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スーパー特進コース

　成績が特に優秀である生徒で編成し、東京大学、京都大学、大阪大学、医学部医学科などの難関
国立大学をはじめ、国公立大学および難関私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目指します。なお、７限目終了後の放課後は、個人のニーズに対応した学
習活動などに参加することができます。また、高いレベルの文武両道を目指す生徒はクラブ活動へ
の参加も可能です。

特進コース

　成績優秀な生徒で編成し、国公立大学・有名私立大学等の４年制大学合格を目指し、実践力を養
成し、志望大学の入試傾向を分析し、レベルの高い授業を行います。７限目終了後の放課後は、個
人のニーズに対応した学習活動などに参加することができます。また、クラブ活動への参加も可能
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

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

　４年制大学、短期大学、専門学校、就職などの多様な進路に合わせ、基礎から応用まで幅広く学
力を身につけます。また、授業では福井工業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】
　　　�硬式野球部（男女）、柔道部（男女）、バレーボール部（男女）、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

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４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、硬式野球部（男女）、柔

道部（男女）、バレーボール部（男女）、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。

 （５）本校を専願で志望する者。

2 出願手続き
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手引き」（別紙）
を参照してください。
 （１）�本校ホームページ受験生サイト内の「Web 出願」へアクセスし、出願情報を入力してく

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）のいずれかになります。
　　　いずれの方法も手数料がかかりますので、ご了承ください。
 （３）受験料の支払い後、出願確認票・受験票を印刷してください。
 （４）出願確認票は、入力内容について保護者の確認を受けてください。

3 出願書類の提出、受験票の保管
【受験生】
・�出願確認票を、中学校に提出してください。
・�受験票は受験番号を確認のうえ、試験当日まで失くさないようにしっかりと保管し、試験当日
に持参してください。

【中学校長へのお願い】
・�県内の中学校　提出物：調査書、推薦書、出願状況一覧表
　　　　　　　　提出先：福井県私立中学高等学校協会事務局
　　　　　　　　　　　　〒910‐0003 福井市松本３丁目１６‐１０ 福井県福井合同庁舎５階
　　　　　　　　　　　　ただし、遠方の中学校は、簡易書留の速達での郵送も可（提出日必着）
・�県外の中学校　提出物：調査書、推薦書、出願確認票
　　　　　　　　　　　　簡易書留の速達で、出願書類提出日必着で郵送してください。
　　　　　　　　提出先：福井工業大学附属福井高等学校 入試事務係
　　　　　　　　　　　　〒910‐8505 福井県福井市学園３丁目６番１号

4 ネット登録・決済期間、受験票出力開始日、出願書類提出日、選考日
 （１）ネット登録・決済期間� 令和４年１月７日（金）～令和４年１月１１日（火）１７：００
 （２）受験票出力開始日� 令和４年１月７日（金）

推薦入試3
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 （３）出願書類提出日� 令和４年１月１３日（木）（受付は９：００～１５：３０）
 （４）選 考 日� � 令和４年１月１８日（火）

※�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。

5 入学試験会場
福井工業大学附属福井高等学校　　福井市学園３丁目６‐１

6 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）

7 学力試験等の時間割

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

8 合格発表・入学の手続き
　入学金　５，６５０円

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和４年
１月２０日（木）午後４時

令和４年１月２７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４年
　２月１６日（水）

　【注意事項】
　（１）合格発表は、本校ホームページ内の受験生サイトにて午後４時から発表します。
　（２）�合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
　（３）�本校ホームページから入学手続きサイトにログインして手続きを完了してください。
　（４）�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。
　（５）�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。
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1 出願資格
 （１）令和４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、または、それと同等の能力を有すると判断する者
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。
� �硬式野球部（男女）、柔道部（男女）、バレーボール部（男女）、サッカー部（男女）、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類体育分野への出願は、原則として入学後、硬式野球部（男女）、柔
道部（男女）、バレーボール部（男女）、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。

 （５）本校を専願で志望する者。

2 出願手続き
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手引き」（別紙）
を参照してください。
 （１）�本校ホームページ受験生サイト内の「Web 出願」へアクセスし、出願情報を入力してく

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）のいずれかになります。
　　　いずれの方法も手数料がかかりますので、ご了承ください。
 （３）受験料の支払い後、出願確認票・受験票を印刷してください。
 （４）出願確認票は、入力内容について保護者の確認を受けてください。

3 出願書類の提出、受験票の保管
【受験生】
・�出願確認票、活動の実績に関する自己申告書（本人が作成、保護者の署名押印）を、中学校に
提出してください。
・�受験票は受験番号を確認のうえ、試験当日まで失くさないようにしっかりと保管し、試験当日
に持参してください。

【中学校長へのお願い】
・県内の中学校　提出物：�活動の実績に関する自己申告書、調査書、出願状況一覧表
　　　　　　　　提出先：福井県私立中学高等学校協会事務局
　　　　　　　　　　　　〒910‐0003 福井市松本３丁目１６‐１０ 福井県福井合同庁舎５階
　　　　　　　　　　　　ただし、遠方の中学校は、簡易書留の速達での郵送も可（提出日必着）
・県外の中学校　提出物：活動の実績に関する自己申告書、調査書、出願確認票
　　　　　　　　　　　　簡易書留の速達で、出願書類提出日必着で郵送してください。
　　　　　　　　提出先：福井工業大学附属福井高等学校 入試事務係
　　　　　　　　　　　　〒910‐8505 福井県福井市学園３丁目６番１号

4 ネット登録・決済期間、受験票出力開始日、出願書類提出日、選考日
 （１）ネット登録・決済期間� 令和４年１月７日（金）～令和４年１月１１日（火）１７：００

スポーツ・文化選抜入試4
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 （２）受験票出力開始日� 令和４年１月７日（金）
 （３）出願書類提出日� 令和４年１月１３日（木）（受付は９：００～１５：３０）
 （４）選 考 日� � 令和４年１月１８日（火）

※�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。

5 入学試験会場
福井工業大学附属福井高等学校　　福井市学園３丁目６‐１

6 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）

7 学力試験等の時間割
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

8 留意事項
特別進学科の受験者で、第２志望を希望する場合は、進学科進学コースⅠ類を選択してください。

9 合格発表・入学の手続き
　入学金　５，６５０円

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日
令和４年
１月２０日（木）午後４時

令和４年１月２７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４年
　２月１６日（水）

　【注意事項】
　（１）合格発表は、本校ホームページ内の受験生サイトにて午後４時から発表します。
　（２）�合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
　（３）�本校ホームページから入学手続きサイトにログインして手続きを完了してください。
　（４）�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。
　（５）�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。
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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４年３月中学校卒業見込みの者。
 （２）�進学科進学コースⅡ類体育分野への出願は、原則として入学後、硬式野球部（男女）、柔

道部（男女）、バレーボール部（男女）、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
�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手引き」（別紙）
を参照してください。
 （１）�本校ホームページ受験生サイト内の「Web 出願」へアクセスし、出願情報を入力してく

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）のいずれかになります。
　　　いずれの方法も手数料がかかりますので、ご了承ください。
 （３）受験料の支払い後、出願確認票・受験票を印刷してください。
 （４）出願確認票は、入力内容について保護者の確認を受けてください。

3 出願書類の提出、受験票の保管
【受験生】
・�出願確認票を、中学校に提出してください。
・�受験票は受験番号を確認のうえ、試験当日まで失くさないようにしっかりと保管し、試験当日
に持参してください。

【中学校長へのお願い】
・県内の中学校　提出物：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）、
　　　　　　　　　　　　出願状況一覧表
　　　　　　　　提出先：福井県私立中学高等学校協会事務局
　　　　　　　　　　　　〒910‐0003 福井市松本３丁目１６‐１０ 福井県福井合同庁舎５階
　　　　　　　　　　　　ただし、遠方の中学校は、簡易書留の速達での郵送も可（提出日必着）
・県外の中学校　提出物：�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）、
　　　　　　　　　　　　出願確認票
　　　　　　　　　　　　簡易書留の速達で、出願書類提出日必着で郵送してください。
　　　　　　　　提出先：福井工業大学附属福井高等学校 入試事務係
　　　　　　　　　　　　〒910‐8505 福井県福井市学園３丁目６番１号

4 ネット登録・決済期間、受験票出力開始日、出願書類提出日、選考日
 （１）ネット登録・決済期間� 令和４年１月２１日（金）～令和４年１月２５日（火）１７：００
 （２）受験票出力開始日� 令和４年１月２１日（金）
 （３）出願書類提出日� 令和４年１月２７日（木）（受付は９：００～１５：３０）
 （４）選 考 日� � 令和４年２月１日（火）、２日（水）

※�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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5 入学試験会場
以下の４会場から選択してください。
・福井工業大学附属福井高等学校　　福井市学園３丁目６‐１
・福井工業大学あわらキャンパス　　あわら市北潟２１３‐２１
・サンドーム福井　　　　　　　　　越前市瓜生町５‐１‐１
・敦賀西公民館　　　　　　　　　　敦賀市三島町２‐１９‐８

6 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）

7 学力試験等の日程、時間割
令和４年２月１日（火） 令和４年２月２日（水）

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

8 専願試験の留意事項
 （１）�特別進学科の専願受験者で、第２志望を希望する場合は、進学科進学コースⅠ類を選択し

てください。
 （２）�衛生看護科の受験者で、第２志望を希望する場合は、進学科進学コースⅠ類、または進学

コースⅡ類のコース・分野を選択してください。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、
第２志望の分野を選択してください。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。

9 合格発表・入学の手続き
　入学金　５，６５０円

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和４年
２月７日（月）午後２時

令和４年２月１４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４年
　２月１６日（水）

　【注意事項】
　（１）合格発表は、本校ホームページ内の受験生サイトにて午後２時から発表します。
　（２）合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
　（３）�本校ホームページから入学手続きサイトにログインして手続きを完了してください。
　（４）�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。
　（５）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。
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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４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
�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手引き」（別紙）
を参照してください。
 （１）�本校ホームページ受験生サイト内の「Web 出願」へアクセスし、出願情報を入力してく

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）のいずれかになります。
　　　いずれの方法も手数料がかかりますので、ご了承ください。
 （３）受験料の支払い後、出願確認票・受験票を印刷してください。
 （４）出願確認票は、入力内容について保護者の確認を受けてください。

3 出願書類の提出、受験票の保管
【受験生】
・�出願確認票を、中学校に提出してください。
・�受験票は受験番号を確認のうえ、試験当日まで失くさないようにしっかりと保管し、試験当日
に持参してください。

【中学校長へのお願い】
・県内の中学校　提出物：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）、
　　　　　　　　　　　　出願状況一覧表
　　　　　　　　提出先：福井県私立中学高等学校協会事務局
　　　　　　　　　　　　〒910‐0003 福井市松本３丁目１６‐１０ 福井県福井合同庁舎５階
　　　　　　　　　　　　ただし、遠方の中学校は、簡易書留の速達での郵送も可（提出日必着）
・県外の中学校　提出物：�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）、
　　　　　　　　　　　　出願確認票
　　　　　　　　　　　　簡易書留の速達で、出願書類提出日必着で郵送してください。
　　　　　　　　提出先：福井工業大学附属福井高等学校 入試事務係
　　　　　　　　　　　　〒910‐8505 福井県福井市学園３丁目６番１号

4 ネット登録・決済期間、受験票出力開始日、出願書類提出日、選考日
 （１）ネット登録・決済期間� 令和４年１月２１日（金）～令和４年１月２５日（火）１７：００
 （２）受験票出力開始日� 令和４年１月２１日（金）
 （３）出願書類提出日� 令和４年１月２７日（木）（受付は９：００～１５：３０）
 （４）選 考 日� � 令和４年２月１日（火）、２日（水）

※�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。

5 入学試験会場
以下の４会場から選択してください。
・福井工業大学附属福井高等学校　　福井市学園３丁目６‐１
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・福井工業大学あわらキャンパス　　あわら市北潟２１３‐２１
・サンドーム福井　　　　　　　　　越前市瓜生町５‐１‐１
・敦賀西公民館　　　　　　　　　　敦賀市三島町２‐１９‐８

6 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）

7 学力試験等の日程、時間割
令和４年２月１日（火） 令和４年２月２日（水）

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

8 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

9 合格発表・入学の手続き
　入学金　５，６５０円

合格発表 入学金納入期限 合格者登校日

令和４年
２月７日（月）午後２時

併願を認められなかった者
令和４年２月１４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４年
２月１６日（水）

併願を認められた者
令和４年２月２８日（月）

令和４年
３月４日（金）

　【注意事項】
　（１）合格発表は、本校ホームページ内の受験生サイトにて午後２時から発表します。
　（２）合否についての電話での問い合わせは、ご遠慮ください。
　（３）併願合格者は公立高校合格発表後に手続きしてください。
　（４）�本校ホームページから入学手続きサイトにログインして手続きを完了してください。
　（５）�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。
　（６）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。
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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）～（５）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（SS）
　　・�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（専願・併願）において国語・

数学・英語の３教科の合計得点が255点以上、または、５教科の合計得点が425点以上で合格し
た者が対象となります。一般入試併願試験受験者の場合はＳＳ判定合格者が該当します。

　　・�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・模擬試験受験料など）・入学用品（制
服・体操服・教科書・副教材・通学カバン・体育館シューズ）・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）－１ 学業特待生奨学金（S1）
　　・�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（専願・併願）において国語・

数学・英語の３教科の合計得点が240点以上、または、５教科の合計得点が400点以上で合格し
た者が対象となります。一般入試併願試験受験者の場合はＳ判定合格者が該当します。

　　・�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）・入学用品（制服・体操服・
教科書・副教材・通学カバン・体育館シューズ）を免除します。

（２）－２ 学業特待生奨学金（S2）
　　・�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（専願・併願）において国語・

数学・英語の３教科の合計得点が230点以上、または、５教科の合計得点が380点以上で合格し
た者が対象となります。一般入試併願試験受験者の場合はＳ判定合格者が該当します。

　　・�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）・制服代金を免除します。
（３）クラブ特別特待生奨学金（SS）
　　・�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）の全額と委託徴収金（Ｐ

ＴＡ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・体育館シューズ）・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（S）
　　・�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）・入学用品（制服・体操服・

教科書・副教材・通学カバン・体育館シューズ）・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または一部を支弁します。

　　・�男子硬式野球部は採用人数５名以内とします。

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。具体的には、「市町村民税の課税標準額
×６％－市町村民税の調整控除の額」を基準として判定さ
れます。

※「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４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】

（５）兄弟学費減免奨学金
　　・�本学園が設置する学校に兄弟（姉妹含む）で在籍している中で、希望する１名を対象とし、学納金

を50％減免（修学・就学支援金を除く）します。
（６）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。
（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。
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［桜ヶ丘団地線］乗車 「福井工業大学前」下車（所要時間約10分）
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令和３年１０⽉８⽇  
福井⼯業⼤学附属福井⾼等学校  

 

令和４年度⼊学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 
令和４年度の⼊学者選抜における新型コロナウイルス感染症への対応を下記の通り実施します。 

 
記 

 
１ 試験日当日における対応について 

(1)試験当⽇、⾃宅での検温で 37.5 度以上の熱がある場合は本校の⼊試本部（電話番号 0776-29-7880）
まで連絡してください。 

(2)試験会場に⼊る前に検温を⾏います。その際、37.5 度以上の熱がある場合は受験をお断りする場合 
  があります。 
(3)⾵邪症状の有無にかかわらず、各⾃マスクを持参し、試験会場では、昼⾷時以外は常に着⽤してくだ 
  さい。 
(4)試験中に体調が悪くなった場合は、その旨を試験監督者に申し出、試験監督者の指⽰に従ってくださ

い。 
(5)休憩時間や昼⾷時等における他者との接触、会話を極⼒控えてください。 
(6)⾯接については、受験⽣と⾯接官との距離を２メートル以上確保し、対⾯で実施します。なお、⾯接 

官のマスク着⽤や常時ドアを開放し換気するなど、⼗分な感染予防策を講じたうえで⾏います。 
(7)試験当⽇、試験室の換気のため窓の開放を⾏う時間帯があるため、上着などの暖かい服を持参するこ

とを推奨します。 
 
２ 新型コロナウイルス感染症等に罹患した場合、および、濃厚接触者（※）と該当された場合について 

      （※）濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者をいいます。 

(1)新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験⽇に⼊院中または⾃宅や宿泊施設において療養中の者は受
験できません。 

(2)以下のいずれの要件も満たした場合、無症状の濃厚接触者から他の受験⽣等に感染するおそれは極め 
  て少ないことから、無症状の濃厚接触者の受験を認めます。 
 ①初期スクリーニング（⾃治体または⾃治体から指⽰された医療機関が実施する PCR 等の検査（⾏政 
  検査））の結果、陰性であること。 
 ②受験当⽇も無症状であること。 
 ③公共の交通機関を利⽤せず、かつ、⼈が密集する場所を避けて試験場に来ること。 
(3)インフルエンザに罹患した場合には、別室で受験可能ですが、事前に本校の⼊試本部（電話番号 
  0776-29-7880）までご相談ください。 
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３ 追試験について 

  すべての⼊試（「推薦⼊試」「スポーツ・⽂化選抜⼊試」「⼀般⼊試（専願）」「⼀般⼊試（併願）」）につ
いて、前項１の(1)(2)および２の(1)の理由で試験⽇に受験できなかった志願者には以下のように追試験
を⾏います。出題範囲、試験内容等は正規の試験と同じです。なお、検定料は再徴収いたしません。 

  
〇［推薦入試］［スポーツ・文化選抜入試］ を受験できなかった場合 

・追試⽇：令和４年 2 ⽉ 1 ⽇（⽕） 
特別進学科 進学科進学コースⅠ類・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 
12:30〜13:10 昼⾷ 11:40〜 ⾯接 
13:15〜 ⾯接  

・合格発表⽇：令和４年 2 ⽉７⽇（⽉） 
 

〇［一般入試］を受験できなかった場合 

 ・追試⽇：令和４年 2 ⽉ 9 ⽇（⽔） 
9:00〜 9:10 出⽋調査・⽇程説明 12:30〜13:10 昼⾷ 
9:20〜10:10 国語 13:15〜14:05 社会 

10:30〜11:20 英語 14:25〜15:15 理科 
11:40〜12:30 数学 15:20〜 ⾯接※ 

※「⼀般⼊試（併願）」では⾯接は課しません。 
   ・合格発表⽇：令和４年 2 ⽉ 14 ⽇（⽉） 
 
４ 検定料について 

  前項１の(1)(2)および２の(1)の理由で受験できなかった場合は、検定料を徴収せずに追試験を受験で
きますが、受験⽣の事情により追試験の受験を希望しない場合は検定料の返還は⾏いません。 

 
5 その他 

  今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により対応を変更する場合があります。変更等が⽣じた場
合は、本校ホームページ等でお知らせします。 

 

・時間割： 

・時間割： 
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