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令和２年９月２６日（土）

※当日の説明資料の抜粋



このスライドの内容

１ 高志中学校の教育理念
２ 高志中学校・高校への進学
３ 高志高校の特徴・クラス編成等
４ 高志中学校の特徴

（１）居住地域別生徒数 （２）教職員
（３）１日のスケジュール （４）授業・各教科の特徴
（５）「高志学」
（６）授業以外の取組

①朝活動・各種講座等 ②部活動
③生徒が主役の活動 ④中高のつながり
⑤大会出場、受賞等の実績



高志中学校が目指す生徒像

☆ 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 ☆

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

ていくことのできる生徒

３ 互いの個性や考え方等を認め合い、多様

な人たちと協力することのできる生徒



高志中学校ホームページ 「校長あいさつ」より

〇自分磨きを続けよう！
〇自分の行動を新しい未来につなげよう！
〇自分らしさを活かして、活躍しよう！
〇努力を振り返って次に活かそう！
〇生徒のアイデアで「新しい学校生活」を！
〇高志中での一日一日が将来の土台を作る！
〇周りの人や自分自身に「いいね！」「ありがと

う」を言おう！



２７０人の生徒が抱く
２７０通りの夢実現のために

一人一人の学びやすさと

協働的に学べる環境づくりを目指して、

♦一人一人の可能性を大切にします

♦「学びにくさ」「困り感」をなくします

♦ＩＣＴ環境を充実させます



各 小 学 校

（３学級９０名）

高志中学校

高 志 高 等 学 校

市・町の中学校

４学級１６０名

入学者選抜

入学者選抜

※令和２年度の場合

全員が
高志高校に

進学



高志高等学校は、

進学型単位制・２学期制の

進学校です。

（県内全日制高校で唯一）



高志高校のクラス編成

１年次

２年次

３年次

内進生３クラス 高入生４クラス

内進生３クラス
（文系・理系）

高入生４クラス
（文系・理系）

志望大学別に編成

高志中 市・町中学



高志中学校の主な特徴

１ 高志高校までの６年間一貫教育

２ ６学年の生徒同士の交流

３ 県内全域の、様々な能力を持った生徒たち

４ 高校の学習内容を先取り学習

５ 高校教員による授業・発展的学習内容

６ 探究科目「高志学」の実施

７ 学習講座・特別授業・講演会等の実施

８ 充実した教育相談体制

９ たくさんの部活動 など
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居住地域別の生徒数
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生徒数 ２６９名
（男子１４０名、女子１２９名）



１０分未満
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１０分以上～２０分未満

16%

２０分以上～３０分未満

17%
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９０分以上
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片道の通学時間は？



高志中学校の教職員

【専属】 校長 １名 教頭 １名

教諭 １８名 講師 ２名

養護教諭 １名 栄養教諭 １名

ALT ２名

事務職員 ４名 校務員 ２名

支援員 ２名 調理員 ８名

【他校との兼務】

教諭 １名 講師 ２名

※高志高校の教員は、全員が高志中学校兼務



高志中学校の１日

登校 8:00
朝活動
朝の会
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
給食 12:20 ～ 13:00
清掃 13:05 ～ 13:15

8:05 ～ 8:25





いつも美味

しい

53%

だいたい

美味しい

38%

たまに美味

しい

6%

美味しくない

3%

高志中の給食は美味しいですか？



高志中学校の１日

５ 限目 13:20 ～ 14:10
６ 限目 14:20 ～ 15:10
帰りの会 15:15 ～ 15:25

【火・木曜日】
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



【授業】

〇７限授業による時間数確保
※１・２年生は週２日、３年生は週３日

※県内の市立・町立中学校と比べて、
３年間で＋３５０時間（数・理・英を多く）

〇１人１台タブレット
※調べる授業・考える授業・共有する授業

※グループ学習・プレゼンテーション



【各教科の特徴】

「国語」 独自教材で古典の学習

「数学」 １・２年で中学校の数学を終了
３年で高校の内容を学習（週５時間）

「理科」 実験・観察を重視
中３で高校の内容を学習（週２時間）

「社会」 高校の学習内容との関連



「英語」 各学年で週４時間
２時間は日本人教師・ALTの授業

「英語表現基礎」
本校独自の教科
各学年週１時間
外国人講師の単独授業

英語力の目標：英語検定準２級合格

平成３０年３年生 ９３％

→ 令和元年度３年生 １００％



「論文基礎」

〇本校独自の教科

〇論文を作成するための基礎的スキル
を習得

→ 「高志学卒業論文」を作成



「高志学」

→ ３年次に福井への提言・提案を
論文（8,000字）にまとめる。

ふるさと教育
プログラム

福井の魅力や
課題を学習

・博物館訪問
・伝統工芸訪問

キャリア教育
プログラム

福井の産業や
働くことを学習

・企業人による授業
・職場体験

課題研究
プログラム

将来の福井に
関する提案・
発信

・産業界・行政等へ
の提案

・世界への発信



各学年で新聞作成



卒業論文集



【高志学で育成したい資質・能力】

〇様々なことにチャレンジしようとする意識
〇新しい価値や文化を生み出そうとする意識
〇他者と協働して、社会の問題を解決しようとする意識

〇理解力・分析力
〇論理的思考力・批判的思考力・情報活用能力
〇創造力
〇コミュニケーション力（表現力・発表力・質問力）
〇問題解決力
〇協働力・協調力・貢献力

など



【朝活動】
ＮＨＫラジオ『基礎英語』を利用した英語学習
（毎朝8:05～8:20）

【ステップアップ講座】
普段の授業内容を超える発展的な学習を希望する
生徒向けに開講

【エンカレッジ講座】
基本的な学習の支援を必要とする生徒向けに開講

【土曜活用授業】
スーパーティーチャー（県外中高一貫校の先生、
大学教員等）による特別授業



【部活動】

<運動部>

男子バスケット 卓球 弓道 剣道 陸上

硬式テニス

※バドミントン、軟式野球は来年度より募集停止

<文化部>

吹奏楽 弦楽 サイエンス 囲碁・将棋

※地域のクラブ活動等に所属する場合等、本校部活動への

参加を強制しません。



令和２年度 『キラリ！福井っ子』

夢は宇宙エンジニア！

高志中学校のサイエンス部員は、高志
高校の生徒とともに空き缶を使った人工
衛星「缶サット」を制作している。宇宙を
視野に入れた技術者を目指す中学生の
姿を追う。

令和３年２月２７日（日）福井テレビで放送予定



生徒が主役

♦学校説明会時
・昨年度は、生徒が提案した授業公開を実施
・今年度は、生徒が小６児童への説明会を実施

♦小学校向けの生徒会新聞作成
♦中高共同の生徒会活動

♦中高合同の学校祭
♦文化祭での中学生ミュージカル
♦体育祭での集団演技（３学年合同、R2新企画）

♦掃除をしない昼休みの実施
（R2後期より、昼休み活用へのチャレンジ）



令和２年８月体育祭での集団演技



中・高のつながり

高３生への受験応援
メッセージ



輝ける場所がここにある

【令和元年度大会出場・受賞等の実績】

♦第７回科学の甲子園ジュニア全国大会 県代表

♦ふくい理数グランプリ 最優秀賞

♦文部科学大臣杯賞・中学校囲碁団体戦 全国大会出場

♦マグネットコンテスト 個人最優秀賞

♦全国中学生英語ディベート大会 第７位

♦北信越中学校総合競技大会水泳競技 個人５０ｍ自由形優勝

♦ジュニアドクター育成塾サイエンスカンファレンス2019 分野賞


