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スーパー特進コース

　成績が優秀である生徒で少人数クラスを編成し、東京大学、京都大学、大阪大学または医学部医
学科をはじめとする難関国立大学の入試に対応できるレベルの高い授業を行い、それらの大学への
合格を実現します。なお、７限目終了後はクラブ活動に参加可能です。

特進コース

　成績優秀な生徒で少人数クラスを編成し、志望大学の入試傾向を分析し、実戦力を養成し、レベ
ルの高い授業を行い、国公立大学および有名私立大学の合格を実現します。７限目終了後は、クラ
ブ活動に参加可能です。

クラブ特進コース

　学業とクラブ活動の文武両道を目指し、限られた時間において集中的な学習を行い、国公立大学
および有名私立大学の合格を実現します。６限目終了後からクラブ活動に参加可能です。

募集学科・コース・分野と募集定員1
学　　科 コ ー ス 分　　野 募集定員

特別進学科

スーパー特進コース

１２０名
特進コース

クラブ特進コース

選抜一貫コース

進 学 科

進学コースⅠ類 ８０名

進学コースⅡ類

情　　報

２１０名
デザイン

体　　育

創造科学

衛生看護科 ４０名

合　　　計 ４５０名

特別進学科

※

※		中高連携による一貫教育を受けている福井工業大学附属福井中学校出身の生徒のためのコース
です。
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進学コースⅠ類

　大学、短期大学、専門学校、就職などの希望する進路に合わせ、基礎から応用まで幅広い学力を
身につけます。また、大学と連携した探究活動を多く取り入れます。

進学コースⅡ類　　（情報分野、デザイン分野、体育分野、創造科学分野）

　それぞれの分野の専門性を活かして、さまざまな進路に対応できる力を育成します。

□ 情報分野
　�　インターネットなど情報通信技術の基本的な知識の習得から、アプリケーションソフトを駆使
して情報の収集、処理、発信を学びます。また情報モラルの学習にも力を入れ、高度情報化社会
に適応した人材の育成を図ります。

□ デザイン分野
　�　美術・デザインについて、基礎的な学習、基本的な技能から表現まで幅広く学び、現代アート
を創造できる人材の育成を図ります。

□ 体育分野
　�　指定したクラブに所属する生徒を対象とし、優秀な指導者のもと、技能を習得しつつ運動能力
の向上を目指します。また、大学進学にも対応できる力も育成します。
　　【指定クラブ】
　　　�男子硬式野球部、女子硬式野球部、男子柔道部、女子柔道部、男子バレーボール部、女子バ

レーボール部、女子サッカー部、ゴルフ部（男女）、空手道部（男女）、バドミントン部（男女）

□ 創造科学分野
　�　工業の基礎から応用まで幅広く学ぶとともに、実習や課題研究を通して、ものづくりの基本や
技術力の向上を図ります。

�　５年一貫教育により、看護師国家試験の合格を目指すとともに、看護師としての必要となる博愛
の精神、知識や技能およびコミュニケーション能力やボランティア精神などの資質を向上させる教
育を行います。

進 学 科

衛生看護科
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【留意点】

（１）�特別進学科のスーパー特進コースと特進コースは一括で募集し、コース分けについては、入学

試験の結果・調査書・入学決定後の実力試験などを参考にします。

（２）一般入試の併願試験は、特別進学科のみで実施します。

（３）�選抜一貫コースは、中高連携による一貫教育を受けている福井工業大学附属福井中学校出身の

生徒のためのコースです。

入学試験の種類と募集定員割合2

学　科 コ ー ス 分野 推薦
入試

スポーツ
・文化
選抜入試

一般入試 募集定員割合（％）

専願 併願 推薦
入試

スポーツ
・文化
選抜入試

一般
入試

特別進学科

スーパー特進コース

○ ○ ○ ○
２５ １５ ６０

特進コース

クラブ特進コース

選抜一貫コース

進　学　科

進学コースⅠ類 ○ ○ ○

２５ ２５ ５０
進学コースⅡ類

情　報

○ ○ ○
デザイン

体　育

創造科学

衛生看護科 ○ ○ ○ ６０ １０ ３０
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1 出願資格
次の各号に該当し、中学校長の推薦を得た者。
 （１）令和２年３月中学校卒業見込みの者。
 （２）志願する学科・コース・分野に対する適性、興味を有する者。
 （３）人物、品行ともに優れ、調査書の各記録が優良である者。
 （４）�進学科進学コースⅡ類体育分野への出願は、原則として入学後、男子硬式野球部、女子硬式

野球部、男子柔道部、女子柔道部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、女子サッカー
部、ゴルフ部（男女）、空手道部（男女）、バドミントン部（男女）の各クラブに入部する者。

2 出願手続き
【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）出願書類　　①入学願書　②推薦書　③調査書　④出願者一覧表
 （２）受 験 料　　１０，０００円
 （３）受付場所　　高校２号館１階会議室

【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
〇�受験生は、次の通りインターネットで出願してください。詳しくは「インターネット出願の手
引き」（別紙）を参照してください。
 （１）入学願書は、本校ホームページ「Web 出願」からご入力ください。
 （２）受 験 料　　１０，０００円
　　　�受験料払込みは、クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払い、ペイジー

ATM（現金）、ペイジーATM（カード・通帳）のいずれかとします。
 （３）受験票は、インターネット出願の際に印刷していただき、受験日当日に持参してください。

〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）提出書類　　①入学願書　②推薦書　③調査書　④出願者一覧表
 （２）提出方法　　持参もしくは郵送
　　　　　　　　　�なお、直接持参いただく場合は、高校２号館１階会議室までお願いします。

郵送の場合は、出願期間最終日までに必着でお願いします。

3 出願期間・選考日・試験場
 （１）出願期間　　【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
� 令和２年１月１４日（火）～１５日（水）（受付は午前９時から午後４時まで）
� 【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
� 令和元年１２月１６日（月）～令和２年１月１５日（水）
 （２）選 考 日　　令和２年１月２１日（火）
 （３）試 験 場　　本校

※�大雪などの自然災害により、試験開始時刻の繰り下げや試験期日の延期、試験会場
の変更などを行うことがあります。この場合は、試験前日の午後、本校のホームペー
ジでお知らせしますので、必ずご確認をお願いいたします。

推薦入試3
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4 選考方法
学力試験・面接・調査書を総合的に判定して選考します。なお、面接はグループ面接とします。

学科・コース 学 力 試 験

特別進学科 国語・英語・数学（各５０分）

進学科進学コースⅠ類
進学科進学コースⅡ類
衛生看護科

国語・英語・数学（各３０分）

5 学力試験等の日程

特別進学科
進学科進学コースⅠ類
進学科進学コースⅡ類
衛生看護科　　　　　

9�: �00～� 9�: �10　　出欠調査・日程説明

9�:�20～10�: �10 国　　　語 9�:�20～� 9�: �50 国　　　語

10�: �30～11�: �20 英　　　語 10�: �10～10�: �40 英　　　語

11�: �40～12�: �30 数　　　学 11�: �00～11�: �30 数　　　学

12�: �40～13�: �10 昼　　　食 11�: �40～　　　 面　　　接

13�: �15～　　　 面　　　接

6 合格発表・入学の手続き
〇入学金　５，６５０円

【注意事項】
（１）合格発表は、出身中学校長を通じて行います。また、Web上でも発表します。
（２）�入学金の未納ならびに合格者登校日に欠席した場合は、入学意志がないものとして合格を取

り消す場合があります。
（３）�合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
（４）�一旦納入された受験料、入学金および提出された願書等は返還しません。

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和２年
１月２３日（木）午前９時

令和２年１月３０日（木）午後３時まで
ただし、学校窓口納入の場合は午後５時まで

令和２年
　３月５日（木）
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1 出願資格

 （１）令和２年３月中学校卒業見込みの者。
 （２）�学業に励み、クラブ活動、社会体育・文化活動において活躍が顕著で、各種大会・コンクー

ル等において優秀な成績をおさめた者で、入学後も学習と両立して諸活動を継続する強い
意志がある者。

 （３）本校に入学後、次の各クラブに所属して活動を行う意志のある者。
� �男子硬式野球部、女子硬式野球部、男子柔道部、女子柔道部、男子バレーボール部、女子

バレーボール部、男子サッカー部、女子サッカー部、ゴルフ部（男女）、空手道部（男女）、
バドミントン部（男女）、スキー部（男女）、馬術部（男女）、剣道部（男女）、陸上部（男
女）、水泳部（男女）、卓球部（男女）、バトントワリング部（男女）、吹奏楽部、美術アニ
メ部、その他

 （４）�進学科進学コースⅡ類体育分野の出願は、原則として入学後、男子硬式野球部、女子硬式
野球部、男子柔道部、女子柔道部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、女子サッカー
部、ゴルフ部（男女）、空手道部（男女）、バドミントン部（男女）の各クラブに入部する者。

2 出願手続き
【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）出願書類　　�①入学願書　②調査書　③活動実績に関する自己申告書（本人が作成、保護

者は署名押印）　④出願者一覧表
 （２）受 験 料　　１０，０００円
 （３）受付場所　　高校２号館１階会議室

【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
〇�受験生は、次の通りインターネットで出願してください。詳しくは「インターネット出願の手
引き」（別紙）を参照してください。
 （１）入学願書は、本校ホームページ「Web 出願」からご入力ください。
 （２）受 験 料　　１０，０００円
　　　�受験料払込みは、クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払い、ペイジー

ATM（現金）、ペイジーATM（カード・通帳）のいずれかとします。
 （３）受験票は、インターネット出願の際に印刷していただき、受験日当日に持参してください。

〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）提出書類　　��①入学願書　②調査書　③活動実績に関する自己申告書（本人が作成、保護

者は署名押印）　④出願者一覧表
 （２）提出方法　　持参もしくは郵送
　　　　　　　　　�なお、直接持参いただく場合は、高校２号館１階会議室までお願いします。

郵送の場合は、出願期間最終日までに必着でお願いします。

スポーツ・文化選抜入試4
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3 出願期間・選考日・試験場
 （１）出願期間　　【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
� 令和２年１月１４日（火）～１５日（水）（受付は午前９時から午後４時まで）
� 【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
� 令和元年１２月１６日（月）～令和２年１月１５日（水）
 （２）選 考 日　　令和２年１月２１日（火）
 （３）試 験 場　　本校

※�大雪などの自然災害により、試験開始時刻の繰り下げや試験期日の延期、試験会場
の変更などを行うことがあります。この場合は、試験前日の午後、本校のホームペー
ジでお知らせしますので、必ずご確認をお願いいたします。

4 選考方法
学力試験・面接・調査書・活動実績に関する自己申告書を総合的に判定して選考します。
なお、面接はグループ面接とします。

学科・コース 学 力 試 験
特別進学科 国語・英語・数学（各５０分）
進学科進学コースⅠ類
進学科進学コースⅡ類
衛生看護科

国語・英語・数学（各３０分）

5 学力試験等の日程

特別進学科
進学科進学コースⅠ類
進学科進学コースⅡ類
衛生看護科　　　　　

9�: �00～� 9�: �10　　出欠調査・日程説明
9�:�20～10�: �10 国　　　語 9�:�20～� 9�: �50 国　　　語
10�: �30～11�: �20 英　　　語 10�: �10～10�: �40 英　　　語
11�: �40～12�: �30 数　　　学 11�: �00～11�: �30 数　　　学
12�: �40～13�: �10 昼　　　食 11�: �40～　　　 面　　　接
13�: �15～　　　 面　　　接

6 合格発表・入学の手続き
〇入学金　５，６５０円

【注意事項】
（１）合格発表は、出身中学校長を通じて行います。また、Web上でも発表します。
（２）�入学金の未納ならびに合格者登校日に欠席した場合は、入学意志がないものとして合格を取

り消す場合があります。
（３）�合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
（４）�一旦納入された受験料、入学金および提出された願書等は返還しません。

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和２年
１月２３日（木）午前９時

令和２年１月３０日（木）午後３時まで
ただし、学校窓口納入の場合は午後５時まで

令和２年
　３月５日（木）
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一般入試（専願試験）5
1 出願資格
 （１）中学校卒業および令和２年３月中学校卒業見込みの者。
 （２）�進学科進学コースⅡ類体育分野の出願は、原則として入学後、男子硬式野球部、女子硬式

野球部、男子柔道部、女子柔道部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、女子サッカー
部、ゴルフ部（男女）、空手道部（男女）、バドミントン部（男女）の各クラブに入部する者。

2 出願手続き
【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）出願書類　　�①入学願書　②調査書（推薦入試、スポーツ・文化選抜入試を受験した者は不要）

③出願者一覧表
 （２）受 験 料　　１０，０００円
 （３）受付場所　　高校２号館１階会議室

【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
〇�受験生は、次の通りインターネットで出願してください。詳しくは「インターネット出願の手
引き」（別紙）を参照してください。
 （１）入学願書は、本校ホームページ「Web 出願」からご入力ください。
 （２）受 験 料　　１０，０００円
　　　�受験料払込みは、クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払い、ペイジー

ATM（現金）、ペイジーATM（カード・通帳）のいずれかとします。
 （３）受験票は、インターネット出願の際に印刷していただき、受験日当日に持参してください。

〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）提出書類　　�①入学願書　②調査書（推薦入試、スポーツ・文化選抜入試を受験した者は不要）

③出願者一覧表
 （２）提出方法　　持参もしくは郵送
　　　　　　　　　�なお、直接持参いただく場合は、高校２号館１階会議室までお願いします。

郵送の場合は、出願期間最終日までに必着でお願いします。

3 出願期間・選考日・試験場
 （１）出願期間　　【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
� 令和２年１月２７日（月）～２９日（水）
　　　　　　　　　（受付は午前９時から午後４時まで、ただし最終日は正午まで）
� 【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
� 令和２年１月６日（月）～２９日（水）
 （２）選 考 日　　令和２年２月３日（月）、４日（火）
 （３）試 験 場　　本校およびあわら・大野・丹南・敦賀

※�大雪などの自然災害により、試験開始時刻の繰り下げや試験期日の延期、試験会場
の変更などを行うことがあります。この場合は、試験前日の午後、本校のホームペー
ジでお知らせしますので、必ずご確認をお願いいたします。
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4 選考方法
学力試験・面接・調査書を総合的に判定して選考します。なお、面接はグループ面接とします。

学 力 試 験

国語・英語・数学・社会・理科
（各５０分）

5 学力試験等の日程

令和２年２月３日（月） 令和２年２月４日（火）

9 :  00～  9 :  10 出欠調査・日程説明 9 : 00～  9 :  10 出欠調査・日程説明

9 : 20～10 :  10 国　　　語 9 : 20～10 :  10 社　　　会

10 :  30～11 :  20 英　　　語 10 :  30～11 :  20 理　　　科

11 :  40～12 :  30 数　　　学 11 :  30～　　　 面　　　接

6 専願試験の留意事項
 （１） 特別進学科の専願受験者で、進学科進学コースⅠ類を第２志望で希望する場合は、入学願

書第２志望記入欄に志望学科、コースを記入してください。
 （２） 衛生看護科の受験者で、進学科進学コースⅠ類、または進学コースⅡ類を第２志望で希望

する場合は、入学願書第２志望記入欄に志望コース、分野を記入してください。ただし、
進学コースⅡ類で志望できる分野は、情報、デザイン、創造科学の３分野です。

 （３） 進学科進学コースⅠ類の受験者で、進学科進学コースⅡ類を第２志望で希望する場合は、
入学願書第２志望記入欄に志望分野を記入してください。ただし、志望できる分野は、情
報、デザイン、創造科学の３分野です。

7 合格発表・入学の手続き
〇入学金　５，６５０円

【注意事項】
（１）合格発表は、出身中学校長を通じて行います。また、Web上でも発表します。
（２） 入学金の未納ならびに合格者登校日に欠席した場合は、入学意志がないものとして合格を取

り消す場合があります。
（３）合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
（４）一旦納入された受験料、入学金および提出された願書等は返還しません。

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和２年
２月７日（金）午前９時

令和２年２月１７日（月）午後３時まで
ただし、学校窓口納入の場合は午後５時まで

令和２年
　３月５日（木）
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一般入試（併願試験）6
1 出願資格
 （１）中学校卒業および令和２年３月中学校卒業見込みの者。
 （２）特別進学科を志望する者。

2 出願手続き
【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
〇中学校長は、次の書類を本校入試事務係まで提出してください。
 （１）出願書類　　①入学願書　②調査書（推薦入試、スポーツ・文化選抜入試を受験した者は不要）
　　　　　　　　　③出願者一覧表
 （２）受 験 料　　１０，０００円
 （３）受付場所　　高校２号館１階会議室

【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
〇�受験生は、次の通りインターネットで出願してください。詳しくは「インターネット出願の手
引き」（別紙）を参照してください。
 （１）入学願書は、本校ホームページ「Web 出願」からご入力ください。
 （２）受 験 料　　１０，０００円
　　　�受験料払込みは、クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払い、ペイジー

ATM（現金）、ペイジーATM（カード・通帳）のいずれかとします。
 （３）受験票は、インターネット出願の際に印刷していただき、受験日当日に持参してください。

〇中学校長は、次の通り本校入試事務係まで提出してください。
 （１）提出書類　　①入学願書　②調査書（推薦入試、スポーツ・文化選抜入試を受験した者は不要）
　　　　　　　　　③出願者一覧表
 （２）提出方法　　持参もしくは郵送
　　　　　　　　　�なお、直接持参いただく場合は、高校２号館１階会議室までお願いします。

郵送の場合は、出願期間最終日までに必着でお願いします。

3 出願期間・選考日・試験場
 （１）出願期間　　【福井県内・石川県加賀地区の中学校に在籍する受験生】
� 令和２年１月２７日（月）～２９日（水）
　　　　　　　　　（受付は午前９時から午後４時まで、ただし最終日は正午まで）
� 【福井県外・石川県加賀地区以外の中学校に在籍する受験生】
� 令和２年１月６日（月）～２９日（水）
 （２）選 考 日　　令和２年２月３日（月）、４日（火）
 （３）試 験 場　　本校およびあわら・大野・丹南・敦賀

※�大雪などの自然災害により、試験開始時刻の繰り下げや試験期日の延期、試験会場
の変更などを行うことがあります。この場合は、試験前日の午後、本校のホームペー
ジでお知らせしますので、必ずご確認をお願いいたします。
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4 選考方法
学力試験・調査書を総合的に判定して選考します。

学 力 試 験

国語・英語・数学・社会・理科
（各５０分）

5 学力試験等の日程

令和２年２月３日（月） 令和２年２月４日（火）
9�: �00～� 9�: �10 出欠調査・日程説明 9�:�00～� 9�: �10 出欠調査・日程説明
9�:�20～10�: �10 国　　　語 9�:�20～10�: �10 社　　　会
10�: �30～11�: �20 英　　　語 10�: �30～11�: �20 理　　　科
11�: �40～12�: �30 数　　　学

6 併願試験の留意事項
 （１）併願試験を実施する学科は、特別進学科のみです。
 （２）判定については次の通りです。

判　 定 合　　　格　　　区　　　分

ＳＳ 特別進学科併願合格で学業特別特待生※

Ｓ 特別進学科併願合格で学業特待生※

Ａ 特別進学科併願合格
Ｂ 特別進学科専願合格
Ｃ 進学科進学コースⅠ類専願合格

※�学業特別特待生、学業特待生については�Ｐ１２�参照

7 合格発表・入学の手続き
〇入学金　５，６５０円

【注意事項】
（１）合格発表は、出身中学校長を通じて行います。また、Web上でも発表します。
（２）�入学金の未納ならびに合格者登校日に欠席した場合は、入学意志がないものとして合格を取

り消す場合があります。
（３）合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
（４）一旦納入された受験料、入学金および提出された願書等は返還しません。

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和２年
２月７日（金）午前９時

併願を認められた者
令和２年３月１６日（月） 午後３時まで

ただし、学校窓口納入の
場合は午後５時まで

令和２年
３月１７日（火）

併願を認められなかった者
令和２年２月１７日（月）

令和２年
３月５日（木）
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　下記の各奨学金は本校独自の制度であり、原則としてすべての奨学金は給付型で返還義務がありま
せん。以下の奨学金制度の候補者については、申請後、適用されます。ただし、（１）～（４）は兼ねる
ことができません。また（１）～（４）については、毎年度末に見直しを行います。

（１）学業特別特待生奨学金
　　・�特別進学科の合格者かつスーパー特進コースに在籍する者で、心身ともに健康で向学心が強く

他の生徒の模範となることが期待される者を対象とします。
　　・�入学試験の結果および調査書を精査の上、推薦入試および一般入試において国語・数学・英語

の３教科の合計得点が得点率８５％以上で合格した者（一般入試併願試験受験者の場合はＳＳ
判定）が対象となります。

　　・�入学金ならびに学納金（就学支援金を除いた分の授業料・教育充実費）・委託徴収金（ＰＴＡ
会費・生徒会費・後援会費・修学旅行積立金・遠足費用・模擬試験費用など）・入学用品（制服・
体操服・教科書・副教材・通学カバンなど）・寮費の全額を免除します。通学生の場合は通学
定期代の全額を支弁します。

（２）学業特待生奨学金
　　・�特別進学科の合格者で、心身ともに健康で向学心が強く他の生徒の模範となることが期待され

る者を対象とします。
　　・�入学試験の結果および調査書を精査の上、推薦入試および一般入試において合計得点率８０％

以上で合格した者（一般入試併願試験受験者の場合はＳ判定）が対象となります。
　　・�入学金ならびに学納金（就学支援金を除いた分の授業料・教育充実費）を免除します。
（３）クラブ特別特待生奨学金
　　・�中学校のクラブ活動の実績を勘案し、クラブの成績が特に優秀で、品行方正かつ他の生徒の模

範となると期待される者を対象とします。
　　・�入学金ならびに学納金（就学支援金を除いた分の授業料・教育充実費）・委託徴収金（ＰＴＡ

会費・生徒会費・後援会費・修学旅行積立金・遠足費用など）・入学用品（制服・体操服・教
科書・副教材・通学カバンなど）・寮費の全額または一部を免除します。通学生の場合は通学
定期代の全額を支弁します。

（４）クラブ特待生奨学金
　　・�中学校のクラブ活動の実績を勘案し、クラブの成績が特に優秀で品行方正、他の生徒の模範とな

ると期待される者を対象とします。
　　・�入学金ならびに学納金（就学支援金を除いた分の授業料・教育充実費）を免除します。
　　・�男子硬式野球部は採用人数５名以内とします。
（５）育英奨学金
　　・�本校に在籍する生徒で学納金の支弁に困難をきたしている者で、品行方正かつ他の生徒の模範

となる生徒を対象とします。
　　・�在学中に家計が急変した場合にも適用されます。
（６）きょうだい学費減免奨学金
　　・�兄姉が福井工業大学または同附属福井高等学校に在籍する生徒で、品行方正かつ他の生徒の模

範となる者を対象とします。
（７）あかり会育英奨学金
　　・�３年生のみ対象で「あかり会育英奨学制度」の規程に該当する者を対象とします。

その他7
【福井工業大学附属福井高等学校の奨学金制度について】
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※授業料等の金額は月額です。
※年収は目安です。所得課税により判断します。
※「その他」 の内訳は、 生徒会費・PTA会費・後援会費です。

◦特別進学科，進学科進学コースⅠ類

世帯年収の目安 授 業 料 教育充実費 その他 負担合計金額

0円～270万円未満 0円 550円 4,020円 4,570円

270万円～350万円未満 0円 4,300円 4,020円 8,320円

350万円～590万円未満 0円 5,550円 4,020円 9,570円

590万円～910万円未満 0円 8,050円 4,020円 12,070円

910万円～ 27,900円 8,050円 4,020円 39,970円

◦進学科進学コースⅡ類情報分野・デザイン分野・創造科学分野，衛生看護科

世帯年収の目安 授 業 料 教育充実費 その他 負担合計金額

0円～270万円未満 0円 0円 4,020円 4,020円

270万円～350万円未満 0円 3,525円 4,020円 7,545円

350万円～590万円未満 0円 4,700円 4,020円 8,720円

590万円～910万円未満 0円 7,050円 4,020円 11,070円

910万円～ 27,900円 7,050円 4,020円 38,970円

◦進学科進学コースⅡ類体育分野

世帯年収の目安 授 業 料 教育充実費 その他 負担合計金額

0円～270万円未満 0円 0円 4,020円 4,020円

270万円～350万円未満 0円 2,425円 4,020円 6,445円

350万円～590万円未満 0円 3,234円 4,020円 7,254円

590万円～910万円未満 0円 4,850円 4,020円 8,870円

910万円～ 27,900円 4,850円 4,020円 36,770円

◦入学金

世帯年収の目安 入 学 金

0円～270万円未満 5,650円

270万円～350万円未満 5,650円

350万円～590万円未満 5,650円

590万円～910万円未満 5,650円

910万円～ 5,650円

【令和２年度 国の就学支援金および県の就学支援事業補助による軽減措置について】
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