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学校へのアクセス

福井県立高志中学校
福井県立高志高等学校
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http://www.koshi-h.ed.jp/

お問い合わせ

令和4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 高志中学校の教育が目指すのは「新しい時代のリーダー」

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。
高志高校・中学校は、中高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、中学生は大いに刺激を受け、多くのことを学んでいます。
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Ａ

【日程】
▪出 願 受 付 	11月中旬
▪適 性 検 査 	12月18日㈯
▪面 　 　 　 接	 12月19日㈰
▪合 格 発 表	 12月25日㈯
▪入学予定者登校日	 ２月下旬
※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　　募集要項にて発表
▪出願資格
令和４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。
◦資料やデータ等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姿勢を見る。

※令和４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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宿泊して行う研修

【嶺南宿泊研修（１年）】
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
とともに、新しい角度から福井につ
いて学びます。また、大学や企業・
研究施設等を訪問し、「日本の今」
を体感します。

【シンガポール研修（３年）】
英語を使って現地の学生と交流し
ます。また、現地の日本企業など
を訪問し、国際社会で活躍するの
に必要なグローバルマインドセッ
トを学びます。

高志中学校が目指す生徒像
ふるさと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するリーダーとなれる生徒

リーダーとしての「高い志」を育てる「高志学」

「高志学」とは・・・・
　ふるさと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
革していこうとするリーダーを育成するために、高志中学校・高志高等学校が独自に設定し
た６年間の学習プログラムです。
　中学校の３年間では、「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つの柱としています。高校では、ＳＳＨ・ＳＧＨの課題研究に取り組みます。

夢に向かって前進し続ける高志中学生
　学習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２年度３年生）

学力推移調査
（令和２年度３年生）

準２級以上
（高校中級レベル）

２級以上
（高校卒業レベル）

92.1％　

31.5％
英語

総合

19位／479校
18位／479校

令和２年度科学の甲子園ジュニアエキシビジョン大会　　情報１位　総合10位
令和２年度ふくい理数グランプリ　　最優秀賞
令和２年度第26回マグネットコンテスト　　個人　最優秀賞
硬式テニス部　男子団体戦　女子団体戦　　令和３年度北信越中学生テニス選手権大会出場

部活動など

▪JR福井駅・えちぜん鉄道福井駅から徒歩約10分
▪すまいるバス（東ルート）「高志高校前」
　下車すぐ

※（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

ふくい理数グランプリ　最優秀賞科学の甲子園ジュニアエキシビジョン大会　情報１位

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

表紙画：上坂　千穂（３年Ａ組）

注）令和２年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で多くの大会・コンテスト等が中止となりました。
　 このような状況の中でも、高志中学生は部活動等に励み、以下の成績をおさめました。

ふるさと学習プログラム［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

県内の伝統工芸訪問
県内の様々な伝統工芸の「技」を
体感

キャリア教育プログラム［福井の産業や働くことについて学習］

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

課題探究プログラム［将来の福井に関する提案・発信］

産業界 · 行政等への提案
課題研究した内容を活かして「福井の未来
のためにできること」について論文を作成

世界への発信
海外の高校生と世界の課題に
ついて意見交換

▲福井県年縞博物館訪問研修

伝統工芸（越前焼）の「技」を体感

▲

▲実験を交えた製品の説明を聴講

最先端の医療技術を体験

▲

▲「高志学」研究ノートと完成した論文集

シンガポール国立大学附属数理学校と交流（高志中生の手紙）

▲

高志中学校の教育
【校　　　訓】　　克己　　創造　　敬愛　
【教 育 目 標】

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

【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　自分の考えを論理的に伝える力を育成
４　「読む」「書く」「聞く」「話す」をバランスよく高める英語教育
５　ふるさと理解、国際理解を通して、国内外の課題を解決する資質・能力を育成
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、豊かな社会性や主体性を育成

高志中学校入学時の姿
◆　夢や目標の実現に向けて、中・高の６年間頑張ろうと思う人
◆　新しいことに挑戦したり、課題を解決したりしたいと思う人
◆　様々な立場の人と協力して、みんなを幸せにしたいと思う人

※
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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、ウェルカム卒業生
	 保護者部活動見学会、地区中体連夏季大会
7月	 前期中間考査②、親子懇談会、夏期課外講座
8月	 学校祭
9月	 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）、入学者選抜適性検査
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、親子懇談会
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
	 高校を卒業する先輩と語る会、卒業式、終業式	 ※赤字は中高合同の行事・活動

２７０通りの夢を実現するための教育課程 社会に貢献するリーダーを目指して挑戦する高志高校生学校生活
　週に２～３回７限目授業を行い、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、高校の数学や理科の一部を履修するほか、「英語表現基礎」
「論文基礎」「高志学」など特色ある教科を独自に設定して総合的な学力を養います。高校では２年次か
ら文系クラスと理系クラスに分かれ、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およびＳＧＨネットワーク校の指定を受け、全国でも最
先端の高校教育を展開しています。
　生徒は、進路希望に沿ったクラスで「高い志」を貫き、進路目標の実現に果敢に挑戦しています。

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
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基 社会 数学 理科 英語 英
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技
家保健体育 高志学道徳

学
活

※他の中学校との授業時間数の比較	 英表：英語表現基礎（外国人講師による授業）　　　　　　
論基：論文基礎（論文作成の基礎を学び、卒業論文を作成）

赤枠：高志中学校の独自設定教科

高志中学校の特色ある授業

　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。７限が週２日、６限が週３日となります。
（３年次には週３日が７限となります。）

【土曜活用授業】
開成や灘など、県外の中高一貫教育校や研究機関
の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。

生徒会が学年を越えて交流を図る行事を企画します。

現在、８つの運動部と４つの文化部を開設しています。
◦運動部　男子バスケットボール、卓球（男女）、

弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス
（男女）、陸上（男女）、バドミントン（男
女）、軟式野球（男女）

◦文化部　吹奏楽、サイエンス、弦楽、囲碁・将棋

　「飽くなき探究心と課題解決能力を備え、福井
から世界をリードする科学技術関係人材の育成」
を目指し、大学・企業・研究機関等と連携した授業、
北米やアジア等の国々で行う海外研修等を行って
います。

　高志高校には32の部活動があります。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。　高志中学校は高校生と同じ校舎で学んでおり、高校生と合同で取り組む学校行事もあります。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授業

新入生を迎える交流会（令和３年４月）

弓道部 弦楽部のランチタイムコンサート（若葉食堂）

外国人講師によるオールイングリッシュの授業

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

生徒が自ら考え主体的に行う活動

部活動

ＳS H（スーパーサイエンスハイスクール）

部活動
おもな年間スケジュール（令和３年度は一部変更しています）

仲谷香蓮さん（２年・勝山市北郷小出身）
　高志中への入学前は、「勉強についていけるの
か。」「友達はできるのか。」など、不安がいっぱ
いでした。しかし、不安はすぐに吹き飛びまし
た。入学前の印象とは違ってクラスのみんなとは

すぐに仲良くなりました。１人１人がそれぞれ個性的でまさしく、
十人十色の学年だと思います。入学したての時のホーム代表決め
ではクラスの３分の１以上が立候補し、みんなの積極性に刺激を
受けました。私も思い切って立候補し、人前でスピーチをしました。
話すのが苦手な私にとってはとても大きな進歩だったと思います。
これからもさまざまなことに迷わず挑戦していきたいと思います。

彌氏佑心くん（１年・福井市清明小出身）
　高志中には様々な活動や行事があります。
特に日々の授業は特別です。例えば、数学で
は教科書の内容の他に＋αの内容を学習しま
す。＋αというのは、中１で中２・中３の内

容を学習したり、大学入試の問題を解いたりと先を見すえた学
習をすることです。そして、その＋αの問題が解けなかったと
きは、何をどのように間違えて何が足りなかったかを分析しま
す。自己分析が上手になると、今の自分の課題が分かるように
なります。そうなれば勉強が円滑に進み、楽しくなってきます。
皆さん、高志中で私たち一緒に楽しく勉強しませんか。

冨田紗矢さん（3年・生徒会長・坂井市兵庫小出身）
　私にとって、高志中学校の一番の魅力は環
境が整っていることです。私たち生徒に真

しんし
摯

に向き合ってくださる先生方、高校生やクラ
スメイトとの交流などから、多くの刺激を受

けながら学校生活を送ることができます。高志中学校だから
こそ得られるものは多いです。高志中学校には他にも様々な
魅力があります。高志中学校での生活は皆さんにとって有意
義なものになると思います。私達と一緒に充実した学校生活
を送りませんか。

佐々木啓代さん（３年・鯖江市神明小出身）
　高志中学校の魅力は、個性あふれる仲間同
士が協力して、尊重し、高め合いながら新た
な高志中の伝統を創っていけるところです。
福井・日本・世界のリーダーになるという同

じ目的を持つ生徒が様々な地域から集まるので、個性的で素
晴らしい仲間と学校生活を送れます。また、高志中ならでは
の行事を通して、ともに刺激し合いながら自分を大きく成長
させることができます。高志中で良い仲間とともに、夢や目
的の実現に向かって一緒に進んでいきませんか。

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

（ （

高志中学校・高校が独自で作成した古典教材

▲

壊れにくいペーパーブリッジの製作（夏期課外講座）

国立天文台の先生による天文学の授業

第10回全国中学生英語ディベート大会
（令和２年11月、オンラインで開催）

３年間で＋35時間 ３年間で＋140時間 ３年間で＋70時間 ３年間で＋105時間

１週間で学ぶ教科と時間数

高志高校の魅力ある進学型単位制教育課程
　高志高校は、進学型単位制教育課程を導入しています。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
中から多様な選択をすることが可能で、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。

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し、概要に
触れることにより、古典文法や文学史、古典常識など高校での学習へとスムーズ
につながるようにします。また中学３年次には学校設定教科「論文基礎」を学習し、
探究学習の成果を8,000字の卒業論文にまとめます。

今年度19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６つの
理科実験室と高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校では120回程
度の実験や観察を180回程度に増やして行います。中学３年次には、高校で学
習する理科の先取り学習を行います。

▲理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）

先取り学習で使用する数学の教科書や問題集

▲

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、高校で学習する数学の先取り学習を行います。

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時間は外国人講師が単独で行います。また、卒業時
までに英語検定準２級相当レベルに全員が到達することを目指します。

▲外国人講師による英語の授業

※バドミントンと軟式野球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。

　令和２年度の卒業生の約90％が４年制大学に進学しました。生徒は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。

自習室

卒業後の進路

【令和３年度大学入試の結果（大学別合格者数）】（　）内は人数
国公立大学
北海道(４)	東京(10)	名古屋(９)	京都(４)	大阪(９)	神戸(16)	富山(11)	
金沢(25)	福井(24)	福井県立(10)	その他の国公立大(43)　
私立大学
慶応(４)	早稲田(11)	上智(１)	中央(６)	法政(２)	明治(７)	同志社(27)	
立命館(86)	関西(18)	関西学院(18)	その他の私立大(264)

令和３年度部活動等実績
◦弓道部　春季高校総合体育大会　　　　　	 女子団体　優　勝

（全国総合体育大会出場）
◦アーチェリー部　春季高校総合体育大会　	 男子団体　準優勝

（全国総合体育大会出場）
◦陸上部　女子4×400mR、女子4×100mR、女子やり投げ、
　　　　　男女棒高跳、男子110mH、男子400mHなど
	 （９名北信越総体出場）
◦女子ソフトテニス部　個人戦	 （北信越総体出場）
◦美術部　第45回全国高等学校総合文化祭	 美術・工芸部門出場
◦書道部　第45回全国高等学校総合文化祭　書道部門出場
◦囲碁・将棋
　第45回全国高等学校総合文化祭　囲碁部門、将棋部門出場
第45回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会
	 	 男子団体戦、個人戦出場

※毎週木曜日は清掃がありません。代わりに中高生の交流イベントや
生徒会の話し合いなどが行われることがあります。

さまざまなコンクール等に自主的に参加します。

国 語

理 科

数 学

英 語

地理・歴史・公民の全領域において、高校で使用する資料や図（魏志倭人伝の
原文やケッペンの気候図など）を用いながら、高校レベルの内容と関連づけて、
より深い学習を行います。

社 会

　「グローバルな視野で新しい分野に挑戦し、地
域社会にイノベーションを起こす人材の育成」を
目指し、大学・企業等と連携した授業、アジアや
オーストラリアでの海外研修等を行っています。

ＳG H（スーパーグローバルハイスクール）

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験
（令和元年度に実施した海外研修の様子）

タイのカセサート大学附属学校での交流
（令和元年度に実施した海外研修の様子）



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
	 保護者部活動見学会、地区中体連夏季大会
7月	 前期中間考査②、親子懇談会、夏期課外講座
8月	 学校祭
9月	 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）、入学者選抜適性検査
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、親子懇談会
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
	 高校を卒業する先輩と語る会、卒業式、終業式	 ※赤字は中高合同の行事・活動

２７０通りの夢を実現するための教育課程 社会に貢献するリーダーを目指して挑戦する高志高校生学校生活
　週に２～３回７限目授業を行い、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、高校の数学や理科の一部を履修するほか、「英語表現基礎」
「論文基礎」「高志学」など特色ある教科を独自に設定して総合的な学力を養います。高校では２年次か
ら文系クラスと理系クラスに分かれ、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およびＳＧＨネットワーク校の指定を受け、全国でも最
先端の高校教育を展開しています。
　生徒は、進路希望に沿ったクラスで「高い志」を貫き、進路目標の実現に果敢に挑戦しています。
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※他の中学校との授業時間数の比較	 英表：英語表現基礎（外国人講師による授業）　　　　　　
論基：論文基礎（論文作成の基礎を学び、卒業論文を作成）

赤枠：高志中学校の独自設定教科

高志中学校の特色ある授業

　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。７限が週２日、６限が週３日となります。
（３年次には週３日が７限となります。）

【土曜活用授業】
開成や灘など、県外の中高一貫教育校や研究機関
の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。

生徒会が学年を越えて交流を図る行事を企画します。

現在、８つの運動部と４つの文化部を開設しています。
◦運動部　男子バスケットボール、卓球（男女）、

弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス
（男女）、陸上（男女）、バドミントン（男
女）、軟式野球（男女）

◦文化部　吹奏楽、サイエンス、弦楽、囲碁・将棋

　「飽くなき探究心と課題解決能力を備え、福井
から世界をリードする科学技術関係人材の育成」
を目指し、大学・企業・研究機関等と連携した授業、
北米やアジア等の国々で行う海外研修等を行って
います。

　高志高校には32の部活動があります。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。　高志中学校は高校生と同じ校舎で学んでおり、高校生と合同で取り組む学校行事もあります。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授業

新入生を迎える交流会（令和３年４月）

弓道部 弦楽部のランチタイムコンサート（若葉食堂）

外国人講師によるオールイングリッシュの授業

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

生徒が自ら考え主体的に行う活動

部活動

ＳS H（スーパーサイエンスハイスクール）

部活動
おもな年間スケジュール（令和３年度は一部変更しています）

仲谷香蓮さん（２年・勝山市北郷小出身）
　高志中への入学前は、「勉強についていけるの
か。」「友達はできるのか。」など、不安がいっぱ
いでした。しかし、不安はすぐに吹き飛びまし
た。入学前の印象とは違ってクラスのみんなとは

すぐに仲良くなりました。１人１人がそれぞれ個性的でまさしく、
十人十色の学年だと思います。入学したての時のホーム代表決め
ではクラスの３分の１以上が立候補し、みんなの積極性に刺激を
受けました。私も思い切って立候補し、人前でスピーチをしました。
話すのが苦手な私にとってはとても大きな進歩だったと思います。
これからもさまざまなことに迷わず挑戦していきたいと思います。

彌氏佑心くん（１年・福井市清明小出身）
　高志中には様々な活動や行事があります。
特に日々の授業は特別です。例えば、数学で
は教科書の内容の他に＋αの内容を学習しま
す。＋αというのは、中１で中２・中３の内

容を学習したり、大学入試の問題を解いたりと先を見すえた学
習をすることです。そして、その＋αの問題が解けなかったと
きは、何をどのように間違えて何が足りなかったかを分析しま
す。自己分析が上手になると、今の自分の課題が分かるように
なります。そうなれば勉強が円滑に進み、楽しくなってきます。
皆さん、高志中で私たち一緒に楽しく勉強しませんか。

冨田紗矢さん（3年・生徒会長・坂井市兵庫小出身）
　私にとって、高志中学校の一番の魅力は環
境が整っていることです。私たち生徒に真

しんし
摯

に向き合ってくださる先生方、高校生やクラ
スメイトとの交流などから、多くの刺激を受

けながら学校生活を送ることができます。高志中学校だから
こそ得られるものは多いです。高志中学校には他にも様々な
魅力があります。高志中学校での生活は皆さんにとって有意
義なものになると思います。私達と一緒に充実した学校生活
を送りませんか。

佐々木啓代さん（３年・鯖江市神明小出身）
　高志中学校の魅力は、個性あふれる仲間同
士が協力して、尊重し、高め合いながら新た
な高志中の伝統を創っていけるところです。
福井・日本・世界のリーダーになるという同

じ目的を持つ生徒が様々な地域から集まるので、個性的で素
晴らしい仲間と学校生活を送れます。また、高志中ならでは
の行事を通して、ともに刺激し合いながら自分を大きく成長
させることができます。高志中で良い仲間とともに、夢や目
的の実現に向かって一緒に進んでいきませんか。

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

（ （

高志中学校・高校が独自で作成した古典教材

▲

壊れにくいペーパーブリッジの製作（夏期課外講座）

国立天文台の先生による天文学の授業

第10回全国中学生英語ディベート大会
（令和２年11月、オンラインで開催）

３年間で＋35時間 ３年間で＋140時間 ３年間で＋70時間 ３年間で＋105時間

１週間で学ぶ教科と時間数

高志高校の魅力ある進学型単位制教育課程
　高志高校は、進学型単位制教育課程を導入しています。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
中から多様な選択をすることが可能で、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。

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し、概要に
触れることにより、古典文法や文学史、古典常識など高校での学習へとスムーズ
につながるようにします。また中学３年次には学校設定教科「論文基礎」を学習し、
探究学習の成果を8,000字の卒業論文にまとめます。

今年度19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６つの
理科実験室と高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校では120回程
度の実験や観察を180回程度に増やして行います。中学３年次には、高校で学
習する理科の先取り学習を行います。

▲理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）

先取り学習で使用する数学の教科書や問題集

▲

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、高校で学習する数学の先取り学習を行います。

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時間は外国人講師が単独で行います。また、卒業時
までに英語検定準２級相当レベルに全員が到達することを目指します。

▲外国人講師による英語の授業

※バドミントンと軟式野球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。

　令和２年度の卒業生の約90％が４年制大学に進学しました。生徒は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。

自習室

卒業後の進路

【令和３年度大学入試の結果（大学別合格者数）】（　）内は人数
国公立大学
北海道(４)	東京(10)	名古屋(９)	京都(４)	大阪(９)	神戸(16)	富山(11)	
金沢(25)	福井(24)	福井県立(10)	その他の国公立大(43)　
私立大学
慶応(４)	早稲田(11)	上智(１)	中央(６)	法政(２)	明治(７)	同志社(27)	
立命館(86)	関西(18)	関西学院(18)	その他の私立大(264)

令和３年度部活動等実績
◦弓道部　春季高校総合体育大会　　　　　	 女子団体　優　勝

（全国総合体育大会出場）
◦アーチェリー部　春季高校総合体育大会　	 男子団体　準優勝

（全国総合体育大会出場）
◦陸上部　女子4×400mR、女子4×100mR、女子やり投げ、
　　　　　男女棒高跳、男子110mH、男子400mHなど
	 （９名北信越総体出場）
◦女子ソフトテニス部　個人戦	 （北信越総体出場）
◦美術部　第45回全国高等学校総合文化祭	 美術・工芸部門出場
◦書道部　第45回全国高等学校総合文化祭　書道部門出場
◦囲碁・将棋
　第45回全国高等学校総合文化祭　囲碁部門、将棋部門出場
第45回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会
	 	 男子団体戦、個人戦出場

※毎週木曜日は清掃がありません。代わりに中高生の交流イベントや
生徒会の話し合いなどが行われることがあります。

さまざまなコンクール等に自主的に参加します。

国 語

理 科

数 学

英 語

地理・歴史・公民の全領域において、高校で使用する資料や図（魏志倭人伝の
原文やケッペンの気候図など）を用いながら、高校レベルの内容と関連づけて、
より深い学習を行います。

社 会

　「グローバルな視野で新しい分野に挑戦し、地
域社会にイノベーションを起こす人材の育成」を
目指し、大学・企業等と連携した授業、アジアや
オーストラリアでの海外研修等を行っています。

ＳG H（スーパーグローバルハイスクール）

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験
（令和元年度に実施した海外研修の様子）

タイのカセサート大学附属学校での交流
（令和元年度に実施した海外研修の様子）



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
	 保護者部活動見学会、地区中体連夏季大会
7月	 前期中間考査②、親子懇談会、夏期課外講座
8月	 学校祭
9月	 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）、入学者選抜適性検査
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、親子懇談会
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
	 高校を卒業する先輩と語る会、卒業式、終業式	 ※赤字は中高合同の行事・活動

２７０通りの夢を実現するための教育課程 社会に貢献するリーダーを目指して挑戦する高志高校生学校生活
　週に２～３回７限目授業を行い、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、高校の数学や理科の一部を履修するほか、「英語表現基礎」
「論文基礎」「高志学」など特色ある教科を独自に設定して総合的な学力を養います。高校では２年次か
ら文系クラスと理系クラスに分かれ、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およびＳＧＨネットワーク校の指定を受け、全国でも最
先端の高校教育を展開しています。
　生徒は、進路希望に沿ったクラスで「高い志」を貫き、進路目標の実現に果敢に挑戦しています。
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※他の中学校との授業時間数の比較	 英表：英語表現基礎（外国人講師による授業）　　　　　　
論基：論文基礎（論文作成の基礎を学び、卒業論文を作成）

赤枠：高志中学校の独自設定教科

高志中学校の特色ある授業

　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。７限が週２日、６限が週３日となります。
（３年次には週３日が７限となります。）
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の先生を特別講師として招いて、高校での内容を
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　「飽くなき探究心と課題解決能力を備え、福井
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を目指し、大学・企業・研究機関等と連携した授業、
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ＳS H（スーパーサイエンスハイスクール）
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の行事を通して、ともに刺激し合いながら自分を大きく成長
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◦女子ソフトテニス部　個人戦	 （北信越総体出場）
◦美術部　第45回全国高等学校総合文化祭	 美術・工芸部門出場
◦書道部　第45回全国高等学校総合文化祭　書道部門出場
◦囲碁・将棋
　第45回全国高等学校総合文化祭　囲碁部門、将棋部門出場
第45回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会
	 	 男子団体戦、個人戦出場

※毎週木曜日は清掃がありません。代わりに中高生の交流イベントや
生徒会の話し合いなどが行われることがあります。

さまざまなコンクール等に自主的に参加します。

国 語

理 科

数 学

英 語

地理・歴史・公民の全領域において、高校で使用する資料や図（魏志倭人伝の
原文やケッペンの気候図など）を用いながら、高校レベルの内容と関連づけて、
より深い学習を行います。

社 会

　「グローバルな視野で新しい分野に挑戦し、地
域社会にイノベーションを起こす人材の育成」を
目指し、大学・企業等と連携した授業、アジアや
オーストラリアでの海外研修等を行っています。

ＳG H（スーパーグローバルハイスクール）

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験
（令和元年度に実施した海外研修の様子）

タイのカセサート大学附属学校での交流
（令和元年度に実施した海外研修の様子）



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
	 保護者部活動見学会、地区中体連夏季大会
7月	 前期中間考査②、親子懇談会、夏期課外講座
8月	 学校祭
9月	 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）、入学者選抜適性検査
	 冬期課外講座
1月	 後期中間考査②、親子懇談会
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
	 高校を卒業する先輩と語る会、卒業式、終業式	 ※赤字は中高合同の行事・活動

２７０通りの夢を実現するための教育課程 社会に貢献するリーダーを目指して挑戦する高志高校生学校生活
　週に２～３回７限目授業を行い、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、高校の数学や理科の一部を履修するほか、「英語表現基礎」
「論文基礎」「高志学」など特色ある教科を独自に設定して総合的な学力を養います。高校では２年次か
ら文系クラスと理系クラスに分かれ、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およびＳＧＨネットワーク校の指定を受け、全国でも最
先端の高校教育を展開しています。
　生徒は、進路希望に沿ったクラスで「高い志」を貫き、進路目標の実現に果敢に挑戦しています。

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

※他の中学校との授業時間数の比較	 英表：英語表現基礎（外国人講師による授業）　　　　　　
論基：論文基礎（論文作成の基礎を学び、卒業論文を作成）

赤枠：高志中学校の独自設定教科

高志中学校の特色ある授業

　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。７限が週２日、６限が週３日となります。
（３年次には週３日が７限となります。）

【土曜活用授業】
開成や灘など、県外の中高一貫教育校や研究機関
の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。

生徒会が学年を越えて交流を図る行事を企画します。

現在、８つの運動部と４つの文化部を開設しています。
◦運動部　男子バスケットボール、卓球（男女）、

弓道（男女）、剣道（男女）、硬式テニス
（男女）、陸上（男女）、バドミントン（男
女）、軟式野球（男女）

◦文化部　吹奏楽、サイエンス、弦楽、囲碁・将棋

　「飽くなき探究心と課題解決能力を備え、福井
から世界をリードする科学技術関係人材の育成」
を目指し、大学・企業・研究機関等と連携した授業、
北米やアジア等の国々で行う海外研修等を行って
います。

　高志高校には32の部活動があります。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。　高志中学校は高校生と同じ校舎で学んでおり、高校生と合同で取り組む学校行事もあります。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授業

新入生を迎える交流会（令和３年４月）

弓道部 弦楽部のランチタイムコンサート（若葉食堂）

外国人講師によるオールイングリッシュの授業

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

生徒が自ら考え主体的に行う活動

部活動

ＳS H（スーパーサイエンスハイスクール）

部活動
おもな年間スケジュール（令和３年度は一部変更しています）

仲谷香蓮さん（２年・勝山市北郷小出身）
　高志中への入学前は、「勉強についていけるの
か。」「友達はできるのか。」など、不安がいっぱ
いでした。しかし、不安はすぐに吹き飛びまし
た。入学前の印象とは違ってクラスのみんなとは

すぐに仲良くなりました。１人１人がそれぞれ個性的でまさしく、
十人十色の学年だと思います。入学したての時のホーム代表決め
ではクラスの３分の１以上が立候補し、みんなの積極性に刺激を
受けました。私も思い切って立候補し、人前でスピーチをしました。
話すのが苦手な私にとってはとても大きな進歩だったと思います。
これからもさまざまなことに迷わず挑戦していきたいと思います。

彌氏佑心くん（１年・福井市清明小出身）
　高志中には様々な活動や行事があります。
特に日々の授業は特別です。例えば、数学で
は教科書の内容の他に＋αの内容を学習しま
す。＋αというのは、中１で中２・中３の内

容を学習したり、大学入試の問題を解いたりと先を見すえた学
習をすることです。そして、その＋αの問題が解けなかったと
きは、何をどのように間違えて何が足りなかったかを分析しま
す。自己分析が上手になると、今の自分の課題が分かるように
なります。そうなれば勉強が円滑に進み、楽しくなってきます。
皆さん、高志中で私たち一緒に楽しく勉強しませんか。

冨田紗矢さん（3年・生徒会長・坂井市兵庫小出身）
　私にとって、高志中学校の一番の魅力は環
境が整っていることです。私たち生徒に真

しんし
摯

に向き合ってくださる先生方、高校生やクラ
スメイトとの交流などから、多くの刺激を受

けながら学校生活を送ることができます。高志中学校だから
こそ得られるものは多いです。高志中学校には他にも様々な
魅力があります。高志中学校での生活は皆さんにとって有意
義なものになると思います。私達と一緒に充実した学校生活
を送りませんか。

佐々木啓代さん（３年・鯖江市神明小出身）
　高志中学校の魅力は、個性あふれる仲間同
士が協力して、尊重し、高め合いながら新た
な高志中の伝統を創っていけるところです。
福井・日本・世界のリーダーになるという同

じ目的を持つ生徒が様々な地域から集まるので、個性的で素
晴らしい仲間と学校生活を送れます。また、高志中ならでは
の行事を通して、ともに刺激し合いながら自分を大きく成長
させることができます。高志中で良い仲間とともに、夢や目
的の実現に向かって一緒に進んでいきませんか。

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

（ （

高志中学校・高校が独自で作成した古典教材

▲

壊れにくいペーパーブリッジの製作（夏期課外講座）

国立天文台の先生による天文学の授業

第10回全国中学生英語ディベート大会
（令和２年11月、オンラインで開催）

３年間で＋35時間 ３年間で＋140時間 ３年間で＋70時間 ３年間で＋105時間

１週間で学ぶ教科と時間数

高志高校の魅力ある進学型単位制教育課程
　高志高校は、進学型単位制教育課程を導入しています。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
中から多様な選択をすることが可能で、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。

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し、概要に
触れることにより、古典文法や文学史、古典常識など高校での学習へとスムーズ
につながるようにします。また中学３年次には学校設定教科「論文基礎」を学習し、
探究学習の成果を8,000字の卒業論文にまとめます。

今年度19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６つの
理科実験室と高度な実験・観察設備を使って、他の中学校・高校では120回程
度の実験や観察を180回程度に増やして行います。中学３年次には、高校で学
習する理科の先取り学習を行います。

▲理科の授業（双眼顕微鏡を用いた観察）

先取り学習で使用する数学の教科書や問題集

▲

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、高校で学習する数学の先取り学習を行います。

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時間は外国人講師が単独で行います。また、卒業時
までに英語検定準２級相当レベルに全員が到達することを目指します。

▲外国人講師による英語の授業

※バドミントンと軟式野球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。

　令和２年度の卒業生の約90％が４年制大学に進学しました。生徒は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。

自習室

卒業後の進路

【令和３年度大学入試の結果（大学別合格者数）】（　）内は人数
国公立大学
北海道(４)	東京(10)	名古屋(９)	京都(４)	大阪(９)	神戸(16)	富山(11)	
金沢(25)	福井(24)	福井県立(10)	その他の国公立大(43)　
私立大学
慶応(４)	早稲田(11)	上智(１)	中央(６)	法政(２)	明治(７)	同志社(27)	
立命館(86)	関西(18)	関西学院(18)	その他の私立大(264)

令和３年度部活動等実績
◦弓道部　春季高校総合体育大会　　　　　	 女子団体　優　勝

（全国総合体育大会出場）
◦アーチェリー部　春季高校総合体育大会　	 男子団体　準優勝

（全国総合体育大会出場）
◦陸上部　女子4×400mR、女子4×100mR、女子やり投げ、
　　　　　男女棒高跳、男子110mH、男子400mHなど
	 （９名北信越総体出場）
◦女子ソフトテニス部　個人戦	 （北信越総体出場）
◦美術部　第45回全国高等学校総合文化祭	 美術・工芸部門出場
◦書道部　第45回全国高等学校総合文化祭　書道部門出場
◦囲碁・将棋
　第45回全国高等学校総合文化祭　囲碁部門、将棋部門出場
第45回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会
	 	 男子団体戦、個人戦出場

※毎週木曜日は清掃がありません。代わりに中高生の交流イベントや
生徒会の話し合いなどが行われることがあります。

さまざまなコンクール等に自主的に参加します。

国 語

理 科

数 学

英 語

地理・歴史・公民の全領域において、高校で使用する資料や図（魏志倭人伝の
原文やケッペンの気候図など）を用いながら、高校レベルの内容と関連づけて、
より深い学習を行います。

社 会

　「グローバルな視野で新しい分野に挑戦し、地
域社会にイノベーションを起こす人材の育成」を
目指し、大学・企業等と連携した授業、アジアや
オーストラリアでの海外研修等を行っています。

ＳG H（スーパーグローバルハイスクール）

アメリカのニュープロビデンス高校での共同実験
（令和元年度に実施した海外研修の様子）

タイのカセサート大学附属学校での交流
（令和元年度に実施した海外研修の様子）



学校案内2022

学校へのアクセス

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/

お問い合わせ

令和4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 高志中学校の教育が目指すのは「新しい時代のリーダー」

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。
高志高校・中学校は、中高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、中学生は大いに刺激を受け、多くのことを学んでいます。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

【日程】
▪出 願 受 付 	11月中旬
▪適 性 検 査 	12月18日㈯
▪面 　 　 　 接	 12月19日㈰
▪合 格 発 表	 12月25日㈯
▪入学予定者登校日	 ２月下旬
※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　　募集要項にて発表
▪出願資格
令和４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。
◦資料やデータ等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姿勢を見る。

※令和４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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宿泊して行う研修

【嶺南宿泊研修（１年）】
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
とともに、新しい角度から福井につ
いて学びます。また、大学や企業・
研究施設等を訪問し、「日本の今」
を体感します。

【シンガポール研修（３年）】
英語を使って現地の学生と交流し
ます。また、現地の日本企業など
を訪問し、国際社会で活躍するの
に必要なグローバルマインドセッ
トを学びます。

高志中学校が目指す生徒像
ふるさと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するリーダーとなれる生徒

リーダーとしての「高い志」を育てる「高志学」

「高志学」とは・・・・
　ふるさと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
革していこうとするリーダーを育成するために、高志中学校・高志高等学校が独自に設定し
た６年間の学習プログラムです。
　中学校の３年間では、「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つの柱としています。高校では、ＳＳＨ・ＳＧＨの課題研究に取り組みます。

夢に向かって前進し続ける高志中学生
　学習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２年度３年生）

学力推移調査
（令和２年度３年生）

準２級以上
（高校中級レベル）

２級以上
（高校卒業レベル）

92.1％　

31.5％
英語

総合

19位／479校
18位／479校

令和２年度科学の甲子園ジュニアエキシビジョン大会　　情報１位　総合10位
令和２年度ふくい理数グランプリ　　最優秀賞
令和２年度第26回マグネットコンテスト　　個人　最優秀賞
硬式テニス部　男子団体戦　女子団体戦　　令和３年度北信越中学生テニス選手権大会出場

部活動など

▪JR福井駅・えちぜん鉄道福井駅から徒歩約10分
▪すまいるバス（東ルート）「高志高校前」
　下車すぐ

※（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

ふくい理数グランプリ　最優秀賞科学の甲子園ジュニアエキシビジョン大会　情報１位

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

表紙画：上坂　千穂（３年Ａ組）

注）令和２年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で多くの大会・コンテスト等が中止となりました。
　 このような状況の中でも、高志中学生は部活動等に励み、以下の成績をおさめました。

ふるさと学習プログラム［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

県内の伝統工芸訪問
県内の様々な伝統工芸の「技」を
体感

キャリア教育プログラム［福井の産業や働くことについて学習］

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

課題探究プログラム［将来の福井に関する提案・発信］

産業界 · 行政等への提案
課題研究した内容を活かして「福井の未来
のためにできること」について論文を作成

世界への発信
海外の高校生と世界の課題に
ついて意見交換

▲福井県年縞博物館訪問研修

伝統工芸（越前焼）の「技」を体感
▲

▲実験を交えた製品の説明を聴講

最先端の医療技術を体験

▲

▲「高志学」研究ノートと完成した論文集

シンガポール国立大学附属数理学校と交流（高志中生の手紙）

▲

高志中学校の教育
【校　　　訓】　　克己　　創造　　敬愛　
【教 育 目 標】

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

【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　自分の考えを論理的に伝える力を育成
４　「読む」「書く」「聞く」「話す」をバランスよく高める英語教育
５　ふるさと理解、国際理解を通して、国内外の課題を解決する資質・能力を育成
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、豊かな社会性や主体性を育成

高志中学校入学時の姿
◆　夢や目標の実現に向けて、中・高の６年間頑張ろうと思う人
◆　新しいことに挑戦したり、課題を解決したりしたいと思う人
◆　様々な立場の人と協力して、みんなを幸せにしたいと思う人

※
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学校へのアクセス

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/

お問い合わせ

令和4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 高志中学校の教育が目指すのは「新しい時代のリーダー」

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。
高志高校・中学校は、中高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、中学生は大いに刺激を受け、多くのことを学んでいます。
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Ｑ

Ａ
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【日程】
▪出 願 受 付 	11月中旬
▪適 性 検 査 	12月18日㈯
▪面 　 　 　 接	 12月19日㈰
▪合 格 発 表	 12月25日㈯
▪入学予定者登校日	 ２月下旬
※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　　募集要項にて発表
▪出願資格
令和４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。
◦資料やデータ等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姿勢を見る。

※令和４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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２　中・高６年間を通した教育課程の編成
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４　「読む」「書く」「聞く」「話す」をバランスよく高める英語教育
５　ふるさと理解、国際理解を通して、国内外の課題を解決する資質・能力を育成
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、豊かな社会性や主体性を育成

高志中学校入学時の姿
◆　夢や目標の実現に向けて、中・高の６年間頑張ろうと思う人
◆　新しいことに挑戦したり、課題を解決したりしたいと思う人
◆　様々な立場の人と協力して、みんなを幸せにしたいと思う人

※


