
学校案内2019

併設型中高一貫教育校

福井県立高志中学校
福井県立高志高等学校

平成31年4月に高志中学校入学を希望する皆さんへ

学校へのアクセス

お問い合わせ

福井県立高志中学校
福井県立高志高等学校
〒910-0854　福井市御幸2丁目25-8
TEL．0776-24-5175　E-mail：infojh@koshi-h.ed.jp
http://koshi-ed.jp

中学校Ｑ＆Ａ 高志における中高一貫教育の目標

中学校 入学者選抜

高校に進学する時に入学試験はありますか。
高志中学生は原則、高志高校に進学することとなっており、入学試験はありません。

部活動は高校と合同ですか。
原則として、文化部の活動は高校と合同で行います。運動部の活動は一部を除いて別々に行います。
（使用器具（ボールなど）の違い、体格差による事故を防ぐためです）

自転車での通学は可能ですか。
安全面を考慮して、学校までの距離がおおよそ３㎞以内である場合に自転車通学を許可しています。
また、自転車で通学するときは学校指定のヘルメットを着用することとしています。

授業料や学納金などはどれくらいですか。
公立学校なので授業料は不要です。学納金は、教材費、生徒会費、PTA会費、研修旅行積立金、教
育支援費、給食費等として毎月２万円程度集金させていただきます。
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【日程】
▪学校説明会	 平成30年９月15、16日
▪出願受付	 平成30年12月上旬
▪選抜検査	 平成31年１月中旬
▪合格発表	 平成31年１月下旬
▪合格者登校日	 平成31年２月中旬
※詳しい日程はホームページ等でお知らせします

【募集・志願資格など】
▪募集定員　　90人
▪出願資格
平成31年３月に小学校またはこれに準ずる学校を卒業
する見込みの者で、次のいずれかに該当する者とします。
ア　志願者および保護者が県内に居住する者
　　（入学までに県内に居住する見込みの者を含む。）
イ　福井県教育委員会教育長が特別に出願を許可した者

▪選抜検査の概要
次のような適性検査および作文を行います。
（適性検査）
◦文章を読んで論点をまとめます。
◦図形や数などに関して論理的に考えます。
◦資料やデータから自然や社会の現象を考えます。

（作文）
◦これまでの読書や体験に基づいて自分の考えを表現
します。

Ｊ
Ｒ
福
井

福井県庁

えちぜん鉄道福井

合同庁舎

御幸保育園

県立こども
歴史文化館

高志中学校
高志高等学校

旭文
小

Ｎ

0 500m

アオッサ

荒　　
川

おもな校内学習

おもな校外学習

【外部講師リレー講座】
福井経済同友会に所
属する県内企業の経
営者の方々からお話
を伺い、福井の産業
やその歴史などにつ
いて理解を深めま
す。

【嶺南宿泊研修（1年）】
三方青年の家を拠点に３日間、嶺南
地域の様々な施設を訪問、見学、体
験することにより、自然、歴史、文
化、産業について学び、ふるさと福
井に関する知識を深めます。

【東京研修（２年）】
東京で「ふるさと福井」を発信する
と同時に、東京から福井のよさを再
確認します。また、大学や企業・研
究施設等を訪問、「日本の今」を体感
し今後の目標につなげていきます。

【シンガポール研修（３年）】
３年間鍛えてきた英語を使って現
地の学校と交流し「ふるさと福井」
を発信します。また将来の海外進
学・留学を見据えて現地大学を訪
問します。

地域社会、国際社会のリーダーとなる高い学力と豊かな人間性
ふるさと福井への深い知識と大きな誇り
世界に通用する語学力と国際感覚

目指すのは「これからの時代を創る新しいタイプのリーダー」です

こうした資質を備えたリーダーを育てるため、本校では、以下のような教育を推進しています。

①中学校から高校までの６年間を一つの教育課程として編成し、生徒一人ひとりに適した学習のできる教
育システムを設けます。
②自分の意見を論理的に伝える力を伸ばす教育や、国際的に使える英語が身につく教育などを充実します。
③ふるさと福井や日本を学び、世界の歴史や文化など異文化を理解できる国際感覚を養い、国内外で課題
解決のために活躍する資質を高めます。
④中高一貫教育や進学指導で実績のある教員が責任を持って丁寧に指導し、高い学力を育てます。
⑤中学校１年生から高校３年生までが協力して学校行事や部活動等を行うことにより、豊かな社会性と人
間性を育みます。

【「高志学」学習成果発表会】
一人ひとりが福井の歴史（と
き）、資源（たから）、風土（くら
し）に関するテーマを設定し、
調査、考察した内容を、ＰＣ
タブレットを用いてレポート
にまとめ、発表します。（Ｐ
Ｃタブレットを生徒全員に１
台ずつ貸し出しています）

高い志
こころざし

を育てる「高志学」

福井の魅力や課題を学習
県内の博物館訪問
福井の自然、歴史、産業、文化、
人物、食などについて調査、取材

県内の伝統工芸士訪問
越前和紙、越前漆器などの伝統工
芸士の「技」を体感

福井の産業や働くことを学習
県内企業人等による講話
福井の産業の歴史や優れた点、県
内企業で働くことの魅力を確認

インターンシップ
職場体験を通して「企業と海外の
つながり」「優れた技」を実感

将来の福井に関する提案・発信
産業界・行政等への提案
自らが「福井の未来」に果たす使
命についての論文作成

世界への発信
「世界に貢献する福井」をテーマ
に研究、論文（英文）作成

「高志学」とは・・・・
　「ふるさと福井」に対する誇りとグローバルな視野を持って新しい分野にチャレンジし、社
会を変革していく人の育成を目ざすために、高志中学校・高志高等学校が独自に設定した６
年間の学習です。「ふるさと学習プログラム」「キャリア教育プログラム」「課題探究プログラ
ム」を３つの柱としています。

ふるさと学習
プログラム

キャリア教育
プログラム

課題探究
プログラム

夢に向かって前進し続ける高志中学生
　学習面でも部活動でも活躍しており、生徒一人ひとりが夢実現の可能性を大いに高めています。以下
は一期生（現高校１年）の29年度（中学３年）における実績です。

実用英語検定
（中学３年生修了時）

学力推移調査
（１年次からの学力の成果）

「２級（高校卒業程度）」
以上の取得率は

53％
「準２級（高校中級程度）」

以上の取得率は

96％

▪総合（国数英）成績
Ｈ27.4　　　　　　　　Ｈ29.10
　全国90位　　　　全国9位
▪英語成績
Ｈ27.4　　　　　　　　Ｈ29.10
　全国31位　　　　全国5位
※「学力推移調査」は㈱ベネッセが実施する全国の中高一貫校
約600校が参加するテスト

全国中学生 英語ディベート大会（名古屋）全国3位
科学の甲子園ジュニア全国大会（東京）出場
全国中学校弓道大会（東京）　男子団体・個人 出場
アジアユースパラ水泳（ドバイ）　日本代表選手として出場

部活動など

「福異人研修」では東京在住の福井ゆかりの方々
20名に「福井のくらし」をプレゼンし、鋭く
厳しく温かいアドバイスをいただきました。

▪JR福井駅・えちぜん鉄道福井駅から徒歩10分
▪すまいるバス（東ルート）「高志高校前」
　下車すぐ自分たちの知らない福井がたくさんあるこ

とを知り、高志学を通じて学ぶことの大切
さを感じました。

自分たちの英語が予想以上に通じ、コミ
ュニケーションの楽しさを実感すること
ができました。
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▪合格者登校日	 平成31年２月中旬
※詳しい日程はホームページ等でお知らせします

【募集・志願資格など】
▪募集定員　　90人
▪出願資格
平成31年３月に小学校またはこれに準ずる学校を卒業
する見込みの者で、次のいずれかに該当する者とします。
ア　志願者および保護者が県内に居住する者
　　（入学までに県内に居住する見込みの者を含む。）
イ　福井県教育委員会教育長が特別に出願を許可した者

▪選抜検査の概要
次のような適性検査および作文を行います。
（適性検査）
◦文章を読んで論点をまとめます。
◦図形や数などに関して論理的に考えます。
◦資料やデータから自然や社会の現象を考えます。
（作文）
◦これまでの読書や体験に基づいて自分の考えを表現
します。
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【外部講師リレー講座】
福井経済同友会に所
属する県内企業の経
営者の方々からお話
を伺い、福井の産業
やその歴史などにつ
いて理解を深めま
す。

【嶺南宿泊研修（1年）】
三方青年の家を拠点に３日間、嶺南
地域の様々な施設を訪問、見学、体
験することにより、自然、歴史、文
化、産業について学び、ふるさと福
井に関する知識を深めます。

【東京研修（２年）】
東京で「ふるさと福井」を発信する
と同時に、東京から福井のよさを再
確認します。また、大学や企業・研
究施設等を訪問、「日本の今」を体感
し今後の目標につなげていきます。

【シンガポール研修（３年）】
３年間鍛えてきた英語を使って現
地の学校と交流し「ふるさと福井」
を発信します。また将来の海外進
学・留学を見据えて現地大学を訪
問します。

地域社会、国際社会のリーダーとなる高い学力と豊かな人間性
ふるさと福井への深い知識と大きな誇り
世界に通用する語学力と国際感覚

目指すのは「これからの時代を創る新しいタイプのリーダー」です

こうした資質を備えたリーダーを育てるため、本校では、以下のような教育を推進しています。

①中学校から高校までの６年間を一つの教育課程として編成し、生徒一人ひとりに適した学習のできる教
育システムを設けます。
②自分の意見を論理的に伝える力を伸ばす教育や、国際的に使える英語が身につく教育などを充実します。
③ふるさと福井や日本を学び、世界の歴史や文化など異文化を理解できる国際感覚を養い、国内外で課題
解決のために活躍する資質を高めます。
④中高一貫教育や進学指導で実績のある教員が責任を持って丁寧に指導し、高い学力を育てます。
⑤中学校１年生から高校３年生までが協力して学校行事や部活動等を行うことにより、豊かな社会性と人
間性を育みます。

【「高志学」学習成果発表会】
一人ひとりが福井の歴史（と
き）、資源（たから）、風土（くら
し）に関するテーマを設定し、
調査、考察した内容を、ＰＣ
タブレットを用いてレポート
にまとめ、発表します。（Ｐ
Ｃタブレットを生徒全員に１
台ずつ貸し出しています）

高い志
こころざし

を育てる「高志学」

福井の魅力や課題を学習
県内の博物館訪問
福井の自然、歴史、産業、文化、
人物、食などについて調査、取材

県内の伝統工芸士訪問
越前和紙、越前漆器などの伝統工
芸士の「技」を体感

福井の産業や働くことを学習
県内企業人等による講話
福井の産業の歴史や優れた点、県
内企業で働くことの魅力を確認

インターンシップ
職場体験を通して「企業と海外の
つながり」「優れた技」を実感

将来の福井に関する提案・発信
産業界・行政等への提案
自らが「福井の未来」に果たす使
命についての論文作成

世界への発信
「世界に貢献する福井」をテーマ
に研究、論文（英文）作成

「高志学」とは・・・・
　「ふるさと福井」に対する誇りとグローバルな視野を持って新しい分野にチャレンジし、社
会を変革していく人の育成を目ざすために、高志中学校・高志高等学校が独自に設定した６
年間の学習です。「ふるさと学習プログラム」「キャリア教育プログラム」「課題探究プログラ
ム」を３つの柱としています。

ふるさと学習
プログラム

キャリア教育
プログラム

課題探究
プログラム

夢に向かって前進し続ける高志中学生
　学習面でも部活動でも活躍しており、生徒一人ひとりが夢実現の可能性を大いに高めています。以下
は一期生（現高校１年）の29年度（中学３年）における実績です。

実用英語検定
（中学３年生修了時）

学力推移調査
（１年次からの学力の成果）

「２級（高校卒業程度）」
以上の取得率は

53％
「準２級（高校中級程度）」

以上の取得率は

96％

▪総合（国数英）成績
Ｈ27.4　　　　　　　　Ｈ29.10
　全国90位　　　　全国9位
▪英語成績
Ｈ27.4　　　　　　　　Ｈ29.10
　全国31位　　　　全国5位
※「学力推移調査」は㈱ベネッセが実施する全国の中高一貫校
約600校が参加するテスト

全国中学生 英語ディベート大会（名古屋）全国3位
科学の甲子園ジュニア全国大会（東京）出場
全国中学校弓道大会（東京）　男子団体・個人 出場
アジアユースパラ水泳（ドバイ）　日本代表選手として出場

部活動など

「福異人研修」では東京在住の福井ゆかりの方々
20名に「福井のくらし」をプレゼンし、鋭く
厳しく温かいアドバイスをいただきました。

▪JR福井駅・えちぜん鉄道福井駅から徒歩10分
▪すまいるバス（東ルート）「高志高校前」
　下車すぐ自分たちの知らない福井がたくさんあるこ

とを知り、高志学を通じて学ぶことの大切
さを感じました。

自分たちの英語が予想以上に通じ、コミ
ュニケーションの楽しさを実感すること
ができました。



夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生豊かな社会性と人間性を育てる学校生活
　平日の７限目や土曜日などにも授業を行い、数学、理科、英語を中心に通常の中学校課程に比べて３年
間で350時間、授業の時間を増やします。これにより中学校３年で、高校の「数学Ⅰ」「数学Ａ」「生物基礎」
を学習する授業時間を生み出しています。また、高志高校では２年から文系クラスと理系クラスに分かれ、
３年では共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を学習します。

　高志高校は、文部科学省ＳＳＨおよびＳＧＨのダブル指定校（県内では唯一、全国の国公立高校で
は17校のみ）として、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　また、進路希望に合わせたクラス編成や「高い志」を貫く進路指導により、約2/3の生徒が現役
での国公立大学合格を果たしています。

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

中1 国語 社会 数学 理科 英語 英
表
技術
家庭

音
楽
美
術保健体育 高志学道徳

学
活

中2 国語 社会 数学 理科 英語 英
表
技術
家庭

音
楽
美
術保健体育 高志学道徳

学
活

中3 国語 論
基 社会 数学 理科 英語 英

表
音
楽
美
術
技
家保健体育 高志学道徳

学
活

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

高1 国語 公民 数学 理科 英語 情報・家庭 芸術 保健体育 高志学ＬＨ

高2
文
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ
理
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ

高3
文
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

理
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

高志中学校　一週間の授業時数

高志高等学校　一週間の授業時数

は学校設定教科　　英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※通常の中学校課程に比べて以下の授業時数が多くなっています。
　　１年：数学１時間、理科１時間、英語１時間　計３時間　　２年：数学２時間、英語１時間　計３時間
　　３年：国語１時間、数学１時間、理科１時間、英語１時間　計４時間

※「志望進路に応じた選択科目」には数学、英語、公民、地理歴史、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨやＳＧＨの研究指定等により変わる場合があります。

毎時間、授業の始めの10分間、日本や中国の代表的な古典作品を音読することにより、高校の古典文法や文学史、
古典常識をスムーズに学べることを目指します。また中学３年で学習する学校設定教科「論文基礎」を通して、
8,000字の卒業論文にチャレンジします。

中高一貫校用テキストを使用することにより、効率的に学習を進めます。中学校３
年次では、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」「数学Ａ」の学習を進めていきます。

週５時間の英語授業（「英語表現基礎」を含む）のうち３時間はALT（外国人講師）が参加し
ます。（通常の学校では週１時間程度）また、英語の単語テストを定期的に行ったり、フ
ォニックス（音声と綴りの学習）を行うなどして英語検定準２級全員合格を目指します。

６つの理科実験室と今年度16年目になるスーパーサイエンスハイスクール指定校
ならではの整った高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校で120程度行われている実験や観察を180程
度に増やして行います。中学校３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を進めます。

地理・歴史・公民など高校での学習との関連性が特に強い社会科では、高校で使用する資料（「魏志倭人伝」の原
文など）を用いたり、高校で学習する内容（地理的事象（気候など）の原理など）と関連づけながら、より深い内
容を学習します。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ日課表で「50分授業」を行います。なお、高校は毎日７限授業ですが、
中学校では週２日は７限、週３日は６限となります。（３年生では週３日が７限です）

【英語表現基礎】
中学１年から３年まで毎週１時間、外国人教諭に
よる授業を行います。この授業では、書くことや
話すことに重点を置き、与えられたテーマについ
て自分の意見を伝えられる英語力を育てます。

中学校生徒会では、学校のきまり（校則）を自分で
考えたり、生徒同士の交流を図る活動を企画・運営
しています。

【土曜活用授業】
土曜日を活用して通常の授業とは異なる学習を行
います。県外の中高一貫教育校で指導実績のある
先生を特別講師として招いて、高校で習う内容な
ども勉強します。

現在、９つの運動部と６つの文化部を開設しています。
男子バスケット、卓球（男女）、バドミントン（男女）
弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス（男女）、陸上
（男女）、サッカー（男女）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、演劇、弦楽、囲碁・将棋

※開設部活動については変更する場合もあります

　高志高校の生徒はSSH、SGHいずれかのカリキュラムを選択しています。大学レベルの課題研究を軸
に、東京大学や京都大学、民間企業などと連携した、授業・訪問研修、北米やアジアの国々で行う海外
研修を通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　現在、高志高校では難関大学や医学科などを志望する生徒のために、発展的な内容まで踏み込んだ学
習を行うクラスを2年次から設定しています。

2年次：「標準クラス」と「発展クラス」　　3年次：「標準クラス」と「個別試験対応クラス」

　ほぼすべての生徒が4年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業を中心に家庭学習
はもちろんのこと、放課後の図書館や自習室での自主的な学習にしっかり取り組んでいます。

　高志高校には35の部活動があり、生徒の加入率は90％以上です。限られ
た時間の中で自主性と集中力を持って取り組み、大会では記録と記憶に残る
結果を残しています。

　高志中学校の生徒は高校生と同じ校舎で学んでおり、中
学・高校が合同で多くの学校行事に取り組んでいます。中
学生にとって高校生のパフォーマンスは大きな刺激です。

※８時までに登校して、8：05から朝活動を始めています。

朝活動（NHKラジオ基礎英語）

オールイングリッシュでの授業

中庭昼食会「みんなでランチ」

理科（天文学）特別授業

放課後の自習室

若葉食堂での給食が平成30年1月からスタート

中学生全員ミュージカル（学校祭）

中学生の一日

独自の授業

在校生の声

生徒会活動 部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイスクール）

難関大学をめざす生徒のためのクラス編成

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（30年度）

国
語

数
学

社
会

英
語

理
科

4月	 入学式、始業式・対面式、生徒大会、
	 地区中体連強化大会
5月	 「高志学」宿泊研修（１年）、前期中間考査①
6月	 合唱コンクール、SGH講演会、卒業生と語る会
7月	 前期中間考査②、保護者懇談会、
	 地区中体連夏季大会、夏期課外講座
9月	 学校祭、生徒会役員選挙、前期期末考査
10月	 後期始業式、地区中体連新人大会
11月	 SSH講演会、後期中間考査①、職場体験（２年）
12月	 高校部活動への仮入部（３年）、保護者懇談会、
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、（入学者選抜適性検査）
2月	 生徒会役員選挙
3月	 学年末考査、シンガポール研修（３年）、東京研修（２年）
	 「高志学」学習発表会（１年）、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

高校生と合同の生徒大会

米国での発表の様子（SSH） 生徒課題研究発表会（SGH）

奥島由樹子さん（3年・生徒会長・福井市足羽小出身）
　私たち生徒会執行部が掲げた目標は「さあ
前進、飛翔必笑チーム高志」です。一期生の
先輩方が卒業された今、ここからさらに私た
ち高志中生が大きく前進していくことと、高

志中生の一人ひとりが力を発揮し、毎日笑顔で過ごせる学校を
つくることの二つの決意を込めました。開校４年目、まだまだ
新しい学校ですが、私たちは一丸となって活動しています。チ
ーム高志中の一員として、私たちと共に前進していきましょう。

幸田 暖大くん（2年・敦賀市立中郷小出身）
　生まれてからのほとんどを敦賀市で過ごしてい
たため、福井のことについてはまったく知りません
でした。しかし、高志学で課題を設定し、自ら調査
し研修を重ねていくうちに福井のことを知るだけ

でなく、福井の中の敦賀という違った視点も持つことができるように
なりました。今後は、外国などへ行き、さらに視野を広げていきたい
と考えています。高志学で学んだことを活用し、いろんなことに挑戦
して福井のすばらしさを世界中の人に知ってもらいたいです。

山本 武蔵くん（3年・野球部部長・福井市宝永小出身）
　高志中での部活動の時間は限られています
が、僕たちはそれをいかに充実させ、質を高
めるかを意識して活動しています。高校生と
いうお手本がいつも身近にいて、常に刺激を

受けながら練習に取り組めるところは高志中ならではの特長で
す。勉強と部活動の両立は容易なことではありませんが、だか
らこそ毎日が充実しています。勉強と部活動の両方に全力で取
り組んで、充実した中学校生活を一緒に送りましょう。

石神 にこさん（1年・大野市上庄小出身）
　高志中学校を選んだ理由は、この学校でしかで
きないことに挑戦してみようと思ったからです。
入学したばかりの頃は友達ができるかとか学校の
授業についていけるかなどの不安がありました

が、クラスの友達や先輩方はとても優しく、先生方はいつも楽し
く授業をしてくださるので、今は学校に行くのが毎日楽しみです。
この学校で、いろいろなことにチャレンジしたいと思っています。
皆さんも私たちと一緒に、たくさんのことを経験してみませんか。

【26～30年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道大（7）	東京大（3）	名古屋大（38）	京都大（11）	大阪大（33）	神戸大（63）	
富山大（64）	金沢大（159）	福井大（290）	福井県立大（75）	その他の国公立大（481）
私立大学
慶応大（18）	早稲田大（40）	上智大（15）	中央大（22）	法政大（30）	明治大（35）
同志社大（115）	立命館大（390）	関西大（103）	関西学院大（86）	その他の私立大（1472）

朝活動・朝の会	 8：10　～　 8：25
1限目	 8：30　～　 9：20
2限目	 9：30　～　10：20
3限目	 10：30　～　11：20
4限目	 11：30　～　12：20
昼食（給食）	 12：20　～　13：00
清掃	 13：05　～　13：15
5限目	 13：20　～　14：10
6限目	 14：20　～　15：10
帰りの会	 15：15　～　15：25
7限目	 15：20　～　16：10
帰りの会	 16：15　～　16：25
部活動終了	 17：45
下校時間	 18：00

（ （

理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）



夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生豊かな社会性と人間性を育てる学校生活
　平日の７限目や土曜日などにも授業を行い、数学、理科、英語を中心に通常の中学校課程に比べて３年
間で350時間、授業の時間を増やします。これにより中学校３年で、高校の「数学Ⅰ」「数学Ａ」「生物基礎」
を学習する授業時間を生み出しています。また、高志高校では２年から文系クラスと理系クラスに分かれ、
３年では共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を学習します。

　高志高校は、文部科学省ＳＳＨおよびＳＧＨのダブル指定校（県内では唯一、全国の国公立高校で
は17校のみ）として、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　また、進路希望に合わせたクラス編成や「高い志」を貫く進路指導により、約2/3の生徒が現役
での国公立大学合格を果たしています。

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

中1 国語 社会 数学 理科 英語 英
表
技術
家庭

音
楽
美
術保健体育 高志学道徳

学
活

中2 国語 社会 数学 理科 英語 英
表
技術
家庭

音
楽
美
術保健体育 高志学道徳

学
活

中3 国語 論
基 社会 数学 理科 英語 英

表
音
楽
美
術
技
家保健体育 高志学道徳

学
活

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

高1 国語 公民 数学 理科 英語 情報・家庭 芸術 保健体育 高志学ＬＨ

高2
文
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ
理
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ

高3
文
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

理
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

高志中学校　一週間の授業時数

高志高等学校　一週間の授業時数

は学校設定教科　　英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※通常の中学校課程に比べて以下の授業時数が多くなっています。
　　１年：数学１時間、理科１時間、英語１時間　計３時間　　２年：数学２時間、英語１時間　計３時間
　　３年：国語１時間、数学１時間、理科１時間、英語１時間　計４時間

※「志望進路に応じた選択科目」には数学、英語、公民、地理歴史、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨやＳＧＨの研究指定等により変わる場合があります。

毎時間、授業の始めの10分間、日本や中国の代表的な古典作品を音読することにより、高校の古典文法や文学史、
古典常識をスムーズに学べることを目指します。また中学３年で学習する学校設定教科「論文基礎」を通して、
8,000字の卒業論文にチャレンジします。

中高一貫校用テキストを使用することにより、効率的に学習を進めます。中学校３
年次では、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」「数学Ａ」の学習を進めていきます。

週５時間の英語授業（「英語表現基礎」を含む）のうち３時間はALT（外国人講師）が参加し
ます。（通常の学校では週１時間程度）また、英語の単語テストを定期的に行ったり、フ
ォニックス（音声と綴りの学習）を行うなどして英語検定準２級全員合格を目指します。

６つの理科実験室と今年度16年目になるスーパーサイエンスハイスクール指定校
ならではの整った高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校で120程度行われている実験や観察を180程
度に増やして行います。中学校３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を進めます。

地理・歴史・公民など高校での学習との関連性が特に強い社会科では、高校で使用する資料（「魏志倭人伝」の原
文など）を用いたり、高校で学習する内容（地理的事象（気候など）の原理など）と関連づけながら、より深い内
容を学習します。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ日課表で「50分授業」を行います。なお、高校は毎日７限授業ですが、
中学校では週２日は７限、週３日は６限となります。（３年生では週３日が７限です）

【英語表現基礎】
中学１年から３年まで毎週１時間、外国人教諭に
よる授業を行います。この授業では、書くことや
話すことに重点を置き、与えられたテーマについ
て自分の意見を伝えられる英語力を育てます。

中学校生徒会では、学校のきまり（校則）を自分で
考えたり、生徒同士の交流を図る活動を企画・運営
しています。

【土曜活用授業】
土曜日を活用して通常の授業とは異なる学習を行
います。県外の中高一貫教育校で指導実績のある
先生を特別講師として招いて、高校で習う内容な
ども勉強します。

現在、９つの運動部と６つの文化部を開設しています。
男子バスケット、卓球（男女）、バドミントン（男女）
弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス（男女）、陸上
（男女）、サッカー（男女）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、演劇、弦楽、囲碁・将棋

※開設部活動については変更する場合もあります

　高志高校の生徒はSSH、SGHいずれかのカリキュラムを選択しています。大学レベルの課題研究を軸
に、東京大学や京都大学、民間企業などと連携した、授業・訪問研修、北米やアジアの国々で行う海外
研修を通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　現在、高志高校では難関大学や医学科などを志望する生徒のために、発展的な内容まで踏み込んだ学
習を行うクラスを2年次から設定しています。

2年次：「標準クラス」と「発展クラス」　　3年次：「標準クラス」と「個別試験対応クラス」

　ほぼすべての生徒が4年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業を中心に家庭学習
はもちろんのこと、放課後の図書館や自習室での自主的な学習にしっかり取り組んでいます。

　高志高校には35の部活動があり、生徒の加入率は90％以上です。限られ
た時間の中で自主性と集中力を持って取り組み、大会では記録と記憶に残る
結果を残しています。

　高志中学校の生徒は高校生と同じ校舎で学んでおり、中
学・高校が合同で多くの学校行事に取り組んでいます。中
学生にとって高校生のパフォーマンスは大きな刺激です。

※８時までに登校して、8：05から朝活動を始めています。

朝活動（NHKラジオ基礎英語）

オールイングリッシュでの授業

中庭昼食会「みんなでランチ」

理科（天文学）特別授業

放課後の自習室

若葉食堂での給食が平成30年1月からスタート

中学生全員ミュージカル（学校祭）

中学生の一日

独自の授業

在校生の声

生徒会活動 部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイスクール）

難関大学をめざす生徒のためのクラス編成

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（30年度）

国
語

数
学

社
会

英
語

理
科

4月	 入学式、始業式・対面式、生徒大会、
	 地区中体連強化大会
5月	 「高志学」宿泊研修（１年）、前期中間考査①
6月	 合唱コンクール、SGH講演会、卒業生と語る会
7月	 前期中間考査②、保護者懇談会、
	 地区中体連夏季大会、夏期課外講座
9月	 学校祭、生徒会役員選挙、前期期末考査
10月	 後期始業式、地区中体連新人大会
11月	 SSH講演会、後期中間考査①、職場体験（２年）
12月	 高校部活動への仮入部（３年）、保護者懇談会、
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、（入学者選抜適性検査）
2月	 生徒会役員選挙
3月	 学年末考査、シンガポール研修（３年）、東京研修（２年）
	 「高志学」学習発表会（１年）、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

高校生と合同の生徒大会

米国での発表の様子（SSH） 生徒課題研究発表会（SGH）

奥島由樹子さん（3年・生徒会長・福井市足羽小出身）
　私たち生徒会執行部が掲げた目標は「さあ
前進、飛翔必笑チーム高志」です。一期生の
先輩方が卒業された今、ここからさらに私た
ち高志中生が大きく前進していくことと、高

志中生の一人ひとりが力を発揮し、毎日笑顔で過ごせる学校を
つくることの二つの決意を込めました。開校４年目、まだまだ
新しい学校ですが、私たちは一丸となって活動しています。チ
ーム高志中の一員として、私たちと共に前進していきましょう。

幸田 暖大くん（2年・敦賀市立中郷小出身）
　生まれてからのほとんどを敦賀市で過ごしてい
たため、福井のことについてはまったく知りません
でした。しかし、高志学で課題を設定し、自ら調査
し研修を重ねていくうちに福井のことを知るだけ

でなく、福井の中の敦賀という違った視点も持つことができるように
なりました。今後は、外国などへ行き、さらに視野を広げていきたい
と考えています。高志学で学んだことを活用し、いろんなことに挑戦
して福井のすばらしさを世界中の人に知ってもらいたいです。

山本 武蔵くん（3年・野球部部長・福井市宝永小出身）
　高志中での部活動の時間は限られています
が、僕たちはそれをいかに充実させ、質を高
めるかを意識して活動しています。高校生と
いうお手本がいつも身近にいて、常に刺激を

受けながら練習に取り組めるところは高志中ならではの特長で
す。勉強と部活動の両立は容易なことではありませんが、だか
らこそ毎日が充実しています。勉強と部活動の両方に全力で取
り組んで、充実した中学校生活を一緒に送りましょう。

石神 にこさん（1年・大野市上庄小出身）
　高志中学校を選んだ理由は、この学校でしかで
きないことに挑戦してみようと思ったからです。
入学したばかりの頃は友達ができるかとか学校の
授業についていけるかなどの不安がありました

が、クラスの友達や先輩方はとても優しく、先生方はいつも楽し
く授業をしてくださるので、今は学校に行くのが毎日楽しみです。
この学校で、いろいろなことにチャレンジしたいと思っています。
皆さんも私たちと一緒に、たくさんのことを経験してみませんか。

【26～30年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道大（7）	東京大（3）	名古屋大（38）	京都大（11）	大阪大（33）	神戸大（63）	
富山大（64）	金沢大（159）	福井大（290）	福井県立大（75）	その他の国公立大（481）
私立大学
慶応大（18）	早稲田大（40）	上智大（15）	中央大（22）	法政大（30）	明治大（35）
同志社大（115）	立命館大（390）	関西大（103）	関西学院大（86）	その他の私立大（1472）

朝活動・朝の会	 8：10　～　 8：25
1限目	 8：30　～　 9：20
2限目	 9：30　～　10：20
3限目	 10：30　～　11：20
4限目	 11：30　～　12：20
昼食（給食）	 12：20　～　13：00
清掃	 13：05　～　13：15
5限目	 13：20　～　14：10
6限目	 14：20　～　15：10
帰りの会	 15：15　～　15：25
7限目	 15：20　～　16：10
帰りの会	 16：15　～　16：25
部活動終了	 17：45
下校時間	 18：00

（ （

理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）



夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生豊かな社会性と人間性を育てる学校生活
　平日の７限目や土曜日などにも授業を行い、数学、理科、英語を中心に通常の中学校課程に比べて３年
間で350時間、授業の時間を増やします。これにより中学校３年で、高校の「数学Ⅰ」「数学Ａ」「生物基礎」
を学習する授業時間を生み出しています。また、高志高校では２年から文系クラスと理系クラスに分かれ、
３年では共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を学習します。

　高志高校は、文部科学省ＳＳＨおよびＳＧＨのダブル指定校（県内では唯一、全国の国公立高校で
は17校のみ）として、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　また、進路希望に合わせたクラス編成や「高い志」を貫く進路指導により、約2/3の生徒が現役
での国公立大学合格を果たしています。

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

中1 国語 社会 数学 理科 英語 英
表
技術
家庭

音
楽
美
術保健体育 高志学道徳

学
活

中2 国語 社会 数学 理科 英語 英
表
技術
家庭

音
楽
美
術保健体育 高志学道徳

学
活

中3 国語 論
基 社会 数学 理科 英語 英

表
音
楽
美
術
技
家保健体育 高志学道徳

学
活

時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

高1 国語 公民 数学 理科 英語 情報・家庭 芸術 保健体育 高志学ＬＨ

高2
文
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ
理
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ

高3
文
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

理
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

高志中学校　一週間の授業時数

高志高等学校　一週間の授業時数

は学校設定教科　　英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※通常の中学校課程に比べて以下の授業時数が多くなっています。
　　１年：数学１時間、理科１時間、英語１時間　計３時間　　２年：数学２時間、英語１時間　計３時間
　　３年：国語１時間、数学１時間、理科１時間、英語１時間　計４時間

※「志望進路に応じた選択科目」には数学、英語、公民、地理歴史、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨやＳＧＨの研究指定等により変わる場合があります。

毎時間、授業の始めの10分間、日本や中国の代表的な古典作品を音読することにより、高校の古典文法や文学史、
古典常識をスムーズに学べることを目指します。また中学３年で学習する学校設定教科「論文基礎」を通して、
8,000字の卒業論文にチャレンジします。

中高一貫校用テキストを使用することにより、効率的に学習を進めます。中学校３
年次では、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」「数学Ａ」の学習を進めていきます。

週５時間の英語授業（「英語表現基礎」を含む）のうち３時間はALT（外国人講師）が参加し
ます。（通常の学校では週１時間程度）また、英語の単語テストを定期的に行ったり、フ
ォニックス（音声と綴りの学習）を行うなどして英語検定準２級全員合格を目指します。

６つの理科実験室と今年度16年目になるスーパーサイエンスハイスクール指定校
ならではの整った高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校で120程度行われている実験や観察を180程
度に増やして行います。中学校３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を進めます。

地理・歴史・公民など高校での学習との関連性が特に強い社会科では、高校で使用する資料（「魏志倭人伝」の原
文など）を用いたり、高校で学習する内容（地理的事象（気候など）の原理など）と関連づけながら、より深い内
容を学習します。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ日課表で「50分授業」を行います。なお、高校は毎日７限授業ですが、
中学校では週２日は７限、週３日は６限となります。（３年生では週３日が７限です）

【英語表現基礎】
中学１年から３年まで毎週１時間、外国人教諭に
よる授業を行います。この授業では、書くことや
話すことに重点を置き、与えられたテーマについ
て自分の意見を伝えられる英語力を育てます。

中学校生徒会では、学校のきまり（校則）を自分で
考えたり、生徒同士の交流を図る活動を企画・運営
しています。

【土曜活用授業】
土曜日を活用して通常の授業とは異なる学習を行
います。県外の中高一貫教育校で指導実績のある
先生を特別講師として招いて、高校で習う内容な
ども勉強します。

現在、９つの運動部と６つの文化部を開設しています。
男子バスケット、卓球（男女）、バドミントン（男女）
弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス（男女）、陸上
（男女）、サッカー（男女）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、演劇、弦楽、囲碁・将棋

※開設部活動については変更する場合もあります

　高志高校の生徒はSSH、SGHいずれかのカリキュラムを選択しています。大学レベルの課題研究を軸
に、東京大学や京都大学、民間企業などと連携した、授業・訪問研修、北米やアジアの国々で行う海外
研修を通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　現在、高志高校では難関大学や医学科などを志望する生徒のために、発展的な内容まで踏み込んだ学
習を行うクラスを2年次から設定しています。

2年次：「標準クラス」と「発展クラス」　　3年次：「標準クラス」と「個別試験対応クラス」

　ほぼすべての生徒が4年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業を中心に家庭学習
はもちろんのこと、放課後の図書館や自習室での自主的な学習にしっかり取り組んでいます。

　高志高校には35の部活動があり、生徒の加入率は90％以上です。限られ
た時間の中で自主性と集中力を持って取り組み、大会では記録と記憶に残る
結果を残しています。

　高志中学校の生徒は高校生と同じ校舎で学んでおり、中
学・高校が合同で多くの学校行事に取り組んでいます。中
学生にとって高校生のパフォーマンスは大きな刺激です。

※８時までに登校して、8：05から朝活動を始めています。

朝活動（NHKラジオ基礎英語）

オールイングリッシュでの授業

中庭昼食会「みんなでランチ」

理科（天文学）特別授業

放課後の自習室

若葉食堂での給食が平成30年1月からスタート

中学生全員ミュージカル（学校祭）

中学生の一日

独自の授業

在校生の声

生徒会活動 部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイスクール）

難関大学をめざす生徒のためのクラス編成

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（30年度）

国
語

数
学

社
会

英
語

理
科

4月	 入学式、始業式・対面式、生徒大会、
	 地区中体連強化大会
5月	 「高志学」宿泊研修（１年）、前期中間考査①
6月	 合唱コンクール、SGH講演会、卒業生と語る会
7月	 前期中間考査②、保護者懇談会、
	 地区中体連夏季大会、夏期課外講座
9月	 学校祭、生徒会役員選挙、前期期末考査
10月	 後期始業式、地区中体連新人大会
11月	 SSH講演会、後期中間考査①、職場体験（２年）
12月	 高校部活動への仮入部（３年）、保護者懇談会、
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、（入学者選抜適性検査）
2月	 生徒会役員選挙
3月	 学年末考査、シンガポール研修（３年）、東京研修（２年）
	 「高志学」学習発表会（１年）、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

高校生と合同の生徒大会

米国での発表の様子（SSH） 生徒課題研究発表会（SGH）

奥島由樹子さん（3年・生徒会長・福井市足羽小出身）
　私たち生徒会執行部が掲げた目標は「さあ
前進、飛翔必笑チーム高志」です。一期生の
先輩方が卒業された今、ここからさらに私た
ち高志中生が大きく前進していくことと、高

志中生の一人ひとりが力を発揮し、毎日笑顔で過ごせる学校を
つくることの二つの決意を込めました。開校４年目、まだまだ
新しい学校ですが、私たちは一丸となって活動しています。チ
ーム高志中の一員として、私たちと共に前進していきましょう。

幸田 暖大くん（2年・敦賀市立中郷小出身）
　生まれてからのほとんどを敦賀市で過ごしてい
たため、福井のことについてはまったく知りません
でした。しかし、高志学で課題を設定し、自ら調査
し研修を重ねていくうちに福井のことを知るだけ

でなく、福井の中の敦賀という違った視点も持つことができるように
なりました。今後は、外国などへ行き、さらに視野を広げていきたい
と考えています。高志学で学んだことを活用し、いろんなことに挑戦
して福井のすばらしさを世界中の人に知ってもらいたいです。

山本 武蔵くん（3年・野球部部長・福井市宝永小出身）
　高志中での部活動の時間は限られています
が、僕たちはそれをいかに充実させ、質を高
めるかを意識して活動しています。高校生と
いうお手本がいつも身近にいて、常に刺激を

受けながら練習に取り組めるところは高志中ならではの特長で
す。勉強と部活動の両立は容易なことではありませんが、だか
らこそ毎日が充実しています。勉強と部活動の両方に全力で取
り組んで、充実した中学校生活を一緒に送りましょう。

石神 にこさん（1年・大野市上庄小出身）
　高志中学校を選んだ理由は、この学校でしかで
きないことに挑戦してみようと思ったからです。
入学したばかりの頃は友達ができるかとか学校の
授業についていけるかなどの不安がありました

が、クラスの友達や先輩方はとても優しく、先生方はいつも楽し
く授業をしてくださるので、今は学校に行くのが毎日楽しみです。
この学校で、いろいろなことにチャレンジしたいと思っています。
皆さんも私たちと一緒に、たくさんのことを経験してみませんか。

【26～30年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道大（7）	東京大（3）	名古屋大（38）	京都大（11）	大阪大（33）	神戸大（63）	
富山大（64）	金沢大（159）	福井大（290）	福井県立大（75）	その他の国公立大（481）
私立大学
慶応大（18）	早稲田大（40）	上智大（15）	中央大（22）	法政大（30）	明治大（35）
同志社大（115）	立命館大（390）	関西大（103）	関西学院大（86）	その他の私立大（1472）

朝活動・朝の会	 8：10　～　 8：25
1限目	 8：30　～　 9：20
2限目	 9：30　～　10：20
3限目	 10：30　～　11：20
4限目	 11：30　～　12：20
昼食（給食）	 12：20　～　13：00
清掃	 13：05　～　13：15
5限目	 13：20　～　14：10
6限目	 14：20　～　15：10
帰りの会	 15：15　～　15：25
7限目	 15：20　～　16：10
帰りの会	 16：15　～　16：25
部活動終了	 17：45
下校時間	 18：00

（ （

理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）



夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生豊かな社会性と人間性を育てる学校生活
　平日の７限目や土曜日などにも授業を行い、数学、理科、英語を中心に通常の中学校課程に比べて３年
間で350時間、授業の時間を増やします。これにより中学校３年で、高校の「数学Ⅰ」「数学Ａ」「生物基礎」
を学習する授業時間を生み出しています。また、高志高校では２年から文系クラスと理系クラスに分かれ、
３年では共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を学習します。

　高志高校は、文部科学省ＳＳＨおよびＳＧＨのダブル指定校（県内では唯一、全国の国公立高校で
は17校のみ）として、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　また、進路希望に合わせたクラス編成や「高い志」を貫く進路指導により、約2/3の生徒が現役
での国公立大学合格を果たしています。
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時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

高1 国語 公民 数学 理科 英語 情報・家庭 芸術 保健体育 高志学ＬＨ

高2
文
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ
理
系 国語 地理歴史 数学 理科 英語 保健体育 高志学ＬＨ

高3
文
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

理
系 国語 英語 志望進路に応じた選択科目 保健体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

高志中学校　一週間の授業時数

高志高等学校　一週間の授業時数

は学校設定教科　　英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※通常の中学校課程に比べて以下の授業時数が多くなっています。
　　１年：数学１時間、理科１時間、英語１時間　計３時間　　２年：数学２時間、英語１時間　計３時間
　　３年：国語１時間、数学１時間、理科１時間、英語１時間　計４時間

※「志望進路に応じた選択科目」には数学、英語、公民、地理歴史、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨやＳＧＨの研究指定等により変わる場合があります。

毎時間、授業の始めの10分間、日本や中国の代表的な古典作品を音読することにより、高校の古典文法や文学史、
古典常識をスムーズに学べることを目指します。また中学３年で学習する学校設定教科「論文基礎」を通して、
8,000字の卒業論文にチャレンジします。

中高一貫校用テキストを使用することにより、効率的に学習を進めます。中学校３
年次では、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」「数学Ａ」の学習を進めていきます。

週５時間の英語授業（「英語表現基礎」を含む）のうち３時間はALT（外国人講師）が参加し
ます。（通常の学校では週１時間程度）また、英語の単語テストを定期的に行ったり、フ
ォニックス（音声と綴りの学習）を行うなどして英語検定準２級全員合格を目指します。

６つの理科実験室と今年度16年目になるスーパーサイエンスハイスクール指定校
ならではの整った高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校で120程度行われている実験や観察を180程
度に増やして行います。中学校３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を進めます。

地理・歴史・公民など高校での学習との関連性が特に強い社会科では、高校で使用する資料（「魏志倭人伝」の原
文など）を用いたり、高校で学習する内容（地理的事象（気候など）の原理など）と関連づけながら、より深い内
容を学習します。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ日課表で「50分授業」を行います。なお、高校は毎日７限授業ですが、
中学校では週２日は７限、週３日は６限となります。（３年生では週３日が７限です）

【英語表現基礎】
中学１年から３年まで毎週１時間、外国人教諭に
よる授業を行います。この授業では、書くことや
話すことに重点を置き、与えられたテーマについ
て自分の意見を伝えられる英語力を育てます。

中学校生徒会では、学校のきまり（校則）を自分で
考えたり、生徒同士の交流を図る活動を企画・運営
しています。

【土曜活用授業】
土曜日を活用して通常の授業とは異なる学習を行
います。県外の中高一貫教育校で指導実績のある
先生を特別講師として招いて、高校で習う内容な
ども勉強します。

現在、９つの運動部と６つの文化部を開設しています。
男子バスケット、卓球（男女）、バドミントン（男女）
弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス（男女）、陸上
（男女）、サッカー（男女）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、演劇、弦楽、囲碁・将棋

※開設部活動については変更する場合もあります

　高志高校の生徒はSSH、SGHいずれかのカリキュラムを選択しています。大学レベルの課題研究を軸
に、東京大学や京都大学、民間企業などと連携した、授業・訪問研修、北米やアジアの国々で行う海外
研修を通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　現在、高志高校では難関大学や医学科などを志望する生徒のために、発展的な内容まで踏み込んだ学
習を行うクラスを2年次から設定しています。

2年次：「標準クラス」と「発展クラス」　　3年次：「標準クラス」と「個別試験対応クラス」

　ほぼすべての生徒が4年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業を中心に家庭学習
はもちろんのこと、放課後の図書館や自習室での自主的な学習にしっかり取り組んでいます。

　高志高校には35の部活動があり、生徒の加入率は90％以上です。限られ
た時間の中で自主性と集中力を持って取り組み、大会では記録と記憶に残る
結果を残しています。

　高志中学校の生徒は高校生と同じ校舎で学んでおり、中
学・高校が合同で多くの学校行事に取り組んでいます。中
学生にとって高校生のパフォーマンスは大きな刺激です。

※８時までに登校して、8：05から朝活動を始めています。

朝活動（NHKラジオ基礎英語）

オールイングリッシュでの授業

中庭昼食会「みんなでランチ」

理科（天文学）特別授業

放課後の自習室

若葉食堂での給食が平成30年1月からスタート

中学生全員ミュージカル（学校祭）

中学生の一日

独自の授業

在校生の声

生徒会活動 部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイスクール）

難関大学をめざす生徒のためのクラス編成

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（30年度）
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4月	 入学式、始業式・対面式、生徒大会、
	 地区中体連強化大会
5月	 「高志学」宿泊研修（１年）、前期中間考査①
6月	 合唱コンクール、SGH講演会、卒業生と語る会
7月	 前期中間考査②、保護者懇談会、
	 地区中体連夏季大会、夏期課外講座
9月	 学校祭、生徒会役員選挙、前期期末考査
10月	 後期始業式、地区中体連新人大会
11月	 SSH講演会、後期中間考査①、職場体験（２年）
12月	 高校部活動への仮入部（３年）、保護者懇談会、
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、（入学者選抜適性検査）
2月	 生徒会役員選挙
3月	 学年末考査、シンガポール研修（３年）、東京研修（２年）
	 「高志学」学習発表会（１年）、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

高校生と合同の生徒大会

米国での発表の様子（SSH） 生徒課題研究発表会（SGH）

奥島由樹子さん（3年・生徒会長・福井市足羽小出身）
　私たち生徒会執行部が掲げた目標は「さあ
前進、飛翔必笑チーム高志」です。一期生の
先輩方が卒業された今、ここからさらに私た
ち高志中生が大きく前進していくことと、高

志中生の一人ひとりが力を発揮し、毎日笑顔で過ごせる学校を
つくることの二つの決意を込めました。開校４年目、まだまだ
新しい学校ですが、私たちは一丸となって活動しています。チ
ーム高志中の一員として、私たちと共に前進していきましょう。

幸田 暖大くん（2年・敦賀市立中郷小出身）
　生まれてからのほとんどを敦賀市で過ごしてい
たため、福井のことについてはまったく知りません
でした。しかし、高志学で課題を設定し、自ら調査
し研修を重ねていくうちに福井のことを知るだけ

でなく、福井の中の敦賀という違った視点も持つことができるように
なりました。今後は、外国などへ行き、さらに視野を広げていきたい
と考えています。高志学で学んだことを活用し、いろんなことに挑戦
して福井のすばらしさを世界中の人に知ってもらいたいです。

山本 武蔵くん（3年・野球部部長・福井市宝永小出身）
　高志中での部活動の時間は限られています
が、僕たちはそれをいかに充実させ、質を高
めるかを意識して活動しています。高校生と
いうお手本がいつも身近にいて、常に刺激を

受けながら練習に取り組めるところは高志中ならではの特長で
す。勉強と部活動の両立は容易なことではありませんが、だか
らこそ毎日が充実しています。勉強と部活動の両方に全力で取
り組んで、充実した中学校生活を一緒に送りましょう。

石神 にこさん（1年・大野市上庄小出身）
　高志中学校を選んだ理由は、この学校でしかで
きないことに挑戦してみようと思ったからです。
入学したばかりの頃は友達ができるかとか学校の
授業についていけるかなどの不安がありました

が、クラスの友達や先輩方はとても優しく、先生方はいつも楽し
く授業をしてくださるので、今は学校に行くのが毎日楽しみです。
この学校で、いろいろなことにチャレンジしたいと思っています。
皆さんも私たちと一緒に、たくさんのことを経験してみませんか。

【26～30年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道大（7）	東京大（3）	名古屋大（38）	京都大（11）	大阪大（33）	神戸大（63）	
富山大（64）	金沢大（159）	福井大（290）	福井県立大（75）	その他の国公立大（481）
私立大学
慶応大（18）	早稲田大（40）	上智大（15）	中央大（22）	法政大（30）	明治大（35）
同志社大（115）	立命館大（390）	関西大（103）	関西学院大（86）	その他の私立大（1472）

朝活動・朝の会	 8：10　～　 8：25
1限目	 8：30　～　 9：20
2限目	 9：30　～　10：20
3限目	 10：30　～　11：20
4限目	 11：30　～　12：20
昼食（給食）	 12：20　～　13：00
清掃	 13：05　～　13：15
5限目	 13：20　～　14：10
6限目	 14：20　～　15：10
帰りの会	 15：15　～　15：25
7限目	 15：20　～　16：10
帰りの会	 16：15　～　16：25
部活動終了	 17：45
下校時間	 18：00

（ （

理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）
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併設型中高一貫教育校

福井県立高志中学校
福井県立高志高等学校

平成31年4月に高志中学校入学を希望する皆さんへ

学校へのアクセス

お問い合わせ

福井県立高志中学校
福井県立高志高等学校
〒910-0854　福井市御幸2丁目25-8
TEL．0776-24-5175　E-mail：infojh@koshi-h.ed.jp
http://koshi-ed.jp

中学校Ｑ＆Ａ 高志における中高一貫教育の目標

中学校 入学者選抜

高校に進学する時に入学試験はありますか。
高志中学生は原則、高志高校に進学することとなっており、入学試験はありません。

部活動は高校と合同ですか。
原則として、文化部の活動は高校と合同で行います。運動部の活動は一部を除いて別々に行います。
（使用器具（ボールなど）の違い、体格差による事故を防ぐためです）

自転車での通学は可能ですか。
安全面を考慮して、学校までの距離がおおよそ３㎞以内である場合に自転車通学を許可しています。
また、自転車で通学するときは学校指定のヘルメットを着用することとしています。

授業料や学納金などはどれくらいですか。
公立学校なので授業料は不要です。学納金は、教材費、生徒会費、PTA会費、研修旅行積立金、教
育支援費、給食費等として毎月２万円程度集金させていただきます。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

【日程】
▪学校説明会	 平成30年９月15、16日
▪出願受付	 平成30年12月上旬
▪選抜検査	 平成31年１月中旬
▪合格発表	 平成31年１月下旬
▪合格者登校日	 平成31年２月中旬
※詳しい日程はホームページ等でお知らせします

【募集・志願資格など】
▪募集定員　　90人
▪出願資格
平成31年３月に小学校またはこれに準ずる学校を卒業
する見込みの者で、次のいずれかに該当する者とします。
ア　志願者および保護者が県内に居住する者
　　（入学までに県内に居住する見込みの者を含む。）
イ　福井県教育委員会教育長が特別に出願を許可した者

▪選抜検査の概要
次のような適性検査および作文を行います。
（適性検査）
◦文章を読んで論点をまとめます。
◦図形や数などに関して論理的に考えます。
◦資料やデータから自然や社会の現象を考えます。

（作文）
◦これまでの読書や体験に基づいて自分の考えを表現
します。
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おもな校内学習

おもな校外学習

【外部講師リレー講座】
福井経済同友会に所
属する県内企業の経
営者の方々からお話
を伺い、福井の産業
やその歴史などにつ
いて理解を深めま
す。

【嶺南宿泊研修（1年）】
三方青年の家を拠点に３日間、嶺南
地域の様々な施設を訪問、見学、体
験することにより、自然、歴史、文
化、産業について学び、ふるさと福
井に関する知識を深めます。

【東京研修（２年）】
東京で「ふるさと福井」を発信する
と同時に、東京から福井のよさを再
確認します。また、大学や企業・研
究施設等を訪問、「日本の今」を体感
し今後の目標につなげていきます。

【シンガポール研修（３年）】
３年間鍛えてきた英語を使って現
地の学校と交流し「ふるさと福井」
を発信します。また将来の海外進
学・留学を見据えて現地大学を訪
問します。

地域社会、国際社会のリーダーとなる高い学力と豊かな人間性
ふるさと福井への深い知識と大きな誇り
世界に通用する語学力と国際感覚

目指すのは「これからの時代を創る新しいタイプのリーダー」です

こうした資質を備えたリーダーを育てるため、本校では、以下のような教育を推進しています。

①中学校から高校までの６年間を一つの教育課程として編成し、生徒一人ひとりに適した学習のできる教
育システムを設けます。
②自分の意見を論理的に伝える力を伸ばす教育や、国際的に使える英語が身につく教育などを充実します。
③ふるさと福井や日本を学び、世界の歴史や文化など異文化を理解できる国際感覚を養い、国内外で課題
解決のために活躍する資質を高めます。
④中高一貫教育や進学指導で実績のある教員が責任を持って丁寧に指導し、高い学力を育てます。
⑤中学校１年生から高校３年生までが協力して学校行事や部活動等を行うことにより、豊かな社会性と人
間性を育みます。

【「高志学」学習成果発表会】
一人ひとりが福井の歴史（と
き）、資源（たから）、風土（くら
し）に関するテーマを設定し、
調査、考察した内容を、ＰＣ
タブレットを用いてレポート
にまとめ、発表します。（Ｐ
Ｃタブレットを生徒全員に１
台ずつ貸し出しています）

高い志
こころざし

を育てる「高志学」

福井の魅力や課題を学習
県内の博物館訪問
福井の自然、歴史、産業、文化、
人物、食などについて調査、取材

県内の伝統工芸士訪問
越前和紙、越前漆器などの伝統工
芸士の「技」を体感

福井の産業や働くことを学習
県内企業人等による講話
福井の産業の歴史や優れた点、県
内企業で働くことの魅力を確認

インターンシップ
職場体験を通して「企業と海外の
つながり」「優れた技」を実感

将来の福井に関する提案・発信
産業界・行政等への提案
自らが「福井の未来」に果たす使
命についての論文作成

世界への発信
「世界に貢献する福井」をテーマ
に研究、論文（英文）作成

「高志学」とは・・・・
　「ふるさと福井」に対する誇りとグローバルな視野を持って新しい分野にチャレンジし、社
会を変革していく人の育成を目ざすために、高志中学校・高志高等学校が独自に設定した６
年間の学習です。「ふるさと学習プログラム」「キャリア教育プログラム」「課題探究プログラ
ム」を３つの柱としています。

ふるさと学習
プログラム

キャリア教育
プログラム

課題探究
プログラム

夢に向かって前進し続ける高志中学生
　学習面でも部活動でも活躍しており、生徒一人ひとりが夢実現の可能性を大いに高めています。以下
は一期生（現高校１年）の29年度（中学３年）における実績です。

実用英語検定
（中学３年生修了時）

学力推移調査
（１年次からの学力の成果）

「２級（高校卒業程度）」
以上の取得率は

53％
「準２級（高校中級程度）」

以上の取得率は

96％

▪総合（国数英）成績
Ｈ27.4　　　　　　　　Ｈ29.10
　全国90位　　　　全国9位
▪英語成績
Ｈ27.4　　　　　　　　Ｈ29.10
　全国31位　　　　全国5位
※「学力推移調査」は㈱ベネッセが実施する全国の中高一貫校
約600校が参加するテスト

全国中学生 英語ディベート大会（名古屋）全国3位
科学の甲子園ジュニア全国大会（東京）出場
全国中学校弓道大会（東京）　男子団体・個人 出場
アジアユースパラ水泳（ドバイ）　日本代表選手として出場

部活動など

「福異人研修」では東京在住の福井ゆかりの方々
20名に「福井のくらし」をプレゼンし、鋭く
厳しく温かいアドバイスをいただきました。

▪JR福井駅・えちぜん鉄道福井駅から徒歩10分
▪すまいるバス（東ルート）「高志高校前」
　下車すぐ自分たちの知らない福井がたくさんあるこ

とを知り、高志学を通じて学ぶことの大切
さを感じました。

自分たちの英語が予想以上に通じ、コミ
ュニケーションの楽しさを実感すること
ができました。


