
学校案内2021

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

令和3年4月に高志中学校入学を希望する皆さんへ

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

Ｑ＆Ａ 高志中学校の教育目標

入学者選抜

高志高校に進学する時に入学試験はありますか。

高校生と交流する機会はありますか。

授業数が多く、中学３年で先取り学習もあります。授業についていけますか。

高校生と一緒だと活躍の場が限られるのではないですか。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

▪学校説明会
▪出願受付
▪選抜検査
▪合格発表
▪合格者登校日

▪募集定員
▪出願資格

▪選抜検査の概要

※令和３年度選抜の詳細については、９月に発表され
る募集要項をご覧ください

高志中学校
高志高等学校

おもな校内学習

おもな校外学習

【外部講師リレー講座】

【嶺南宿泊研修（１年）】 【東京研修（２年）】 【シンガポール研修（３年）】

未来を切り拓き新しい時代を築くイノベーター（革新者）となれる生徒

【「高志学」学習成果発表会】

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 福井の産業や働くことを学習 将来の福井に関する提案・発信

「高志学」とは・・・・

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

実用英語検定
（令和元年度３年生）

学力推移調査
（令和元年度中学３年生、10月実施）

100％
（前年度比 ＋7％）

55％
（前年度比 ＋3％）

24位　　４位／449校

18位　　８位／449校

福井県代表
最優秀賞

全国大会出場
個人 最優秀賞

（福井県の代表的な工業製品である強力磁石を用いたアイデアコンテスト）

第７位

個人 50M自由形 優勝

部活動・コンテストなど

１年次（10月）　→  ３年次（10月）
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高志中学校
高志高等学校

おもな校内学習

おもな校外学習

【外部講師リレー講座】

【嶺南宿泊研修（１年）】 【東京研修（２年）】 【シンガポール研修（３年）】

１ 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の育成
２ ふるさと福井への深い知識と大きな誇りの涵養
３ 世界に通用する語学力と国際感覚の育成

を目指した柔軟かつ多様な教育プログラムを展開し、生徒一人ひとりの
夢を実現させる

＜目指す生徒像＞
１　目標を持って、自ら学び、自ら考え、自ら行動することのできる生徒
２　自分磨きを続け、様々な課題に立ち向かって行くことのできる生徒
３　互いの個性や考え方を認め合い、多様な人たちと協力することのできる生徒

未来を切り拓き新しい時代を築くイノベーター（革新者）となれる生徒

【「高志学」学習成果発表会】

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 福井の産業や働くことを学習 将来の福井に関する提案・発信

「高志学」とは・・・・

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する高志中学生。一人ひとりが夢実現に向けて成果をあげています。

実用英語検定
（令和元年度３年生）

学力推移調査
（令和元年度中学３年生、10月実施）

準２級以上
（高校中級レベル）

２級以上
（高校卒業レベル）

100％
（前年度比 ＋7％）

55％
（前年度比 ＋3％）

英語

総合
24位　　４位／449校

18位　　８位／449校

第７回科学の甲子園ジュニア全国大会 福井県代表
令和元年度ふくい理数グランプリ 最優秀賞
第16回文部科学大臣杯賞・中学校囲碁団体戦 全国大会出場
第25回マグネットコンテスト 個人 最優秀賞

（福井県の代表的な工業製品である強力磁石を用いたアイデアコンテスト）

第９回全国中学生英語ディベート大会 第７位
第40回北信越中学校総合競技大会水泳競技

個人 50M自由形 優勝

部活動・コンテストなど

※「学力推移調査」は（株）ベネッセが実施する全国の中高
一貫校が参加するテスト

＜本校の教育の特徴＞
①　市町村立中学校に比べ、３年間で350時間多い授業時間数　　
②　中・高６年間を通した教育課程の編成
③　自分の意見を論理的に伝える力を伸ばす教育　　
④　国際的に使える英語を身につける教育
⑤　ふるさと学習、国際理解教育を通して、国内外の課題を解決する資質・能力を高める教育
⑥　中高一貫教育や進学指導で実績のある教員による丁寧で質の高い学習支援
⑦　中・高生が協力して行う学校行事・部活動等で、豊かな社会性と人間性を育成

令和元年度ふくい理数グランプリ　最優秀賞

第７回科学の甲子園ジュニア全国大会

１年次（10月）　→  ３年次（10月）



90通りの夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生学校生活
　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。中学３年次には、高校の「数学Ⅰ」「生物基礎」を履修します。
高志高校では２年次から文系と理系に分かれ、共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を履修しま
す。

　高志高校は、文部科学省から第４期SSHの指定を受け、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　進路希望に沿ったクラスで、「高い志」を貫き、難関大学をはじめとして約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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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 英語

志望進路
に応じた
選択科目

保健体育 高志学ＬＨ
理
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高志中学校　１週間の授業時数

高志高等学校　１週間の授業時数（内進生　令和2年度高校1年生の場合）

※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

英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※高２文系の「志望進路に応じた選択科目」には理科、総合選択の科目が設けられます。
※高３文系の「志望進路に応じた選択科目」には地理歴史、公民、数学、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※高３理系の「志望進路に応じた選択科目」には地理歴史、公民、理科、総合選択の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨの研究指定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ようにします。また中学３年次には学校設定教科「論文基礎」を学習し、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３年
次には、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」の学習を行います。

プレゼンや海外交流で使える英語の習得を目指します。週３時間はALT（外国人講
師）が授業に参加し、うち１時間はALTが単独で行います。また、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18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回程度行われている実験や観察を180
回程度に増やして行います。中学３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を行います。

地理・歴史、公民など高校の学習と関連性のある社会科では、高校で使用する資料（魏志倭人伝の原文）や図（気候
に関するものなど）を用いながら、高校で学習する内容と関連づけて、より深い学習を行います。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ時程で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７限が週２日、６限が週３日となります。（３年次には７限が週３日となります。）

【土曜活用授業】
開成や灘など、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、高校での内
容を学び、好奇心を高めます。

生徒会では、学校のきまり（校則）を考えたり、学年を越えて交流を図る行事を企画したりします。

現在、８つの運動部と５つの文化部を開設しています。
男子バスケットボール、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）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、弦楽、囲碁・将棋
※書道は募集を停止しています。
　また、開設部活動については変更する場合があります

　高志高校のすべての生徒がSSHのカリキュラムで学んでいます。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、北米やアジア等の国々で行う海外研修等を
通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　高志高校は普通科では県内唯一の進学型単位制教育課程を導入している高等学校です。多様な選択肢
の中から、自分の進路実現のために必要な科目を選択することができます。特に高校３年次には、志望
進路に応じて「選択科目群」の中から多様な選択することが可能で、授業そのものが志望大学の合格に
直結した内容になっています。

　令和元年度の卒業生のほぼすべてが４年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業や
家庭学習はもちろんのこと、放課後は図書館や自習室での自主的な学習に取り組んでいます。

　高志高校には32の部活動があり、生徒の加入率は約95％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・コンクール
等では日頃の活動の成果を大いに発揮しています。

　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。

一人１台のタブレットを使った活動

学年間の交流を図るシャッフル給食（生徒会企画）

硬式テニス部 サイエンス部
（宇宙国際会議で英語で発表する様子）

放課後の自習室

【外国人教員によるオールイングリッシュの授業】
毎週１時間、外国人教員が単独で授業を行います。

中学生の自作自演によるミュージカル（学校祭）

中学生の１日

独自の授業

在校生の声

生徒が自ら考え、実現に移す自主的な活動

部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）

魅力ある進学型単位制教育課程

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（令和２年度は一部変更しています）

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、ウェルカム卒業生
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	 シンガポール研修（３年）、職場体験（２年）
	 後期中間考査①、SSH講演会
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	 学年末考査
3月	 東京研修（２年）、生徒会役員選挙
	 「高志学」学習発表会、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験 タイのカセサート大学附属学校での交流

伊藤 朋哉くん（3年・生徒会長・越前市王子保小出身）
　今年で高志中学校は開校６年目になります。歴
史の浅い高志中ですが、私は日々新しいものを創
造し、つなげていこうと生徒会で活動しています。
高校生との交流や高志中独自の授業など、他の中

学校にはない環境に刺激を受け、勉強や部活動、様々な学校行事に
励んでいます。不安はありますが、将来の目標を見据え、高志中の
仲間とともに生活することで自分自身を大きく成長させることがで
きます。皆さん、高志中で一緒に新しいものを創っていきましょう。

清水 乃衣さん（２年・永平寺町上志比小出身）
　中学１・２年次に行われる「外部講師リレー講座」
では、世界を舞台に活躍する福井県の人や企業のこと
を学びます。今まで知らなかった福井県と世界のつな
がりを学ぶことで、未来への自分の選択肢が増えてい

きます。私も将来、国際的な舞台で働き、最終的には福井県に恩返しで
きる仕事がしたいです。「高志学」では福井県の良さと課題を考えます。
福井県の課題についての友だちの様々な意見は、すごく刺激になります。
このような授業や活動を通し、私は今、福井県を誇りに思っています。

前田 美緒さん（３年・吹奏楽部部長・福井市春山小出身）
　高志中学校の部活動の一番の特徴は、高校の先輩
方と一緒に練習できる機会があることです。高校生
にアドバイスをいただけることで、より幅広く、有
意義な活動ができます。また、県内の中学校にはあ

まり見られない部活動があるのも大きな特徴です。私たち高志中生は、
熱く指導してくださる顧問の先生、信頼しあえる仲間、優しい先輩方
と共に切磋琢磨しながら活動しています。皆さんも私たちと一緒に高
志中学校で、勉強に部活動に充実した学校生活を送りませんか。

北野 佑真くん（１年・敦賀市粟野南小出身）
　「高志学」で「子ども歴史文化館見学」や「外部
講師リレー講座」を経験し、福井に貢献した偉人や、
福井の伝統・産業が国内だけではなく世界規模なの
だと知り、誇りに思えました。日々の授業は、先生

方が工夫してくださった独自の教材で学びを深めることができます。
「いろいろなことを学ぶのが楽しい人」また「自己を高めたい人」には、
とても成長させてくれる学校だと思います。皆さんも高志中学校で仲
間と共に切磋琢磨し、未来に向かって羽ばたいていきましょう。

【H28～ R2年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道（8）東京（5）名古屋（34）京都（9）大阪（23）神戸（44）富山（48）
金沢（131）福井（251）福井県立（74）その他の国公立（516）
私立大学
慶応（12）早稲田（19）上智（7）中央（15）法政（18）明治（33）
同志社（102）立命館（332）関西（99）関西学院（65）その他の私立（1480）

朝活動・朝の会	 8：05　～　 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）

中学生制作のマスコット（学校祭）

開成中学校・高等学校の先生による理科の授業

全学年が参加する高志中学校交流祭（生徒会企画）



90通りの夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生学校生活
　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。中学３年次には、高校の「数学Ⅰ」「生物基礎」を履修します。
高志高校では２年次から文系と理系に分かれ、共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を履修しま
す。

　高志高校は、文部科学省から第４期SSHの指定を受け、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　進路希望に沿ったクラスで、「高い志」を貫き、難関大学をはじめとして約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 英語

志望進路
に応じた
選択科目

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 体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

理
系 国語 英語 数学 志望進路に応じた選択科目 体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

高志中学校　１週間の授業時数

高志高等学校　１週間の授業時数（内進生　令和2年度高校1年生の場合）

※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

英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※高２文系の「志望進路に応じた選択科目」には理科、総合選択の科目が設けられます。
※高３文系の「志望進路に応じた選択科目」には地理歴史、公民、数学、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※高３理系の「志望進路に応じた選択科目」には地理歴史、公民、理科、総合選択の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨの研究指定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ようにします。また中学３年次には学校設定教科「論文基礎」を学習し、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３年
次には、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」の学習を行います。

プレゼンや海外交流で使える英語の習得を目指します。週３時間はALT（外国人講
師）が授業に参加し、うち１時間はALTが単独で行います。また、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18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回程度行われている実験や観察を180
回程度に増やして行います。中学３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を行います。

地理・歴史、公民など高校の学習と関連性のある社会科では、高校で使用する資料（魏志倭人伝の原文）や図（気候
に関するものなど）を用いながら、高校で学習する内容と関連づけて、より深い学習を行います。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ時程で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７限が週２日、６限が週３日となります。（３年次には７限が週３日となります。）

【土曜活用授業】
開成や灘など、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、高校での内
容を学び、好奇心を高めます。

生徒会では、学校のきまり（校則）を考えたり、学年を越えて交流を図る行事を企画したりします。

現在、８つの運動部と５つの文化部を開設しています。
男子バスケットボール、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）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、弦楽、囲碁・将棋
※書道は募集を停止しています。
　また、開設部活動については変更する場合があります

　高志高校のすべての生徒がSSHのカリキュラムで学んでいます。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、北米やアジア等の国々で行う海外研修等を
通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　高志高校は普通科では県内唯一の進学型単位制教育課程を導入している高等学校です。多様な選択肢
の中から、自分の進路実現のために必要な科目を選択することができます。特に高校３年次には、志望
進路に応じて「選択科目群」の中から多様な選択することが可能で、授業そのものが志望大学の合格に
直結した内容になっています。

　令和元年度の卒業生のほぼすべてが４年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業や
家庭学習はもちろんのこと、放課後は図書館や自習室での自主的な学習に取り組んでいます。

　高志高校には32の部活動があり、生徒の加入率は約95％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・コンクール
等では日頃の活動の成果を大いに発揮しています。

　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。

一人１台のタブレットを使った活動

学年間の交流を図るシャッフル給食（生徒会企画）

硬式テニス部 サイエンス部
（宇宙国際会議で英語で発表する様子）

放課後の自習室

【外国人教員によるオールイングリッシュの授業】
毎週１時間、外国人教員が単独で授業を行います。

中学生の自作自演によるミュージカル（学校祭）

中学生の１日

独自の授業

在校生の声

生徒が自ら考え、実現に移す自主的な活動

部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）

魅力ある進学型単位制教育課程

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（令和２年度は一部変更しています）

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、ウェルカム卒業生
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	 シンガポール研修（３年）、職場体験（２年）
	 後期中間考査①、SSH講演会
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	 学年末考査
3月	 東京研修（２年）、生徒会役員選挙
	 「高志学」学習発表会、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験 タイのカセサート大学附属学校での交流

伊藤 朋哉くん（3年・生徒会長・越前市王子保小出身）
　今年で高志中学校は開校６年目になります。歴
史の浅い高志中ですが、私は日々新しいものを創
造し、つなげていこうと生徒会で活動しています。
高校生との交流や高志中独自の授業など、他の中

学校にはない環境に刺激を受け、勉強や部活動、様々な学校行事に
励んでいます。不安はありますが、将来の目標を見据え、高志中の
仲間とともに生活することで自分自身を大きく成長させることがで
きます。皆さん、高志中で一緒に新しいものを創っていきましょう。

清水 乃衣さん（２年・永平寺町上志比小出身）
　中学１・２年次に行われる「外部講師リレー講座」
では、世界を舞台に活躍する福井県の人や企業のこと
を学びます。今まで知らなかった福井県と世界のつな
がりを学ぶことで、未来への自分の選択肢が増えてい

きます。私も将来、国際的な舞台で働き、最終的には福井県に恩返しで
きる仕事がしたいです。「高志学」では福井県の良さと課題を考えます。
福井県の課題についての友だちの様々な意見は、すごく刺激になります。
このような授業や活動を通し、私は今、福井県を誇りに思っています。

前田 美緒さん（３年・吹奏楽部部長・福井市春山小出身）
　高志中学校の部活動の一番の特徴は、高校の先輩
方と一緒に練習できる機会があることです。高校生
にアドバイスをいただけることで、より幅広く、有
意義な活動ができます。また、県内の中学校にはあ

まり見られない部活動があるのも大きな特徴です。私たち高志中生は、
熱く指導してくださる顧問の先生、信頼しあえる仲間、優しい先輩方
と共に切磋琢磨しながら活動しています。皆さんも私たちと一緒に高
志中学校で、勉強に部活動に充実した学校生活を送りませんか。

北野 佑真くん（１年・敦賀市粟野南小出身）
　「高志学」で「子ども歴史文化館見学」や「外部
講師リレー講座」を経験し、福井に貢献した偉人や、
福井の伝統・産業が国内だけではなく世界規模なの
だと知り、誇りに思えました。日々の授業は、先生

方が工夫してくださった独自の教材で学びを深めることができます。
「いろいろなことを学ぶのが楽しい人」また「自己を高めたい人」には、
とても成長させてくれる学校だと思います。皆さんも高志中学校で仲
間と共に切磋琢磨し、未来に向かって羽ばたいていきましょう。

【H28～ R2年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道（8）東京（5）名古屋（34）京都（9）大阪（23）神戸（44）富山（48）
金沢（131）福井（251）福井県立（74）その他の国公立（516）
私立大学
慶応（12）早稲田（19）上智（7）中央（15）法政（18）明治（33）
同志社（102）立命館（332）関西（99）関西学院（65）その他の私立（1480）

朝活動・朝の会	 8：05　～　 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）

中学生制作のマスコット（学校祭）

開成中学校・高等学校の先生による理科の授業

全学年が参加する高志中学校交流祭（生徒会企画）



90通りの夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生学校生活
　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。中学３年次には、高校の「数学Ⅰ」「生物基礎」を履修します。
高志高校では２年次から文系と理系に分かれ、共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を履修しま
す。

　高志高校は、文部科学省から第４期SSHの指定を受け、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　進路希望に沿ったクラスで、「高い志」を貫き、難関大学をはじめとして約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 英語

志望進路
に応じた
選択科目

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 体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

理
系 国語 英語 数学 志望進路に応じた選択科目 体育

高
志
学
Ｌ
Ｈ

高志中学校　１週間の授業時数

高志高等学校　１週間の授業時数（内進生　令和2年度高校1年生の場合）

※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

英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎

※高２文系の「志望進路に応じた選択科目」には理科、総合選択の科目が設けられます。
※高３文系の「志望進路に応じた選択科目」には地理歴史、公民、数学、理科、芸術、家庭の科目が設けられます。
※高３理系の「志望進路に応じた選択科目」には地理歴史、公民、理科、総合選択の科目が設けられます。
※大学入試の制度変更、ＳＳＨの研究指定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ようにします。また中学３年次には学校設定教科「論文基礎」を学習し、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３年
次には、通常は高校で学習する「数学Ⅰ」の学習を行います。

プレゼンや海外交流で使える英語の習得を目指します。週３時間はALT（外国人講
師）が授業に参加し、うち１時間はALTが単独で行います。また、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18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回程度行われている実験や観察を180
回程度に増やして行います。中学３年次には、通常は高校で学習する「生物基礎」の学習を行います。

地理・歴史、公民など高校の学習と関連性のある社会科では、高校で使用する資料（魏志倭人伝の原文）や図（気候
に関するものなど）を用いながら、高校で学習する内容と関連づけて、より深い学習を行います。

授業の特色（中学校）

　高志中学校は高志高校と同じ時程で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７限が週２日、６限が週３日となります。（３年次には７限が週３日となります。）

【土曜活用授業】
開成や灘など、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、高校での内
容を学び、好奇心を高めます。

生徒会では、学校のきまり（校則）を考えたり、学年を越えて交流を図る行事を企画したりします。

現在、８つの運動部と５つの文化部を開設しています。
男子バスケットボール、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）、軟式野球（男女）、吹奏楽、
サイエンス、書道、弦楽、囲碁・将棋
※書道は募集を停止しています。
　また、開設部活動については変更する場合があります

　高志高校のすべての生徒がSSHのカリキュラムで学んでいます。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、北米やアジア等の国々で行う海外研修等を
通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　高志高校は普通科では県内唯一の進学型単位制教育課程を導入している高等学校です。多様な選択肢
の中から、自分の進路実現のために必要な科目を選択することができます。特に高校３年次には、志望
進路に応じて「選択科目群」の中から多様な選択することが可能で、授業そのものが志望大学の合格に
直結した内容になっています。

　令和元年度の卒業生のほぼすべてが４年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業や
家庭学習はもちろんのこと、放課後は図書館や自習室での自主的な学習に取り組んでいます。

　高志高校には32の部活動があり、生徒の加入率は約95％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・コンクール
等では日頃の活動の成果を大いに発揮しています。

　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。

一人１台のタブレットを使った活動

学年間の交流を図るシャッフル給食（生徒会企画）

硬式テニス部 サイエンス部
（宇宙国際会議で英語で発表する様子）

放課後の自習室

【外国人教員によるオールイングリッシュの授業】
毎週１時間、外国人教員が単独で授業を行います。

中学生の自作自演によるミュージカル（学校祭）

中学生の１日

独自の授業

在校生の声

生徒が自ら考え、実現に移す自主的な活動

部活動

ＳSH（スーパーサイエンスハイスクール）

魅力ある進学型単位制教育課程

卒業後の進路

部活動

おもな年間スケジュール（令和２年度は一部変更しています）

国
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語
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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、ウェルカム卒業生
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	 シンガポール研修（３年）、職場体験（２年）
	 後期中間考査①、SSH講演会
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	 学年末考査
3月	 東京研修（２年）、生徒会役員選挙
	 「高志学」学習発表会、卒業式、終業式

※赤字は中高合同の行事・活動

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験 タイのカセサート大学附属学校での交流

伊藤 朋哉くん（3年・生徒会長・越前市王子保小出身）
　今年で高志中学校は開校６年目になります。歴
史の浅い高志中ですが、私は日々新しいものを創
造し、つなげていこうと生徒会で活動しています。
高校生との交流や高志中独自の授業など、他の中

学校にはない環境に刺激を受け、勉強や部活動、様々な学校行事に
励んでいます。不安はありますが、将来の目標を見据え、高志中の
仲間とともに生活することで自分自身を大きく成長させることがで
きます。皆さん、高志中で一緒に新しいものを創っていきましょう。

清水 乃衣さん（２年・永平寺町上志比小出身）
　中学１・２年次に行われる「外部講師リレー講座」
では、世界を舞台に活躍する福井県の人や企業のこと
を学びます。今まで知らなかった福井県と世界のつな
がりを学ぶことで、未来への自分の選択肢が増えてい

きます。私も将来、国際的な舞台で働き、最終的には福井県に恩返しで
きる仕事がしたいです。「高志学」では福井県の良さと課題を考えます。
福井県の課題についての友だちの様々な意見は、すごく刺激になります。
このような授業や活動を通し、私は今、福井県を誇りに思っています。

前田 美緒さん（３年・吹奏楽部部長・福井市春山小出身）
　高志中学校の部活動の一番の特徴は、高校の先輩
方と一緒に練習できる機会があることです。高校生
にアドバイスをいただけることで、より幅広く、有
意義な活動ができます。また、県内の中学校にはあ

まり見られない部活動があるのも大きな特徴です。私たち高志中生は、
熱く指導してくださる顧問の先生、信頼しあえる仲間、優しい先輩方
と共に切磋琢磨しながら活動しています。皆さんも私たちと一緒に高
志中学校で、勉強に部活動に充実した学校生活を送りませんか。

北野 佑真くん（１年・敦賀市粟野南小出身）
　「高志学」で「子ども歴史文化館見学」や「外部
講師リレー講座」を経験し、福井に貢献した偉人や、
福井の伝統・産業が国内だけではなく世界規模なの
だと知り、誇りに思えました。日々の授業は、先生

方が工夫してくださった独自の教材で学びを深めることができます。
「いろいろなことを学ぶのが楽しい人」また「自己を高めたい人」には、
とても成長させてくれる学校だと思います。皆さんも高志中学校で仲
間と共に切磋琢磨し、未来に向かって羽ばたいていきましょう。

【H28～ R2年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道（8）東京（5）名古屋（34）京都（9）大阪（23）神戸（44）富山（48）
金沢（131）福井（251）福井県立（74）その他の国公立（516）
私立大学
慶応（12）早稲田（19）上智（7）中央（15）法政（18）明治（33）
同志社（102）立命館（332）関西（99）関西学院（65）その他の私立（1480）

朝活動・朝の会	 8：05　～　 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）

中学生制作のマスコット（学校祭）

開成中学校・高等学校の先生による理科の授業

全学年が参加する高志中学校交流祭（生徒会企画）



90通りの夢を実現するための６年間の学習 挑戦する高志高校生学校生活
　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。中学３年次には、高校の「数学Ⅰ」「生物基礎」を履修します。
高志高校では２年次から文系と理系に分かれ、共通科目の他に志望や進路に応じた選択科目を履修しま
す。

　高志高校は、文部科学省から第４期SSHの指定を受け、全国でも最先端の高校教育を展開しています。
　進路希望に沿ったクラスで、「高い志」を貫き、難関大学をはじめとして約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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志望進路
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高志中学校　１週間の授業時数

高志高等学校　１週間の授業時数（内進生　令和2年度高校1年生の場合）

※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
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英表：英語表現基礎　　論基：論文基礎
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　また、開設部活動については変更する場合があります

　高志高校のすべての生徒がSSHのカリキュラムで学んでいます。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、北米やアジア等の国々で行う海外研修等を
通じて、社会が求める「新しい学力」を身につけています。

　高志高校は普通科では県内唯一の進学型単位制教育課程を導入している高等学校です。多様な選択肢
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進路に応じて「選択科目群」の中から多様な選択することが可能で、授業そのものが志望大学の合格に
直結した内容になっています。

　令和元年度の卒業生のほぼすべてが４年制大学に進学しています。将来の夢の実現に向けて、授業や
家庭学習はもちろんのこと、放課後は図書館や自習室での自主的な学習に取り組んでいます。
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等では日頃の活動の成果を大いに発揮しています。

　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。
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学年間の交流を図るシャッフル給食（生徒会企画）

硬式テニス部 サイエンス部
（宇宙国際会議で英語で発表する様子）
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伊藤 朋哉くん（3年・生徒会長・越前市王子保小出身）
　今年で高志中学校は開校６年目になります。歴
史の浅い高志中ですが、私は日々新しいものを創
造し、つなげていこうと生徒会で活動しています。
高校生との交流や高志中独自の授業など、他の中

学校にはない環境に刺激を受け、勉強や部活動、様々な学校行事に
励んでいます。不安はありますが、将来の目標を見据え、高志中の
仲間とともに生活することで自分自身を大きく成長させることがで
きます。皆さん、高志中で一緒に新しいものを創っていきましょう。

清水 乃衣さん（２年・永平寺町上志比小出身）
　中学１・２年次に行われる「外部講師リレー講座」
では、世界を舞台に活躍する福井県の人や企業のこと
を学びます。今まで知らなかった福井県と世界のつな
がりを学ぶことで、未来への自分の選択肢が増えてい

きます。私も将来、国際的な舞台で働き、最終的には福井県に恩返しで
きる仕事がしたいです。「高志学」では福井県の良さと課題を考えます。
福井県の課題についての友だちの様々な意見は、すごく刺激になります。
このような授業や活動を通し、私は今、福井県を誇りに思っています。

前田 美緒さん（３年・吹奏楽部部長・福井市春山小出身）
　高志中学校の部活動の一番の特徴は、高校の先輩
方と一緒に練習できる機会があることです。高校生
にアドバイスをいただけることで、より幅広く、有
意義な活動ができます。また、県内の中学校にはあ

まり見られない部活動があるのも大きな特徴です。私たち高志中生は、
熱く指導してくださる顧問の先生、信頼しあえる仲間、優しい先輩方
と共に切磋琢磨しながら活動しています。皆さんも私たちと一緒に高
志中学校で、勉強に部活動に充実した学校生活を送りませんか。

北野 佑真くん（１年・敦賀市粟野南小出身）
　「高志学」で「子ども歴史文化館見学」や「外部
講師リレー講座」を経験し、福井に貢献した偉人や、
福井の伝統・産業が国内だけではなく世界規模なの
だと知り、誇りに思えました。日々の授業は、先生

方が工夫してくださった独自の教材で学びを深めることができます。
「いろいろなことを学ぶのが楽しい人」また「自己を高めたい人」には、
とても成長させてくれる学校だと思います。皆さんも高志中学校で仲
間と共に切磋琢磨し、未来に向かって羽ばたいていきましょう。

【H28～ R2年度（5年間）合格大学】（　）内は人数
国公立大学
北海道（8）東京（5）名古屋（34）京都（9）大阪（23）神戸（44）富山（48）
金沢（131）福井（251）福井県立（74）その他の国公立（516）
私立大学
慶応（12）早稲田（19）上智（7）中央（15）法政（18）明治（33）
同志社（102）立命館（332）関西（99）関西学院（65）その他の私立（1480）

朝活動・朝の会	 8：05　～　 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）

中学生制作のマスコット（学校祭）

開成中学校・高等学校の先生による理科の授業

全学年が参加する高志中学校交流祭（生徒会企画）



学校案内2021

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

令和3年4月に高志中学校入学を希望する皆さんへ

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

Ｑ＆Ａ 高志中学校の教育目標

入学者選抜

高志高校に進学する時に入学試験はありますか。

高校生と交流する機会はありますか。

授業数が多く、中学３年で先取り学習もあります。授業についていけますか。

高校生と一緒だと活躍の場が限られるのではないですか。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

▪学校説明会
▪出願受付
▪選抜検査
▪合格発表
▪合格者登校日

▪募集定員
▪出願資格

▪選抜検査の概要

※令和３年度選抜の詳細については、９月に発表され
る募集要項をご覧ください

高志中学校
高志高等学校

おもな校内学習

おもな校外学習

【外部講師リレー講座】
県内の様々な企
業の方からお話
を伺い、福井の
産業や技術など
について理解を
深め、職業観を
育てます。

【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、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
地の中高生と交流し、「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。

未来を切り拓き新しい時代を築くイノベーター（革新者）となれる生徒

【「高志学」学習成果発表会】
生徒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
た内容を発表します。３年
生では、将来の福井に関す
る提言を約8,000字の卒業
論文にまとめます。

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
県内のさまざまな伝統工芸士を訪
問し、伝統工芸の「技」を体感

福井の産業や働くことを学習
県内企業経営者等による講話
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
「福井のより良い将来」について
の提言を論文として作成

世界への発信
海外の中高生と世界の課題につい
て意見交換

「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。このうち、中学校では、「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、主に以下の活動を行っています。

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

実用英語検定
（令和元年度３年生）

学力推移調査
（令和元年度中学３年生、10月実施）

100％
（前年度比 ＋7％）

55％
（前年度比 ＋3％）

24位　　４位／449校

18位　　８位／449校

福井県代表
最優秀賞

全国大会出場
個人 最優秀賞

（福井県の代表的な工業製品である強力磁石を用いたアイデアコンテスト）

第７位

個人 50M自由形 優勝

部活動・コンテストなど

「福異人研修」では東京在住の福井ゆかりの方々「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。

私たちの知らない福井がたくさんあること私たちの知らない福井がたくさんあること
を知りました。また、カッター体験でクラ
スの交流を深めました。

現地の中高生との交流で自分たちの英語現地の中高生との交流で自分たちの英語
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。

注）R２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止・延期になったものがあります。

高校の「高志学」では、SSHの課題研究に取り組みます。

１年次（10月）　→  ３年次（10月）
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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://www.koshi-h.ed.jp/

令和3年4月に高志中学校入学を希望する皆さんへ

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

Ｑ＆Ａ 高志中学校の教育目標

入学者選抜

高志高校に進学する時に入学試験はありますか。
高志中高は、一貫教育校ですので、入学試験はありません。

高校生と交流する機会はありますか。
学校祭や新入生の対面式などの行事を合同で行っています。高志中を卒業した高志高生を招き、学
習面や生活面のアドバイスを受ける意見交換会もあります。また、高校と合同で活動している部活
動もあります。

授業数が多く、中学３年で先取り学習もあります。授業についていけますか。
学習への興味関心や自ら学ぶ意欲を持ち続けていれば、特に心配はありません。学習面のサポート
を求める生徒には、教員がしっかり支援します。

高校生と一緒だと活躍の場が限られるのではないですか。
「高志学」の発表会や学校祭のステージ発表など、高志中学生が活躍する場はたくさんあります。
高校生と一緒に活動することで、中学生が学ぶ機会は多くあります。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

【日程】
▪学校説明会	 令和２年９月26日㈯
▪出願受付	 12月上旬
▪選抜検査	 令和３年１月上旬
▪合格発表	 １月中旬
▪合格者登校日	 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】
令和２年度の入学者選抜は次のように行われました。
▪募集定員　　90人
▪出願資格
令和３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
（適性検査）
◦文章を読んで論点をまとめる力を見る。
◦図形や数などに関して論理的に考える力を見る。
◦資料やデータから自然や社会の現象を考える力を見る。
（面接）
◦コミュニケーション能力や学びに向かう力を見る。

※令和３年度選抜の詳細については、９月に発表され
る募集要項をご覧ください
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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】

【嶺南宿泊研修（１年）】 【東京研修（２年）】 【シンガポール研修（３年）】

未来を切り拓き新しい時代を築くイノベーター（革新者）となれる生徒

【「高志学」学習成果発表会】

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 福井の産業や働くことを学習 将来の福井に関する提案・発信

「高志学」とは・・・・

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

実用英語検定
（令和元年度３年生）

学力推移調査
（令和元年度中学３年生、10月実施）

100％
（前年度比 ＋7％）

55％
（前年度比 ＋3％）

24位　　４位／449校

18位　　８位／449校

福井県代表
最優秀賞

全国大会出場
個人 最優秀賞

（福井県の代表的な工業製品である強力磁石を用いたアイデアコンテスト）

第７位

個人 50M自由形 優勝

部活動・コンテストなど

▪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

表紙画：西澤　海都（３年B組）

１年次（10月）　→  ３年次（10月）




