんか？

「い つ で も、ど こ で も、全 力 で」を
モットーに、学校行事や地域のイ
ベントで活躍しています。目指せ、
コンクール金賞！初心者や男子も

せんか。

専門の先生のご指導の下、部員
一同楽しく学んでいます。三稜祭
ではお茶会を開いています。

大歓迎です！

県 大会出場や 三稜祭の書 道パ

今年５月には弁論部門で全国大
会出場、８月には放送部門で全国

フォーマンス成功にむけ、練習に

総文祭に出場予定です。学校行

励んでいます！

事や地域のイベントでも司会やア
ナウンスをして貢献しています。

昨年はクッキー、クリスマスケーキ
や親子丼，シチューなどを作りまし
た。今年は何を作ろうかな？

ニホンウナギの研究を九州大学、
京都大学に協力していただき行っ
ています。二ホンウナギを研究で
きる高校は伝習館だけです。

毎日ひたむきに頑張っています。

仮説・実験・考察・検証！

あなたも演劇部で自分を見つけて

部員が持ち寄った実験で楽しく活

みませんか？

動しています。

体 育 系 ク ラ ブ
sports-oriented

club
九州大会出場を目標に、日々練
習を頑張っています。

一つでも多く勝てるように日々の

県大会を目指して頑張ってい

練習を頑張っています！

ます。
一羽入魂！

県大会出場を目標に活動していま
す。男女ともに仲が良く、毎日楽し

県大会ベスト８を目標に、仲間と
ともに日々練習に励んでいます。

く練習しています。是非入部してく

たくさんの入部をお待ちしていま

ださい！

す。

男女ともに県大会出場を目標に、
日々頑張っています。

県大会出場を目指して日々練習
しています。とてもやりがいがあ
り、本気で部活に打ち込みたい方
にはもってこいの部活です。

男女ともに県大会目指して頑張っ

インターハイ出場を目標に日々頑

ています。

張っています。仲間とともに大きく
成長できる部活です！

県大会出場を目標に毎日切磋琢磨

県大会出場を目標に、チー

しながら練習に励んでいます。

ム一丸となって日々練習に
励んでいます。

充 実 し た 環 境 で 夢 を 描 く ３ 年 間 、
それはかけがえのない青春の輝き。

学校説明会スケジュール
・進路相談事業

・個別学校見学会（ミニオープンスクール）

7/28（土） 大牟田文化会館にて

6/16 （土）
7/21 （土）

・オープンスクール
9/ 1（土）

学校紹介、施設見学、授業体験、部活見学

10/13（土） 三稜祭の自由見学、個別相談
11/10（土） 伝習生との学習交流会、施設見学、個別相談

10/6 （土）

授業見学、施設見学、個別相談

12/8 （土）
※進路相談事業、オープンスクールは中学校を通して参加申し込みを
お願いします。個別学校見学会の申し込みについては本校ホームペー
ジをご覧下さい（当日参加も可能です）。

公益財団法人伝習館三稜会 三稜奨学生制度
問題集や参考書など、学習に必要なものを購入す

伝習館の同窓生により組織される公益財団法人伝習館三稜

る時に使っています。(３年女子)

会より、学業および人物ともに優秀な生徒に対して就学援
助を行っています。
◆奨学金交付の対象者
本校在学生で、学業および人物ともに優秀で、
経済的理由などにより奨学援助を希望する者。

今年は受験の年なので、模試代金や大学の受験
料に使いたいと思います。ぜひ、希望進路を実
現したいです。(３年男子)

◆採用人数
各学年３名以内

奨学生に選ばれたことによって、自覚を持って行

◆支給期間および金額

動できるようになりました。自分の将来のために

１年間年額120,000円（月額10,000円×12月）
返還は不要（給付型奨学金）

大切に使いたいです。（２年男子）

【お問い合わせ先】
〒832-0045 福岡県柳川市本町142
ホームページ http://denshukan.fku.ed.jp/
TEL：0944-73-3116 FAX：0944-73-6496
メール info@denshukan.fku.ed.jp
【アクセス】
西鉄天神大牟田線 柳川駅から徒歩15分
西鉄バス 早津江行「辻町伝習館高校前」下車
佐賀・大川行「中町」下車
堀川バス かんぽの宿柳川行「辻町」下車

