アク セ ス

越前市・鯖江市から
直通で行けます！

えちぜ ん 鉄 道
三国駅

J
越前大野駅

福大前西福井駅

７
：
２3発

６
：25発

８
：
０4着

勝山駅

芦原温泉駅

福井口駅
（乗り換え）

６
：
５９発

７
：34発

７
：
４９着

福井駅

福井口駅

敦賀駅

７
：49発

７
：
５６発

６
：30発

福 井 鉄 道

R
福井駅
（乗り換え）

７
：23着

越前武生駅

福大前西福井駅

７
：
１0発

８
：12着

福井駅
（乗り換え）

７
：51着
福井駅
（乗り換え）

７
：28着

JR福井駅前

啓新高校前

（所要時間 約10分 ※祝日除く）

8：05着

※2022年5月現在

↑金津

本線
北陸
JR

●県立歴史
博物館

●

17

えちぜん鉄道

松本通り

フェニックス通り

芦原街道

●福井
県立病院

↓福井

●福井
県庁
パリオ●

春江↑

屋内練習場
第2体育館

専用
野球場

さくら通り

福井駅

丸岡専用野球場

市立図書館
県立美術館
→

第1体育館

人工芝
グラウンド

丸岡運動
丸岡IC
公園

北
陸
自動
車道

福大前
西福井駅

西環状線
えちぜん鉄道

人工芝グラウンド

第2体育館

森酒舗●
芦原街道

啓新高等学校

福井
大学
正門

N
福大前
西福井駅

ラ
キ
ラ
キ

と

坂井市役所
丸岡支所

●市立
図書館

●福井
大学

と思っている中学3年生の皆さんへ!

京 福 バ ス

福大前西福井駅

藤島通り

高校時代
何かに挑戦したい

0776-23-3489

TEL.
↓市文化会館

www.keishin.ed.jp
さらに啓新を知りたいなら
公式アカウントへアクセス!

〒910-0017
福井市文京 4 丁目15-1

contact@keishin.ed.jp

あなたの可能性は
ここから拓く!
学校 法人 福井精華学園 学校案内 2023

SLOGAN

可能性に挑戦するということは、自分をあきらめないこと。
あきらめなければ、未知は拓ける。
私達は今、
未知なる可能性に向けた挑戦を続けています。

あいさつと
返事をしっかり !

しっかりあいさつすると気分がいいよ！

部活動との両立を図り

文武両道 !

工学系大学に
行くぞ !

志望校進学とサッカーで
インターハイに出場する !

苦手教科をなくして

国公立志望校合格 !

たくさんの検定に合格して

介護福祉士になる !

いくぞ甲子園 !

保育検定に合格して

立派な
保育士を目指す!

将来に役立つ資格を
たくさん取りたい !

色彩検定の
資格を取る !
［普通科 進学コース 2年］

最高の環境で集中して
取り組むことができます。

櫻井 飛翔（成和中出身）

専門教科をしっかり学び

将来は洋食店を
開業したい！

行くぞ！
春高！

ライバル校を倒すという
明確な目標がある
部活動です！

［普通科 アスリートコース 3年］

髙橋 樹生（南越中出身）

［調理科 2年］

川端 遥斗（社中出身）

［普通科 特別進学コース 2年］

田村 紘己（灯明寺中出身）

［普通科 進学コース 3年］

田中 力矢（武生第三中出身）

［普通科 普通コース福祉系 3年］

野路 真代（鯖江中出身）

［普通科 特別進学コース 2年］

石山 美蘭（大東中出身）

［普通科 普通コース保育系 3年］

佐々木 未来（中央中出身）

［ファッションデザイン科 2年］

江守 彩乃（進明中出身）

［普通科 普通コーススポーツ・文化系 3年］

藤澤 摩斗依（勝山中部中出身）

建 学 の 精 神と校 訓

み ん なを支 える 学 科コ ースリーダー の 先 生 方

自己の可能性を拓き、
社会に貢献する人間になる。

書の道を極めたい !
森山 泉（松岡中出身）
［普通科特別進学コース コース長 国語科］

幼少時に始めた書道は、今も週1回、2時間の稽古を続けています。真っ白
な半紙に墨を入れる瞬間…何ともいえない緊張感が魅力的です。書くだ
けでなく、書いた作品を玄関にも飾って生活を彩っています。

建学の精神

（人間教育の考え方）

カレーのお店を持ちたい !

人

真・善・美

個の完成

真

世の中から多くを学び、自己の可能性を見つける。

石橋 正將（勝山中部中出身）
［普通科進学コース コース長 理科］

自分の好きなカレーライスを極めてお店を持ってみたい。カレーライスは
教育と同じで、携わる人間によって味わいが異なります。私なりの極めた
こだわりで、教育と同じようにカレーライスも人々に提供してみたいです。

善
自己の可能性を社会のために活かすこと。

美

美

自己の可能性を磨き、社会や家庭の幸せを創り出すこと。

行学一路

日本一周旅行をしよう!

生き方

奈良 賢一（武生第一中出身）
［普通科普通コース コース長 数学科］

善

行動と学びで本当の力を身につける。

訓

礼儀から善い人間関係をつくる。

健康

健全な体に健全な精神が宿る。

学びの土台

健康

礼儀

福井と言えば…啓新！ 調理と言えば…啓新！ 部活と言えば…啓新！ 誰
もがすぐに「啓新」をイメージする学校を作っていきたい。特に卓球部顧問
としては常勝チームを作るのが目標です。

礼儀

協力・助け合う。

協和

協和

八尾 聡（愛知県出身）
［調理科 学科長 国語科］

学び（探求）

誠実
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誠実

全てのことに誠を尽くす。

常勝啓新を皆で作ろう!

真

（人格を育成するための４要素）

し、異文化感の強い沖縄も再訪したい。旅行を通じて、いろいろな見聞を
広めたいです。もちろん、ご当地グルメやお酒も楽しみの一つです。

社会の為に

校

自転車でのんびり走りながら、東北の震災復興を直接、確かめてみたい

目指せ 、パリコレクション !
水間 康乃（鷹巣中出身）
［ファッションデザイン科 学科長 家庭科］

ファッションといえば世界の祭典、パリコレ。昔は遠い世界の出来事で
したが、啓新の生徒も夢ではありません！ 私も生徒と一緒にパリコレ
へ…その前に見に行きたいです。
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み ん な の 頼 もし いリーダーたち

THE! 啓 新 の 先 生 !

当校の教職員は総勢120名。生徒以上に個性的で楽しい面々ばかり。

知らないコトを

いくつになっても

そこで、普段の姿や考えていること、思っていること、挑戦していることなどを聞きました。

挑戦

後悔を
楽しさと喜びに

を続けよう。

清潔感ある服装を心がけていて、
ス

今後挑戦したいことは、
日本人が行ったこ
とがない場所にいくこと。ワクワクします

を続けていますが、
今後、
挑戦したい

ね！ そのために体力作りは大切です。
卓球
部なので、
誕生日に買ってもらった器具を使

英語科

村江 幸子（成和中出身）

変えてくれた学校。

見てみよう、
やってみよう！

ニーカーがポイント！ 水泳とスノボ
のはピアノ。
初心者ですが、
練習して
好きな曲を弾きたいです。

ファッションデザイン科

サッカーも
いいけど、釣りにも
興味津々。

ストレスには、
遊びで先手必勝!

社会科

37 年間サッカーを続け、サッ
カーしかできない人生と思い
きや、
今後、
釣りに挑戦するつ
もり。アタリを待つ という感
覚を味わってみたいのです。

平山 大

何事にも
挑戦する
気持ちが
大事！

ストレスが溜まりそうになったら、先手を
打って発散！ 子供を遊びに連れまわし
たり、最近はカヌーを再開！ 何度も転覆
するけど、
とっても楽しい！

（茨城県境第一中卒業・福井県出身）

僕と一緒に
ダンスで楽しもう！

身だしなみにも
気を遣ってます !

国語科

東 俊輝（三重県出身）

なっておけば良かったと少し後悔
…。だから、友達を作って自分の世
界を広げてほしい。今の私は世界
を広げるため、海 外でフルマラソ
ンを目指します。

数学科
向岩 佑
（陽明中出身）

体を
鍛えたい〜!
みんな熱くて
やさしいよ !
数学科
田中 良樹
（春江中出身）

理科

𠮷田 卓史（大東中出身）

家庭科
齋藤 康介
（足羽第一中出身）

学 生 時 代、いろんな人と友 達 に

宮川 翔太（朝日中出身）

ダンス部を担当。
自分自身もダンス
の大会に挑戦していきたいと思って
います。
若い先生が多いので楽しい
学校生活をすごせますよ！

調理以外に、
接客にも
自信アリ !

友達を増やして、
世界を広げよう。

英語科
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小林 恵利香（永平寺中出身）

井野部 純一（陽明中出身）

保健体育科
梅田 圭仁
（藤島中出身）

皆で、
数検準２級を
目指そう !

洋服を買うときはデザインの他、縫
製も細かくチェックしてます。

理科

植松 照智（静岡県出身）

英語科
小林 勇輝
（金津中出身）

青と黒が好きで、クローゼットはそ
の 2 色で 溢れている感じ。仕事 柄、

いながら腕立て伏せを続けています。

学生時代を振り返って、もっと野球の練習
をしておけばよかったと後悔。だから今は野
球部顧問で 頑張ってます。活気があり、パ
ワーを感じる本 校で一緒に全力投球しま
しょう。
社会科

炭酸飲料で
シュワ〜、
ストレス解消 !

デザインや
縫製の学びが、
買い物に役立つ！!

家庭科
石川 みゆき
（陽明中出身）

国語科

熊谷 英晴（至民中出身）

夢や
目標に近づけ、
実現できる学校です。
幼少時の夢は、バスの運転手。その夢は、部活
動のバスを運転することで実現、
嬉しい！次なる夢、目標は、生徒達と
一緒に色々な検定に挑戦
することです。

社会科

橋場 正裕（石川県出身）

勉強も恋愛も
告白も!?
納得いくまで
やるべき!

音楽は楽しいよ♪
フランス語も
話せます!

効果てきめん！
ストレス解消法はコレ。
何かと忙しいので、気がつくとすで
にストレスが溜まっています。そんな
時は寝る、あるいはバレーでスパイ
クを打ちまくる！スカッとしてやる気
も出ます。

音楽科
小野 裕貴
（愛知県出身）

努力は絶対、
裏切らないよ。

家庭科
吉川 奈緒美
（朝日西中出身）

保健体育科
山崎 均
（富山県出身）
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学 科 コ ース 比 較

未来を選ぶのはあなた!!

啓新で学ぼう！ あなたの将来が見えてくる！

こ ん な 人 に お ス ス メ！

学 科・コ ース

国公立大・難関私大を
目指すならここ！

国公立大学への合格率 70％以上を目標にしています。

部活動に力を入れながらも、
大学進学等を目指すコース。

進学コース

スタディサプリや 7 つの習慣 J を導入。

硬式野球部と男子・女子ソフトボール部、女子バスケット

とことん体育技術を
磨くならここ！

アスリートコース
普 通 科

文武両道を
実現したいならここ！

ボール部の体育強化クラブの選抜生徒で編成。午前中は
通常の 5 教科授業、午後は体育授業・部活動を行います。

スポーツ・文化系

コミュニケーションを
磨きたいならここ！

情報コミュニケーション系

保育系

福祉系に
進みたいならここ！

福祉系

ファッションやメイクに
興味があるならここ！
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ファッションデザイン科

取 得 で きる資 格

主な進 路

実用英語技能検定
実用数学技能検定
日本漢字能力検定

国公立大学
難関私立大学

P.14

実用英語技能検定
実用数学技能検定
日本漢字能力検定

国公立大学
私立大学
公務員 など

P.18

実用英語技能検定
実用数学技能検定
日本漢字能力検定

私立大学
実業団・県内外企業

実用英語技能検定
実用数学技能検定
日本漢字能力検定 など

私立大学、専門学校
県内企業 など

P.26

私立大学、専門学校
県内企業 など

P.27

家庭科保育技術検定
実用英語技能検定 など

私立大学、専門学校
県内企業、保育園 など

P.28

実用英語技能検定
色彩福祉検定 など

私立大学、専門学校
県内企業、福祉施設

P.29

調理師免許
料理検定
菓子検定 など

私立大学、調理専門学校
県内企業・団体（調理系）など

P.30

家庭科被服製作技術検定
メイク検定、色彩検定 など

私立大学、
服飾系専門学校
県内企業・団体 など

P.32

情報処理検定
ビジネス計算実務検定
ビジネスコミュニケーション検定など

など

P.22

2年次に進級の際に4つの系統にわかれ、

保育系に
進みたいならここ！

調理科

多様化する希望進路に
柔軟に対応するプログラムを用意したコース。

普通コース

料理人・調理師を
目指すならここ！

長

国公立大学や難関私立大学を目指すコース。

特別進学コース

大学進学・公務員を
目指すならここ！

特

それぞれ特色あるカリキュラムで学びます。

国家資格の
「調理師免許」
が取得できる学科。
経験豊富なプロ料理人の講師から学ぶこともできる。

洋服作りの基礎から応用、
ヘアメイクを含むトータルビューティーを学べる学科。
デザインや色彩感覚を養うことができます。

など
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現在、大学生・社会人として活躍中の啓新高校 OB の方にお話をうかがいました。

決して一人ではない！
さまざまなサポートで夢を実現できる場所。

悩みを相談し、たくさんのアドバイスをもらいました。受験が終わるまで
は勉強も一緒にしてくれた先生もいました。たくさんの礼儀も教わり、卒

正直、自信はなかった。逃げたい。何度もそう思いました。そんな時を

業後もとても役にたっています。ぜひ啓新高校で「可能性への挑戦」を

振り返ると、ライバルであり親友だったクラスメイトも先生も同じ言葉

かんできてモチベーションが上がりました。当日、受験会場でも自分は一
人じゃないと言い聞かせ、強気で試験に挑むことができました。啓新を
選んで良かった。啓新で出会ったすべての人に本当に感謝しています。

高倉 萌生さん
普通科進学コース／ 2020 年卒業
（明道中出身）
福井県立大学／看護福祉学部看護学科

02
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文武両道を目指す方、
礼儀・礼節を学びたい方におすすめします！
田代 浩太郎さん
普通科普通コース 福祉系／ 2021年卒業
（東陽中出身）
福井医療大学／理学療法学専攻

GR ADUATES

ことを決意。勉強中くじけそうな時も、この言葉や親友、先生の顔が浮

規律を守りつつも自由な校風が
それぞれの個性を引き出してくれる！

GR ADUATES

「一緒にやろう！」まず、この言葉で自信を持って大阪大学を受験する

目指してください。

受験前に面接練習や小論文練習でご指導くださったことが心に残っ

バスケットボール部に所属していましたが、勉強と部活動の両立がと

ています。とにかく先生方が素晴らしく、生徒が一生懸命頑張っている

てもしやすい環境で、生徒の相談にも先生一人ひとりが真摯に向き合っ

ことに対して100％の熱量で応援してくれる学校です。養護教諭を目指

てくれます。文武両道を精一杯果たしたい方にはとてもおすすめの学校

して日々勉強に励んでいますが、
「将来こんな大人になりたい」と感じた

です。現在は、理学療法士を目指していますが、礼儀や礼節、周りへの気

先生方を目標にこれからも頑張ります。

配りの大切さなど教わったことは今も活きています。

先生が優しく、
生徒も元気がいい
人間としても成長できる場所！
山本 彩夏さん
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GR ADUATES

を掛けてくれました。
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卓球部に所属していました。顧問の先生や担任の先生にさまざまな

普通科特別進学コース／ 2021年卒業（至民中出身）
大阪大学／理学部生物科学科生命理学コース

普通科普通コース スポーツ・文化系／ 2021年卒業
（鯖江中出身）
福井めがね工業株式会社 勤務

いろんなことに挑戦でき
自分の夢に近づくことができます！
林 祐輝さん
調理科／ 2020 年卒業（丸岡中出身）
四季遊菜 季寄 勤務
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GR ADUATES

三輪 敦紀さん

斎藤 ジオバナさん
普通科普通コース 保育系／ 2021年卒業（武生第一中出身）
金城大学／社会福祉学部子ども福祉学科

GR ADUATES
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さまざまなアドバイスや礼儀を学べ
卒業後も思い出すことがたくさん！

GR ADUATES

卒業生の声

進路で悩んでいる方も多いと思いますが、あせらずにゆっくり決めて

クラスで行った学校祭でのレストランと卒業料理発表会がとてもい

ください。啓新高校の先生方は、みんな熱心で優しい方ばかりで、人間

い思い出です。将来的には自分の店を持つことが目標ですが、スロー

としても成長できる場所だと思います。私も先生方に出会い、考え方や

ガンの「可能性への挑戦」を胸にさまざまなことに挑み続けている毎

物事を見る視点が変わりました。さまざまな面で成長できる環境なの

日です。知らないこと、分からないことを何でも聞けるのは若者の特

で、興味を持った方は体験してみるといいですよ。

権です。たくさん質問していろんなことに挑戦してください。

07

嶋田 優香さん
ファッションデザイン科／ 2020 年卒業（春江中出身）
北陸ワコール縫製株式会社 勤務

GR ADUATES

ファッションやメイクのことはもちろん
自分磨きもできる 3 年間でした！

ファッションデザイン科ではたくさんの経験ができました。卒業製作

に向けて何着も服を作ったり、いろんな検定の勉強をしたり。そして何

よりも自分を磨ける学科だと思います。自分を今以上に磨きたい方、
ファッションやメイクに興味がある方にはおすすめです。私も次のス
テップに向けて挑戦します！

10

11

進 化 する 啓 新高 校

最新の施設で快適に学べます！

快適・清潔で安心

生徒玄関もピッカピカ !

和室
広々とした和室は、
日本音楽
部の練習場所にもなります。

茶室

清潔
玄関

校舎を新しく
リニューアル

広々スッキリの生徒玄関。広場
横のポケットパークには、学園
の歴史を物語る記念碑もあり。

放送室

毎日使うトイレはキレイ
がイチバン！ 全館洋式
化されています。

各教室に4K対応75型テレビを導入!

撮 影用カメラや照 明 設
備、各種編集用PCも完
備の放送室から、
さまざま
な情報をお伝えします。

音楽室
防音設備も整った広々とし
たスペース。おもいっきり演
奏を楽しむことができます。

快適

第二体育館リニューアル

図書室
明るく開放的な空間に生まれ変
わりました。約8000冊の蔵書
に、
自習スペースもできました。

感染予防で安心

エアバスター!

新型コロナ、
新型インフルなどの
感染症対策として

県内学校
初導入！

万が一でも安心 ON LINE!

エアバスターを全教室・寮に導入！
オゾンの力でウイルスを限りなく不活性化。
東京消防庁をはじめ全国500台以上の
救急車に業務用を搭載。
救急隊員をウイルスから守っています。
※本機の設置によって完全に感染を防止するものではありません。

12

トイレ

感染拡大・台風雪害などで
学校 に行けなくても安心。
もしもの時は ZOOMシステムを利用して、
在宅で通常授業を受けることができます。
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普通科

特 別 進 学コース

［目指すべき生徒像］

特 別 進 学 コ ース の 目 標
❶特別進学コース全員の現役合格

［特別進学コースの特長］

時代の流れや世の中の動きを的確につかみ、
社会のニーズを探究し行動していくことができる生徒

❶充実した平日課外授業と土曜課外（部活動の生徒は個別に相談）
❷志望に応じた分割授業を実施、英数は習熟度別授業
❸小論文や面接、レポート、プレゼンテーションが必要な入試にも対応し、複数の教師が個別指導
❹学習方法から志望校選定まで丁寧に指導

❷国公立大学への合格率 70% 以上
❸早慶、関関同立、MARCH（※）などの
有名私大への現役合格
※明治大学
（M）
、
青山学院大学
（A）
、
立教大学
（R）
、
中央大学
（C）
、
法政大学
（H）

国公立大学、有名私立大学への進学を目指す生
徒を対象に、一人ひとりが能力を最大限に発揮
できる環境づくりを目指して、個別指導を行って
いきます。

週1回のキャリア教育では、学習方法や志

を選択し、希望の大学への進学をサポートし

望校選 定はもとより、受験 願書の書き方ま

ます。

で丁寧に指導。受験をサポートする外部の専

授業は 5 教科を中心に、1日7 時限までを

門家による講演、講座も行っています。学校

基本としています。2 年次からは生徒の志望

推薦型選抜（旧名称 推薦入試）や、近年増加

系統に応じて、文理 2 つのコースに分け、さ

傾向の総合型選抜
（旧名称AO入試）
への対

らに一部で習熟度別授業を取り入れるなど、

応も万全。これらの入試では、小論文や面接

きめ細やかなカリキュラムによる指導を行っ

プレゼンテーションの力が問われるため、生

ています。

徒の志望に合わせて個別に徹底指導してい

課外 授業は 8、9 時限にそれぞれ 50 分間
実施。長期休暇中には、より実践的な演習形

学校でコレを学んで !

式で授業を進めます。

英語の授業では、ほかの国々の文化も知ることができて、と
アスリートコース

ても面白いですよ。先生方はとても熱心で、どんなことにも一

考えることの楽しさ、わかった時の
スッキリ感、学ぶことを通じて感じ
るものを大切にしてほしいです。

国公立大や難関大学の合格率が高
く、入学後にとても成績が伸びると
聞いて、
入学を決めました。

※総合型選抜＝専門分野の研究に強い意欲を持つ
志願者を対象に、
選考書類や面接･小論文･
グループ討論などで評価し選抜を行う方法

いろんなことにチャレンジしてみよう !

私はコレを伝えたい !

学校のココが好き!

ます。

進学コース

特 進コースの 数学の授業で、何を
どのように考えるか、何をどれだけ
楽しめるかを学んでください。

特別進学コース

「きめ細かい教科指導」
「一人ひとりを大切にする進学指導」
「最新のデータに基づくキャリア・デザイン」によって
進学実績を伸ばしています。

一人ひとりの得意科目を見極め、受験方法

ファッションデザイン科

普通科

調理科

国 立 大 学 に 挑 戦した い人へ !

生懸命挑戦することができる環境ですよ。
3 年：福岡 拓海（灯明寺中出身）

数学科：向岩 佑
（陽明中出身）

先生のココが好き!

2 年：中濵 恭介
（鷹巣中出身）

数学科：宮腰 貴久（春江中出身）

CONCEPT

一人ひとりの個性を大切にし
国公立大学へ挑戦 !

先生のココが好き!
スポーツ・文化系

向上心があり、自分の夢に努
力を惜しまない生徒には全力
で応援します。夢の実現後も、
次なる夢へと歩んでいける生
徒を育てます。

普通コース

夢や希望に対し
全力投球しよう。

質問したことに丁寧に答えてくださ
り、熱心な指導で授業の雰囲気も
とても明るいです。

先生方の雰囲気がとても良くて、授業も
とても楽しいです。英語の授業では、と
ても優しく丁寧に教えてくださります。
1年：吉田 美咲
（足羽中出身）

情報コミュニケーション系
保育系

私はコレを伝えたい !
歴史を学ぶと、過去の経験や出来
事から未来を予想し、行動する力を
身につけることができますよ。
地歴公民科：福田 佑
（万葉中出身）

福祉系

明るい校風で
楽しい毎日を過ごせるよ。
オープンスクールの時に話を聞いたり
体験したりして、とても自分に合って

私はコレを伝えたい !
先生のココが好き!

な明るくて、挨 拶がとても印 象 的で

日本史の授業が楽しいですよ。語呂あわ
せや時代背景をドラマチックに話してく
れ、
とても面白くてわかりやすいです。

す。高校生活をエンジョイできますよ。

2 年：石山 美蘭（大東中出身）

いると感じて決めました。生徒はみん

英語は粘り強く取り組む姿勢
が大事です。
自分たちで考えて
答えを導き出せるよう、笑顔で
楽しい授業を心がけています。
英語科：村江 幸子成和中出身）

3 年：奈良 侑朱己（鯖江中出身）
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普通科

STEP

縁 の下 で 支 える 特 進 の 先 生 たち
定 着 するまで 何 度も！難

切に。お互い聞くだけでな

問に出合ったとき、
「あ！こ

学受験に対応した内容を

く話す。
わずかな変化に気

れ、先 生 が 言ってた や つ

全員が理解するまで、いろ

づいた時が面談の時。
普段

だ！」とひらめける生徒に

んな例を出して説明。その

から進 路に関わる大事な

なるよう 指 導。そ の た め

◉入学直後の学習オリエンテーション（国数英）により高校の学習内容、
方法について知る

後、理解した内容をアウト

話から何気ない日常生活

に、時 間は惜しまない。粘

プットできるかすぐチェッ

の話まで、いろいろな話を

り強く、何度でも全員がで

◉入学当初は中学レベルの確認および復習から始める

ク！「わ か る」
→
「で きる」

する。
勉強はもちろん、
様々

きるまでトコトンやりとり

◉7 限までの授業および 8、9 限の課外授業に慣れる

→「楽しい」→「もっと学び

な場面で自分の意見を相

をする。難問を前にしたと

◉勉強合宿にて学習の PADCAAサイクルを確立
（計画→助言→実行→チェック→助言→改善）

たい！」と全員が思う場を

手に伝えられる大人になれ

き「あきらめる」ので はな

作り出す！

るように日々生徒と会話！

く、
「いける！」
に変える！

徹底的に基礎を固めることにより、後の学力の土台を作ります。

◉総合的な探究の時間では職業観を育てる
◉スタディサプリ・スタディサプリEnglish（共にリクルート）を実施

◉手帳（フォーサイト）の活用にて、
時間管理・目標管理をし、自学自習の習慣を確立する

STEP

高校生活は人生の大きな

勉強方法を提供！ その目

分岐点。だからこそ 3 年間

がある。人生には無駄なこ

標を達成するためには、こ

で自己を理解し、今後の人

とはなく、すべてにおいて

こまで 理 解しないといけ

生に必要となる知識・技能

意味がある。とにかく今を

ないという具体的な基準

を身に着けていく。その原

大事にして、何事にも楽し

を伝える。これを可能にし

動力となる「目標」を生徒

んでほしい。難関大への道

ているのが、他の先生との

一人ひとりと一緒に考え、

を 拓 くた め に 万 全 の サ

情 報 交 換。生 徒 全 員の目

今やらないといけないこと

ポートを惜しまない。

標を頭に入れ全員の目標

を具体的に提示し続けて

に見合った授業を展開！

いく！

英語

使い始めて家庭学習の時間が増えたと大好評の手帳。

目標に向かって着実に前進する

芳川

先生

理科

川合

先生

先生

心に火を灯し、さらに燃え

自分がその時 代に生きて

理解度の確認を徹底！ 毎

上がらせる！ 生徒の心に

いれば、
その人の立場だっ

回 の 授 業 の 始めに、前 回

火がつくまで、熱く粘り強

たらと考えることから歴史

の授業で扱った事項の確

く接し続けていく。火がつ

を紐 解く。まるでタイムマ

認はもちろんのこと、ノー

けば、さらに火が燃え続け

シーンに乗って、
その時代

トやプリントの漢 字の間

るようにそれぞれに適した

にタイムスリップしたかの

違 い と い った 細 部 ま で

授業の受け方や家庭学習

ように思える授 業に生徒

チェック。実際の法律や制

の時間の取り方、やり方を

達は吸い込まれそう。

度を理 解しているか 生徒

提案。時には冷静に分析し

自身が調べ確認できるよ

アドバイス！

う全力サポート！

設定した進路に対し、学力向上に加え具体的な入試対策を講じます。
◉自分の学力を考慮しつつ比較検討した上で志望大学を決定する

英語

理科

栗田

社会

福田

先生

保育系

社会

有田

先生

先生

◉自分の志望学部・学科、レベルにあった教科、科目を選択する
◉演習形式の授業などにより入試に対応できる実力を養成する
◉学校推薦型選抜（旧名称 推薦入試）、
総合型選抜（旧名称 AO入試）では、
面談や小論文、プレゼンテーションについて
情報収集し、個別指導を受ける

福祉系

03

個々の考え、目標にあった

り組むことができる環 境

情報コミュニケーション系

◉オープンキャンパスへの参加、その後の報告会により
大学選択に関する意識を向上する

先生

すべてのことに、全力で取

村江

◉7 限までの授業および 8、9 限の課外、
土曜課外により学力を蓄積、向上する

宮下

先生

スポーツ・文化系

◉面談や適性検査、進学オリエンテーションにより
自分の進むべき進路（学部・学科）を決定する

02

向岩

先生

数学

普通コース

目指す進路を明確にして、意欲を高め、学習習慣を確立します。

STEP

目標の設定と実力の養成

東

数学

アスリートコース

オープンキャンパス報告会の様子。
自身でプレゼンの資料を作成し発表。

国語

進学コース

一人ひとりと話す時間を大

びたい !」へのきっかけ。大

特別進学コース

「わかる」授業が「もっと学

基礎力の養成

ファッションデザイン科

01

調理科

希 望 進 路 実 現 へ の STEP

過去 5 年間の主な大学合格実績
国立大学

公立大学

私立大学

大阪大・広島大・金沢大・福井大・富山大

大阪府立大・大阪市立大・福井県立大

明治大・立教大・同志社大・立命館大・関西大

滋賀大・静岡大・信州大・岡山大・群馬大

敦賀市立看護大・石川県立大・都留文科大

関西学院大・京都産業大・龍谷大・東洋大

鳥取大・高知大・帯広畜産大・室蘭工業大

島根県立大・公立鳥取環境大・長崎県立大

専修大・駒澤大・京都女子大・中京大・名城大 など

公立はこだて未来大・福山市立大
特進コース内にて実施する各教科のテスト優秀者の表彰。
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普通科

進 学コース

［目指すべき生徒像］

進 学 コ ース の 目 標
❶希望する進路への全員合格

［進学コースの特長］

あらゆる現場においてリーダーシップを発揮し、
社会を活性化させ、地元社会に貢献できる生徒

❶実力診断テストやスタディサプリを活用した基礎学力の充実
❷「7 つの習慣 J 」を学ぶことで、各個人の可能性を最大限に引き出す
®

たい」との要望に応えるコース。基礎学力の

る気と主体性を呼び起こして個々の可能性

充実と人間力の育成をベースに、学習と部活

を最大限に引き出します。実力診断テストや

動の両立を目指します。

スタディサプリを活用し、基礎学力の充実を

授業は基 本的に 6 時限目まで。部活動の

図ります。

ほか生徒会活動などの特別活動にも積極的

小論文やパワーポイントを活用したプレゼ

❹小論文・プレゼンテーションなどの学校推薦型選抜（旧名称 推薦入試）、

内活動に積極的に参加できます。それらの活動

に参加しやすい環境です。カリキュラムづく

ンテーションなど、学校推薦型選抜（旧名称

りは、最新のキャリアデザインの概念を徹底

推薦入試）や総合型選抜（旧名称 AO入試）

的に研究。現在の自己のあり方や将来に対す

への対策も万全。国公立大学、難関私大進学

る考え方を学べる構成にしています。

も視野に入れ、理系科目の充実を図っていま

でリーダーシップを発揮することにより、個々の
自信につながります。

ど幅広い体験をし、
「7 つの習慣 J」

福井県内の高校初導入「7 つの習慣Ｊ 」で
®

を学んでリーダー性を発揮して！

学校のココが好き!

スポーツは楽しいものですが、その
中でルールを守り、主体性を持つこ
とがとても大事です。

施設が 充実していて、先生方の
授業もとても面白く、充実した学
校生活を送ることができます。

保健体育科：徳丸 敬紘

す。

進学コース

私はコレを伝えたい !

特別進学コース

進学を目指しながら、部活や生徒会活動など学

最新のキャリアデザインの考え方によって、将来に対する考え方が前向きになります。柔軟な発想で生き方
全体を考え、
積極的に物事に取り組む姿勢を養います。

勉強はもちろん、
部活動や生徒会な

人間力・生きるカを身につける

は、正しいものの見方･考え方を身につけ、や

❸部活動や生徒会などの課外活動に積極的に参加し、校内におけるリーダー性を発揮する
総合型選抜（旧名称 AO入試）対策の充実

学校でコレを学んで !

❷実社会でリーダーとして活躍できる

「部活動に力を入れながら、進学準備もし

ファッションデザイン科

普通科

調理科

勉 強 と 部 活 を 両 立 し 、進 学 し た い 人 へ !

多くの生徒に慕われていて、フレ
ンドリーで すが、部活 動 のサッ
カーになるととても熱心な指導
で熱い！

アスリートコース

先生のココが好き!

7つの習慣Ｊ®では楽しみながら主体性を身につけることができる。

2 年：伊興田 風斗
（光陽中出身）

普通コース

学校のココが好き!
先生方の指導がとても熱心でわ
かりやすいところが好きです。人
間的にも成長できる場所です。

2 年：葛野 奏（足羽中出身）

目的に向かって前向きに無駄のない有意義な高校生活を送れる。

生きる力を身につけて
勉強と部活の両立に挑戦 !

生徒が良い意味で「楽しめる」環境
です。
とにかく行動し、
行動を起こす
大切さを実感しましょう。
保健体育科：大道 祐介
（至民中出身）

情報コミュニケーション系

生です。

CONCEPT

スポーツ・文化系

先生のココが好き!
学校行事などにもとても一生懸
命で、何事にも1番を目指す姿が
かっこよく、とても信頼できる先

私はコレを伝えたい !

大学進学を目的とした授業内容で徹底して基礎
学力を身につけられる。

地歴公民科：橋場 正裕
（石川県出身）

保育系

私はコレを伝えたい !
勉強や部活動、友達関係、そして啓
新高校との出会いそのものがすべ
て学び。吸収してください。

先生のココが好き!
普段は明るくて優しいのですが、怒
るときはしっかりと怒ってくれる生徒
思いなところが好きです。

福祉系

1年：矢野 神（丸岡中出身）

自分の決心を
後押ししてくれる。
「新しいコトがしたい！」と思って本
校を選びました。先輩と後輩の仲が

先生のココが好き!

い。自分が決めた道は間違っていな

授業の時はとても真剣に教えてくだ
さり、休み時間はたわいもない話で
盛り上がれる親しみやすい先生です。

かったと実感しています。

2 年：澤 侑希（三国中出身）

良く、先生方も温かくて勉強も楽し

3 年：安川 悠波（金津中出身）
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普通科

1

人生という長い時間の中では、大きな困難にぶつかることもあります。

◉大学入試に向けた学力育成
実力診断テスト
英検・漢検・数検の資格取得
◉進路指導・キャリア教育
進路マップ (Benesse)
◉入試指導・推薦入試対策
課外授業 面接・小論文指導
大学見学会

それら困難の見方・捉え方を変えれば、簡単に乗り越えられることがで

F I R S T

週1回／ 1年間

◉スタディサポート
（Benesse）

▶

年1回

◉ 到達度テスト（リクルート）

▶

年2回

◉ 英検・漢検・数検

▶

各年1回受験

◉ 進路個人面談

▶

年数回

きます。そんな困難・問題に立ち向かえる力やコミュニケーション能力
などの生きる力、すなわち人間力を、高校生活を通して総合的に養って
いくことができます。

大

学

人間力の育成

山梨大 ・ 福井県立大 ・ 敦賀市立看護大 ・ 東京農業大

徳

日本大 ・ 国士舘大 ・ 順天堂大 ・ 立命館大
京都産業大 ・ 龍谷大 ・ 中京大 ・ 東海大
愛知淑徳大 ・ 愛知大 ・ 福井工業大 ・ 仁愛大
福井医療大 ・ 仁愛女子短期大 他多数

週1回／ 1年間

◉スタディサポート
（Benesse）

▶

年1回

◉到達度テスト（リクルート）

▶

年2回

◉英検・漢検・数検

▶

各年1回受験

◉ 進路個人面談

▶

月1回

◉ 進路希望調査・進路先決定・文理選択

2

進学コース独自プログラム

SE COND

年次

「7つの習慣 J ®」
県内で初の導入。人間力を高める教育プログラム。
学力向上には生徒の
「やる気」
が不可欠。
そしてその気持ちは生徒自身の内面から
生まれることが重要です。
このことを認識し、
本校では人間力を高める教育プログラ
ム
「7 つの習慣 J®」
を取り入れています。
このプログラムは、
歴史に残る偉人やスポーツ界などで活躍した人々に共通してい
のです。
一見当たり前のようにも思えるこうした習慣を、
高校生の時期からしっかり身
につけることで、
学力面だけでなく生活面での成長を自ら実感できるようになります。

経済産業省第３回キャリア教育アワード奨励賞受賞

自分でできる！を
体感できる環境。

年次

◉大学入試対策

▶

課外授業実施

◉ 実力判定テスト
（Benesse）

▶

1学期1回

◉学校推薦型入試対策
（小論文指導・面接指導・教科指導）

▶

夏季休業中・
2 学期以降実施

◉ 英検・漢検・数検

20

実に出来る場所でもあります。

▶

各年1回受験

英語科：指岡 理加
（美浜中出身）

最優秀賞グランプリを獲得

終わりを考えてから始める
一番大切なことを優先する
Win-Win を考える
まず相手を理解してから次に理解される
相乗効果を発揮する
自分を磨く

2 年生の夏に、自分が成し遂げたい課題を設定し、成し遂げられるまで半年間、挑戦し続けるコー
ス企画『校内チャレンジカップ』。半年後には、挑戦を振り返り、自分が半年間取り組んできた
ことを発表し、進学コースで優秀者を決定します。また、これらの発表の全国大会もあり、
進学コース創設 3 年目にして、大快挙！中嶋優斗君が『全国チャレンジカップ』でグランプ
リに。全国の1万 6 千点の挑戦の中の頂点に選ばれました。
『毎日お世話になっている家族の役に立ちたい』
そんな優しい彼のチャレンジは家族のお
手伝い 2500 回。
家族への恩返しのつもりで始めたチャレンジが彼に気付かせたことは、
毎日家事をやってくれている家族への感謝。
そして当たり前のようにある毎日は当たり前で
はなくありがたい毎日だということ。
彼の気付きと心の成長は会場を優しい感動で包み、
見事グランプリを獲得しました。

福祉系

生徒の皆さんには、後々後悔しな
いよう、知りたいことわからない
ことはすぐに調べ、やりたいこと
にはすぐにでも挑 戦して欲しい
と思っています。そしてそれが確

T H I R D

『チャレンジカップグランプリ決定戦』で

自分が選択する

保育系

3

« 第１の習慣 »
« 第 2 の習慣 »
« 第 3 の習慣 »
« 第 4 の習慣 »
« 第 5 の習慣 »
« 第 6 の習慣 »
« 第 7の習慣 »

情報コミュニケーション系

る習慣をまとめた書籍
「7 つの習慣 ®」
を、
日本の小中高生向けにアレンジ・開発したも

「７つの習慣 J®」
ではこんな力を身につけます

スポーツ・文化系

▶

福井県警 ・ 長野県警 ・ 福井市消防局

普通コース

◉進路マップ（Benesse）

公 務員

◉人の内面を磨く
協調性・問題解決力の育成
7 つの習慣Ｊ®
未来マップコンペティション
チャレンジカップの参加

体
◉特別活動への積極的参加
部活動・同好会の積極的所属
生徒会活動への積極的参加
生徒会執行部の所属
ボランティア活動の参加
学校行事への積極的参加

アスリートコース

◉ 進路希望調査

人
総合的な

進路実績

進学コース

年次

▶

特別進学コース

問題解決能力と
生きる力・人間力の総合育成

ファッションデザイン科

知

丁寧な進路指導・キャリア教育と
基礎学力の育成

◉ 進路マップ（Benesse）

調理科

希 望 進 路 実 現 へ の ST E P

アスリートコース

女子ソフトボール部

ファッションデザイン科

［目指すべき生徒像］

男子ソフトボール部

調理科

普通科

普通科

硬 式野球部、男子・女子ソフトボール 部、
女子バスケットボール 部の選抜生徒向けコース

［アスリートコースの特長］
❶特定の競技を選択し、競技力の向上を図る

体育の知識や高度な運動技術を身につけることで、
社会を明るく・元気にしていくことのできる生徒

❷進学に必要な基礎学力の定着を図ったうえで体育の実技や専門知識を深めて
自身の専門種目に活かせる学びを展開
❸学校推薦型選抜（旧名称 推薦入試）、総合型選抜（旧名称 AO入試）対策の充実

特別進学コース

CONCEPT

先生のココが好き!
自主性を尊重して、
自分たちで考え
た練習内容で指導してくれます。
自
分を変えたい人におすすめです。

さらに高みを目指して
成長しよう！

1年：中川 千太郎（安居中出身）

原則、体育系強化クラブの選抜生徒
野球・ソフトボール、女子はソフトボー
ル・バスケットボールを選 択し、礼儀・
礼節指導をはじめ、スポーツマンらしい

地歴公民科：綿引 啓太
（東京都出身）

アスリートコ ースの目標
保育系

で編成、体育実技の種類は男子は硬式

❶一流のアスリートを目指し、スポーツの実技と理論を極める。

先生のココが好き!

❸進学のための基礎学力も充実させる。

常に体のケアや体調を気づかってく
れます。身 長 も高くて体 格 もよく
カッコイイ先生です。

能力向上を目指します。
また、授業は進学に備え、基礎学力

1 限目

2 限目

3 限目

4 限目

昼休み

5 限目

6 限目

放課後

授業

授業

授業

授業

昼休み

体育
授業

体育
授業

部活動

の定着に重点を置き、学校推薦型選抜
（旧名称 推薦入試）、総合型選抜（旧名
称 AO入試）対 策のため、小 論文指導
や面接・プレゼンテーション能力の向

3 年：平井 滉太（至民中出身）

アスリートコ ースの 1 日の 流 れ（ 一 例 ）

午前中は通常の5教科授業を行います。
午後からは体育の授業で体幹等を鍛え、その後部活動を行います。

先生のココが好き!
「考動」
による
人間的成長を！

目標をもつことの
大切さを伝えたい！

目標〜計画〜実行〜改善のサ
イクルから、計画的に野 球の
知識・技能を深め、
スポーツの
楽しさを仲間と共感できる指
導をしています。選手主体で
考え動く
「考動」
をスローガン
に人間的成長も目指します。

一人ひとりが具体的な目標を
持ち、それを達 成するために
日々の努力を惜しまないこと
が大切です。相手のことを理
解して共 感し、心から信 頼で
きる人間関係を築くことの大
切さを伝えたいです。

保健体育科：
山下 晃太（神奈川県出身）

保健体育科：
安野 絋平（大東中出身）

個性豊かなメンバーが集まる私たち
をあたたかく見守ってくれ、
時には厳
しく指導してくれます。

福祉系

❷強化クラブで心・技・体を鍛え、全国優勝できるだけの競技力をつける。

振る舞いを身につける人間教育を行う
と共に、全国トップを狙えるだけの競技

女子バスケットボール部

情報コミュニケーション系

心身を鍛え、専門種目に優れた
競技 力を発 揮できる人間を目指します 。

3 年：本橋 美岬
（灯明寺中出身）

商業･情報科：
村上 章平（福井中出身）

硬式野球部

生徒一人ひとりの個性を存分に伸ばす
ことができる環境や設備が整っていま
す。
本校で、
出来なかったことが出来る
ようになる体験やその体験からくる喜
びを味わってください。
そうすることで、
必ず
「努力」
することは苦でも何でもな
く、
楽しいことだと感じることが出来る
はずです。
私もまだ 3 年目です。
一緒に
学んで成長していきましょう！

大好きなソフトボールがさら
に好きになれるような環境作
りをしています。
自分の考えを
しっかりと持った部員が多く、
個々の努力に加え、皆で頑張
ろうという意欲みなぎるチー
ムです。

一人ひとりのことを真剣に考えてく
ださっています。
ソフトはもちろん人
間性も高められます。

スポーツ・文化系

「努力」
の楽しさを知って欲しい！

「常笑」
で日本一を
目指そう。

普通コース

保健体育科：
山崎 均（富山県出身）

先生のココが好き!

アスリートコース

部活動の専門性を追求するこ
とができ、自分自身を高める
原 動 力にしやすいコースで
す。
授業や部活動を通じて、
生
徒たちが前向きに心豊かに成
長してくれるように心がけてい
ます。

進学コース

専門種目を伸ばし
全国の頂点に挑戦!

1年：清水 心暖（鯖江中出身）

上に力を入れます。
22
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普通科

普 通 コース

［目指すべき生徒像］

学校のココが好き!

さまざまな可能性に挑戦する心を持ち、
希望進路実現に向け、
多様な分野に適応していける生徒

自分の可能性に挑戦したいと思い、
ここに決めました。いろんなことに
挑戦できる学校ですよ。

いつも明るく私たちを笑顔にしてく
れるところが大好きです。制服も恰
好良くて気に入ってます！

三つの特長

01

3 年：新地 隆盛
（春江中出身）

学び直しで基 礎力アップ

特別進学コース

先生のココが好き!

ファッションデザイン科

普通科

調理科

自 分 の 未 来 を じ っ くり と 決 め た い 人 へ !

1年次は、中学校の復習（英語・数学）からスタートして、徹底した
基礎学力の定着を図ります。カリキュラムは１つで、みな同じ授業を
受けます。定期的に基礎力診断テストを行い、全国的に基礎力が身
についているかどうかを確認します。基礎学力の定着に主眼をおい

探究型キャリア教育

アスリートコース

02

進学コース

たカリキュラムは３年間、
卒業まで続きます。

次世代キャリア教育「エナジード」を導入し、自分の選んだ道を正
解にする社会が大きく変化する中で「この先の未来、自分がどう人
生を歩んでいくか」の判断基準を考え抜くための、次世代型キャリ
ア教育です。社会・未来・海外、とステージを変えながら生徒が自分

普通コース

の力でゼロから1を生む経験を繰り返すことで自身の可能性と「こ
れから何をしたいのか、どんなことを学びたいのか」に気づきます。

一つひとつの時間や行事などを大切
にして
「今」
を充実させよう！そこから
様々な経験をしてください。

まわりの人たちに対しての感謝の気
持ちを大切にしてください。元気が良
くて素直な生徒が多い学校ですよ。
保健体育科：城戸 佑太（金津中出身）

四つの系統選択で自己の
未来を拓くことに挑戦!

03

スポーツ・文化系は１年に続いて基礎学力の定着に力を入れ、キャリア教育を通して将来の 進路を
探求します。また、保育や福祉は社会的ニーズが高く、将来の就活にも有利ですが、反面非常に適性を
問われる職業です。自分の適性を確かめながら将来の進路を確実なものとします。情報コミュニケー
ション系は 5G デジタル社会の到来を前にして、情報の受け取り方、発信の仕方などのスキルを身につ
け、
やりがいのある進路を選択していきます。

1 年生
共 通 カリキュラム

多くの夢を持ったまま将来の進路について絞りきれない生徒のために、特
にも力を入れており、総合的な探究の時間を利用し、自分のなりたい職業を
見つけ、就職するために何が必要かを自覚して、実現に向けて自ら努力する
意識を養います。
基礎学力の定着に重きを置いているのも特長です。中学校の復習の徹底
に始まり、学力定着の確認のための「基礎力診断テスト」を定期的に実施。
全国的に見てどのくらい基礎力がついているかを常に確認します。2 年次進

に実施して進捗具合を確認しながら基礎学力の定着を徹底します。

2 年生・3 年生
目標は大きく、
人間としても大きく！
2022 年から従来の情報商業科が
普 通 科に統 合され、情 報コミュニ
ケーション系として生まれ変わりまし
た。
現代のビジネス社会ではコミュ
ニケーションスキルが求められるで
しょう。
私たちと一緒に人間的にも
成長し、
大きな人間になりましょう！
商業科：西村 善宏
（富山県出身）

ス ポーツ・文化 系
基礎学力の充実に力を入れ
将来の進路を探求するカリキュラム。

情 報コミュニケーション系
コミュニケーション力やビジネスマナーを
身につける実践的カリキュラム。

保

育

系
福祉系

色あるカリキュラムを用意しています。進路を確かなものとするキャリア教育

中学校の復習から始めるなど「学び直し」を行い、
「基礎力診断テスト」を定期的

保育系

多様 化 する希望 進 路に
柔軟に対応したプログラム

情報コミュニケーション系

私はコレを伝えたい !

CONCEPT

2 年次から 4 系統の選択

スポーツ・文化系

学校でコレを学んで !

保育士を目指すための資格取得を視野に入れた
実践的カリキュラム。

福

祉

系

福祉分野のあらゆる進路に対応した
実践的カリキュラム。

級の際に、4つの系に分かれそれぞれ特色あるカリキュラムで学びます。
24
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普 通 コ ース

［スポーツ・文化系の特長］
❶課外活動を通しての自己成長

［情報コミュニケーション系の特長］

情報コミュニケーション系

❷基礎学力の定着を図るためのカリキュラム
❸キャリア教育をベースとした人生設計の確立

❶各種商業系、ビジネス系の資格に挑戦

ファッションデザイン科

スポーツ・文化系

伝 える力 を高 めた い人へ !

調理科

普 通 コ ース

普通科

学 校 生 活と 部 活 動 を 楽し みた い人へ !

❷情報機器操作技能を身につけるカリキュラム
❸社会に出てすぐに役立つ心構えやスキルを身につける

ビジネスマナー、動画編集のプロが
指導します

先生のココが好き!
フレンドリーで先生から話しかけて
くれるところが好きです。勉強しや

特別進学コース

すい環境が整っていますよ。
3 年：佐々木 柊也（武生第一中出身）

進学コース
アスリートコース

私はコレを伝えたい !
人と人との関わりの大切さを学ん
で欲しい。
得意不得意関係なく全
員が参加し協力し合える授業を心
掛けています。
保健体育科：東川 泰斗
（金津中出身）

人間的成長なくして、技術的成長な

先生のココが好き!

〈日本漢字能力検定協会主催〉
●文章読解・作成能力検定３〜4 級
〈日本数学検定協会主催〉
●実用数学技能検定1〜4 級

ヨガ実習の授業

スポーツ、文化活動やボランティア
活動などを通して自分を磨き、
希望の進路を実現する

私はコレを伝えたい !

先生のココが好き!

人に対する優しい心を身に付けてく
ださい。社会で生きるために大切な
ルールやマナーも学んでください。

いつでも明るい西村先生は、とても

公民科・福祉科：福野 徳子
（足羽中出身）

3 年：寺尾 遥華（武生第五中出身）

ポーツ・文化系では、さらに進路を探求し進
路選択の幅を広げるためにも、徹底した基礎
学力の定着を図る学びが展開されます。
また、3 年間を通じて週1時間の総合的な

親しみやすくて、いろんなことを聞
きやすい頼りになる先生です。

取 得 で きる資 格
〈全国商業高等学校協会主催〉
●情報処理検定 3 級
●ビジネス計算実務検定 2〜3 級

検定などビジネスに有効な資格の取得を目指し

コミュニケーションカやビジネスマナーを
身につけ、
自身の夢を実現する

ます。ビジネスコミュニケーションに関する科目

2 年次以降に進む情報コミュニケーション系

遇・電話応対など具体的なスキルやマナーを学

では、社会人としての心構えや理念を理解し、接

「高校３年間を、部活動やボランティア活

探究の時間を使い、キャリア教育を行いま

●ビジネス文書実務検定1〜3 級

では、主体的に行動できる力を身につけ、即戦力

び、模擬面接も授業で実施します。また、県内の

動など、完全 燃 焼できる何かに打ち込みた

す。高校生の時期にありがちな漠然とした人

●ビジネスコミュニケーション検定

として活躍できる人材の育成を目指します。ビジ

各事業所においてインターンシップ（就業体験）

ネス全般の基本ルールを身につけるために、
ビジ

を実施し、
実務的な体験を行います。

い」。そんな生徒の個性を尊重しながらも、希

生観から、将来を見据えた人生設計の確立

望を実現するために着実な基礎学力と人生

を目指します。こうして生徒の個性を尊重し

観を養います。

た適切な進路指導のもと、大学、短期大学、

1年次には普通コース全体において、数学
など中学校で苦手だった人の多い教科の学
び 直しから始めますが、2 年 次 以 降このス
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な人と話し、
付き合ってみよう。

各種専門学校への進学、就職など幅広い進
路実現を目指します。

〈文部科学省後援〉
●ビジネス能力検定 3 級
●実用英語検定1〜4 級
〈日本漢字能力検定協会主催〉
●日本漢字能力検定1〜4 級

ネス基礎・情報 処理などの専門科目を学び、実

ビジネスマナーや動画編集など専門性が高い

践的な知識や技術を習得することができます。

分野に関しては、経験豊富なプロの講師から学

科目「情 報 処 理」ではコンピュータやアプリ

べます。進 路に関しては、一人ひとりの 希望に

ケーションソフトの基本概念を理解し、
活用する

そった適切な指導のもと、就職だけではなく、大

能力を高め、情報処理検定やビジネス文書実務

学、
短大、
専門学校への進学にも対応します。

福祉系

●日本漢字能力検定1〜4 級

コミュニケーションです。いろん

保育系

●実用英語技能検定1〜4 級

人と人とのつながりの大切さ、

情報コミュニケーション系

〈文部科学省後援〉

して大きくなってください。
商業科：西村 善宏（富山県出身）

商業科：金光 隆中（島根県出身）

3 年：水谷 里羽（上志比中出身）

取 得 で きる資 格

私はコレを伝えたい !

スポーツ・文化系

質問などをした時に、
個別で
時間をとって丁寧に教えてく
れる先生です。
先生と生徒の
仲がとてもいいです。

し。ここでの経験を通じて、人間と

普通コース

私はコレを伝えたい !
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普 通 コ ース

［保育系の特長］
❶保育に関する体験ができるカリキュラム

福祉系

❷知識・技術の到達度を測る検定・資格への挑戦
❸基礎学力の定着と安心の進路選択

［福祉系の特長］
❶福祉を深く理解するための特色あるカリキュラム

ファッションデザイン科

保育系

福 祉 の 現 場で 活 躍した い人へ !

調理科

普 通 コ ース

普通科

保 育 士を目 指した い人へ !

❷知識・技術の到達度を測る検定・資格への挑戦
❸基礎学力の定着と安心の進路選択

先生のココが好き!

私はコレを伝えたい !

などを熱心に教えてくださるので、
安

堂々と自分の夢を宣言してください。

心して授業を受けることができます。

そして信じ続けてください。
「夢」は

特別進学コース

生徒一人ひとりにわからないところ

いつか
「予定」
に変わります。

3 年：山崎 紗愛
（灯明寺中出身）

福祉科・公民科：墨谷 宰（芦原中出身）

進学コース
アスリートコース

私はコレを伝えたい !
自分自身に限界を作らず、
高校生活でしか
できないことにチャレンジしてください。
わ
たしもお手伝いします。
家庭科：駒野 浩絵
（織田中出身）

普通コース

先生のココが好き!
毎日の授業も楽しく、
先生
と生 徒 の 距 離 が 近 い の

スポーツ・文化系

で、
悩み事があっても相談
しやすいところです。
3 年：多田 愛那（社中出身）

情報コミュニケーション系

私はコレを伝えたい !
社 会に出るとまず 頼れるの
は自分自身です。一人で悩み
考えられる力を3 年間で身に
つけてください。応援します。
国語科：宮原 果歩
（美浜中出身）

〈文部科学省後援〉
●家庭科保育技術検定1〜4 級

ミュニケーション能力や言語表現力を高めら

将来、保育士を目指すための
基礎から応用までを学ぶ

●日本漢字能力検定1〜4 級

2 年次以降に進む保育系では、将来進学し
て、保育士の資格を取得することを視野に入
れたカリキュラムを用意しています。

〈文部科学省後援〉
●実用英語技能検定1〜4 級
〈日本色彩環境福祉協会主催〉
●色彩福祉検定1〜4 級

漢字能力、硬筆書写などオールラウンドに役

〈日本漢字能力検定協会主催〉

立つ検 定にも挑 戦できます。進学に関して

●日本漢字能力検定1〜4 級

昨今の少子化や核家族化によって、家庭

は、保育士資格を取るための大学･短大の指

内や近所など身近な場においても小さな子

定校推薦枠もあります。また希望に応じ保育

どもと触れ合う機会が少なくなりつつありま

関係以外の大学・短大・専門学校への進学、

す。そのような現状をふまえ、授業では演習・

就職にも対応します。

実習に重点を置きながら、子どもたちとのコ
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での1級合格を目標とし、他にも英語技能、

取 得 で きる資 格

〈日本赤十字社主催〉
●赤十字救急法救急員認定証
●赤十字健康生活支援講習支援員認定証
●赤十字幼児安全法支援員認定証

福祉社会を支える人材を目指し
知識と技術を身に付ける

用して人々の幸福に貢献することを学び、人
間の生理や心理機能と深く関わる色を福祉
の場面に活用するための「色彩福祉検定」の

2 年次以降に進む福祉系では、将来福祉

取得を目指します。このように技術や知識を

関係の仕事に就くことを視野に入れた授業

学ぶ成果として、さまざまな資格試験にも積

を展開します。介護福祉士、社会福祉士など

極的に挑戦します。

として活躍できる道が開けます。

福祉系

●実用英語技能検定1〜4 級

技術や知識の到達度を測る検定にも挑戦
します。家庭科保育技術検定は、3 年次前期

（音楽リズム、
造形表現、言語表現、家庭看護）

〈日本漢字能力検定協会主催〉

れるような指導を行っています。

保育系

取 得 で きる資 格

進路に関しては、一人ひとりの希望にそっ

特色あるカリキュラムを多数用意していま

た適切な指導のもと、福 祉関 係の大学・短

す。
「社会福祉基礎」では現代社会における

大・専門学校への進学、関係機関への就職に

福祉の意義や役割を、
「介護総合演習」では

対応します。またそれ以外の進学、就職にも

高齢者や障がい者の介護についての理解を

対応していきます。

深めます。
「色彩 福祉」では色の持つ力を応
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普通科
調理科

調 理 師 を目 指した い人へ !

［目指すべき生徒像］

調理科では、学習の柱である調理実習を通
して、一人ひとりに確かな知識と技術を定着

❶国家資格である「調理師免許」が取得できる

て、歴史と伝統があり、数多くの卒業生が料

させ、学習意欲を高めると共に、困難を乗り

❷経験豊富なプロの料理人の講師から学べる

理の世界で活躍しています。本校の調理科で

越え、自分の道を切り拓こうとする生徒の育

調理師免許取得に必要な専門科目を学び、

成を図っています。そして、調理師としての確

習得することで、国家試験免除で調理師免

かな知 識と技 術で社 会 貢 献できる人 間に

許が取得できます。
「できないことができるよ

育ってほしいと願っています。

［調理科の特長］

調理に関する確かな技術と知識を身につけることで、
未来を切り拓いていくことができる生徒

❸現場実習を通し実践的能力が磨ける
1年次に基本的な知識と技術を身につけた上で、2 年次から県内の一流店で活躍する現役の料理人から、少
人数でプロの技術と味を学びます。
また、
2 年の現場実習で、
実践的なキャリア教育を行っています。

うになる」このことは、自分自身の成長を実

また、ホテル、レストラン、料亭、病院などの
現場実習を通して、調理師としての心構えや

感でき、学習意欲につながります。

実践力を育成しています。

特別進学コース

本校は、福井県で最初に国から認可を受け
た「厚生労 働省指 定調 理師養 成 施 設」とし

ファッションデザイン科

調 理 科

卒業料理発表会

3 年次に、
技術と知識を学んだ
集大成として調理技術を披露
します。料理を振 舞うことで、
自分の成長を実感できます。

進学コース

学 校 の ココ が 好き !
調理師という夢を叶えるための環
境が整っていて、多くの技術や資格
を身につけることができます。

先 生の ココ が 好き !

調理師を目指す上で必要な知識や
技術、心構えをしっかり学んでくだ
さい。
生きる上でも役立ちます。

授業以外にも面白い話をたくさんし
てくれ、ダメなところもしっかりと注
意してくれる先生です。

私はコレを伝えたい !

優しくて面白いところが大好
きです。
ほかの先生方もとて
もフレンドリーで、
毎日楽しく
過ごすことができます。

アスリートコース

学校でコレを学んで !

先生のココが好き!

調 理 師 になりたい人 はもちろ
ん、そうではなく少し興味のある
人にもおすすめします。新たな

2 年：小竹 彩（社中出身）

発見をして将来の道を考えるい
いきっかけになるはずです。

2 年：澤 大貴
（万葉中出身）

3 年：小林 颯汰
（丸岡中出身）

普通コース

挑戦することで、いろいろな出会い
や経験が得られます。それらが人生
をもっと楽しく豊かにします。
家庭科：齊藤 康介
（足羽第一中出身）

スポーツ・文化系

CONCEPT

情報コミュニケーション系

確かな知識と技術で
調理の道を切り拓くことに挑戦 !

私はコレを伝えたい !
調理 という素晴らしい技術を身に
つけて、人を喜ばせることができる
調理師に挑戦してみませんか。
家庭科：石川 みゆき（陽明中出身）

保育系

先生のココが好き!

進 路 状 況（ 過 去 5 年 間 ）

実習中はもちろん、それ以外でも相
談にのってくれて、さまざまな面で
支えてくれる先生です。
3 年 : 今田 優愛（至民中出身）

私はコレを伝えたい !

【短期大学】金沢学院短大／仁愛女子短大／東海学院大短大／聖母女学院短大
／北陸学院大短大部／三重短大 他

取 得 で きる資 格
●調理師
〈文部科学省後援〉

高校生の時にしかできないことはた
くさんあります。
失敗しても大丈夫！
精一杯やって後悔しないように。

●家庭科食物調理技術検定1〜4 級

家庭科：堀 美里（京都府出身）

●和食検定

●料理検定1〜3 級
●菓子検定 2〜3 級
●実用英語技能検定1〜4 級
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福祉系

【大学】
岐阜女子大／愛知学泉大／修文大／日本福祉大／福井工業大／仁愛大
／名古屋文理大／東海学院大／京都光華女子大 他

〈全国商業高等学校協会主催〉
●ビジネス文書検定 2〜3 級
〈日本漢字能力検定協会主催〉
●日本漢字能力検定1〜4 級
〈日本数学検定協会主催〉
●実用数学技能検定準 2〜5 級

【専門学校】辻調理師専門学校／京都製菓技術専門学校／福井製菓専門学校／
大阪調理製菓専門学校／天谷調理製菓専門学校／エコール辻東京専門学校／
スーパースイーツ製菓専門学校 他
【企業・団体】ホテル椿山荘東京／㈱西武ホールディングス／㈱グランディア芳泉
／日本料理 瀬名／レストランジャルダン／医療法人はるさか（調理）／プティレス
トランシェサカイ／開花亭／福井循環器病院（調理）／㈱ユアーズホテルフクイ／
㈱番匠／ホテル日航金沢（調理）／料亭中松／日清医療（調理）／福井愛育病院
／宮川町水簾京都本店／自衛隊（調理）
／ブラッスリー ラジット 他
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普通科

［目指すべき生徒像］
「美のプロ」として、ファッションについて
トータルに考え行動できる、心身ともにたくましい生徒

［ファッションデザイン科の特長］
❶洋服作りの基礎から応用までを身につける
❷デザインや色彩感覚（資格検定対応）を養う
❸ヘアメイクを含むトータルビューティーを学ぶ
取得できる資格には、ファッション販売能力検定やパーソナルカラリスト検定、メイク検定などがあります。
福井県内の他校ではできない上級レベルの一般資格にも挑戦が可能です。

美に関する専門知識や技術を身につけ、ク

グドレス、舞台衣装、コスプレ衣装など特色

リエイティブな発想力や感 性を磨く学科で

ある服作りに挑戦し、またヘアやメイクなど

す。ファッションの基礎技能や理論を学ぶ一

トータルコーディネートが可能な能力も養い

方で、さまざまな業界で活躍できる資格が取

ます。ファッション業界で働くための基礎は

得できるのも本科の特長です。

もちろん、上質なセンスを身につけることもで
きます。ファッションデザイナー、ファッショ
ンアドバイザー、縫製、ヘアメイクアーティスト

け、作りたい服を自由に作ることを目指しま

などの道が開けます。

す。そうしてオリジナリティ溢れるウエディン

学校のココが好き!

私はコレを伝えたい !

資格をたくさん取って
夢を実現。
自身の将来の夢に近づくために、さ
まざまな資格を取得することができ

お洒 落で 優しい水間先 生。とても
授業がわかりやすくて話しやすい
です。学校も毎日が楽しいです。

るのでここを選びました。生徒が皆

1年：山本 琉光華
（中央中出身）

2 年 : 水上 恋花（森田中出身）

自分が作りたい服をどのようにデザ
インし伝えていくか。そのプレゼン
能力を3 年間で学んでください。
家庭科 : 小林 恵利香（永平寺中出身）

アスリートコース

先生のココが好き!

進学コース

いろんな新しいことに挑 戦するこ
とができて、それをたくさんの先生
方が応援してくれます。

Keishin Collectionでのステージ発表

笑顔で、先生方も優しく接してくれ
るところが大好きです。

普通コース

学 校 で コレ を学んで !

スポーツ・文化系

細かい作業や針を扱うため丁寧さ
が必 要です。一枚の布から洋服を
作る楽しさを体験してください。

私は コレ を 伝えたい !
何事も基礎、基本が大事です。そこ

家庭科：水間 康乃（鷹巣中出身）

先生のココが好き!

CONCEPT

とても優しくて、
気軽に話せて、
わか
らないところもすぐに教えてくださ
る先生です。
2 年 : 井上 恵愛
（東和中出身）

取 得 で きる資 格
●家庭科被服製作技術検定
（和服）
（洋服）
１〜４級
●レタリング技能検定１〜４級
●色彩検定 ®1〜３級

社会は厳しい場所。
未知の世界だか
らこそ、
自分で道も拓けます。
そのた
めの生きる力を養いましょう。
数学科：宮下 奈央
（中央中出身）
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●トレース技能検定１〜４級
●実用英語技能検定１〜４級
●マナー・プロトコール検定1〜3 級
〈東京商工会議所主催〉

〈日本パーソナルカラリスト協会主催〉
●パーソナルカラリスト検定１〜３級
〈日本ファッション教育振興協会主催〉
●ファッション販売能力検定1〜３級
●ファッションビジネス能力検定1〜３級
〈全国商業高等学校協会主催〉
●ビジネス文書実務検定1〜４級
〈全日本エステ健康美容指導育成協会認定〉
●メイク検定

●カラーコーディネーター技能検定１〜３級 〈日本漢字能力検定協会主催〉
●日本漢字能力検定1 〜 4 級

進 路 状 況（ 過 去 5 年 間 ）
【大学】杉野服飾大／大阪樟蔭女子大／国際ファッション専門職大学／関東学院
大／昭和音楽大／文化女子大／京都橘大／大阪学院大 他
【短期大学】
戸板女子短大／金城大短大／小松短大／北陸学院短大／仁愛女子短
大／敦賀短大／中京学院大中京短大／東海学院大短大／一宮女子短大／滋賀文
教短大／聖母女学院短大／関西女子短大／大阪女子短大／大手前短大 他
【専門学校】
上田安子服飾専門学校／大阪文化服装学院／マロニエファッションデ
ザイン専門学校／神戸ファッション専門学校／京都芸術デザイン専門学校／東京
ミスパリビューティー専門学校／大阪ブライダル専門学校／バンタンデザイン研究
所／福井県理容美容専門学校／京都外国語専門学校／早稲田美容専門学校 他
【企業・団体】フープスターサカイ／パッション／福井アシックス工業／フクイボウ
／北陸ワコール縫製／アタゴ／美容室ウィズユー／セツコ美容室／ループ／ＴＭＴ
／パレスホテル／ティアラ／クールエステティック／豊島織紙／ TBCグループ 他
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福祉系

〈文部科学省後援〉

保育系

知識・技術・感性を磨き
ファッション界に挑戦！

情報コミュニケーション系

を確実にして、思考能力やコミュニ
ケーション力を身につけて！

私は コレ を 伝えたい !

特別進学コース

基本的には、衣服造形の基礎技術（デザイ
ン画、パターン作成、縫製）をしっかり身につ

Keishin Collectionにむけて作品製作中

ファッションデザイン科

ファッションデザイン科

調理科

フ ァ ッ シ ョン や デ ザ イン に 興 味 が あ る 人 へ !

部活動

運動部

部活動は、
単なる勝負だけの世界ではなく、自分の可能性に挑戦できるチャンス！

ユーチューブチャンネルで
部活動を紹介しています!

ソフトボール部（ 男子 ）

硬式野球部
【活動実績】
・平成30年 北信越地区
高校野球秋季大会 準優勝
・平成31年 第91回 選抜
高校野球大会 ベスト16

【活動日時･場所】
啓新野球場、雨天練習場
平日14:00〜19:00
休日は主に練習試合や公式戦

水泳部
（男女）

男子サッカー部

一人ひとりが日本一という
高い目標を持って取り組んでいます。
一緒に日本一を目指そう !

空手道部
（男女）

雰囲気も環境も最高！
ここでなら
甲子園を目指せる！

3年：梅田 瑠河 【活動日時･場所】

（安居中出身）

福井市スポーツ公園、
大安寺練習場および室内練習場
平日16：00 〜 20：00
休日は主に練習試合や公式戦

1年：阿部 海里

（清水中出身）

【活動実績】
・令和2年度 全国選抜大会優勝
・令和4年度 北信越大会優勝
・令和4年度 インターハイベスト8

男子バスケットボール部

ソフトボール部（女子 ）
【活動日時･場所】
本校人工芝グラウンドおよび他会場
平日16:00 〜 19:00
休日は主に練習試合や公式戦

女子バスケットボール部

3 年：田嶋 航大

（丸岡南中出身）

1年：藤澤 楓

（進明中出身）

人工芝のグラウンドで練習できたりと、
とても環境が整っています。
一緒に選手権目指そう !
【活動実績】
・令和3年度 県春季総体ベスト8
・令和3年度 県新人大会ベスト4

一緒にバスケの技術を
もっともっと高めよう！

【活動実績】
・令和4年度 北信越大会優勝
・令和4年度 インターハイ出場

【活動日時･場所】

ソフトボールで日本一！
お互いを刺激し合って、
ともに成長しよう！

【活動日時･場所】
福井市西体育館、一光小中学校体育館
平日16:00〜18:00
休日は主に練習試合や公式戦

1年：馬渕 由菜

（大東中出身）

【活動実績】

福井市スポーツ公園、大安寺練習場および室内練習場
平日16：00〜19：00 休日は主に練習試合や公式戦

・令和4年度 県春季総体ベスト8

駅伝部（男女）
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部活動

運動部

部活動は、
単なる勝負だけの世界ではなく、自分の可能性に挑戦できるチャンス！

ユーチューブチャンネルで
部活動を紹介しています!

男子バレーボール部

女子ハンドボール部
【活動実績】
・令和3年度 インターハイ出場
・令和4年度 県春季総体ベスト4

【活動日時･場所】
啓新体育館、北電体育館
平日16:00〜19:00
休日は主に練習試合や公式戦

すべての大会で上位進出を！
仲は良いけどプレーは真剣！
集中して取り組めます！

テニス部
（男女）

1年：俵屋 紗希

（大東中出身）

男子ハンドボール部

少林寺拳法部（ 男女 ）

【活動実績】
・令和4年度 県春季総体準優勝

【活動日時･場所】
啓新体育館
平日16:00 〜 19:00
休日は主に練習試合や公式戦

女子バレーボール部
【活動実績】

1年：河瀬 亮太

（角鹿中出身）

顧問の先生をはじめ

部活動に集中しながら
大学進学にも挑戦できる環境です！
本気で勝ちたい人集まれ！

みんな面白くて楽しい
部活動です！
2 年：圓道

・令和3年度 選抜大会出場
・令和4年度 インターハイ出場

女子卓球部

【活動日時･場所】

啓新トレーニングルーム、
福井県立武道館
平日16:00〜18:00
敦希（春江中出身） 休日13:00〜16:00

高いレベルの環境で
自分のレベルも向上させよう！
勉強との両立もできるよ！
1年：中矢 朱夏

（陽明中出身）

剣道部（ 男女 ）

男子卓球部
【活動実績】
・令和 4 年度
県春季総体ベスト 8
（男女）

【活動日時･場所】
啓新体育館
平日16：00〜19：00、
休日 9：00 〜 12：00

全員が一生懸命で
明るく元気な
ところが自慢です！
2 年：砂長谷 真緒

（芦原中出身）
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未経験でも大丈夫！
男女ともに
仲の良い雰囲気です。
2 年：植田 樹紀（至民中出身）

【活動実績】
・令和4年度 県春季総体団体３位
・令和4年度 インターハイ個人出場

ソフトテニス部（男女）
バドミントン同好会

【活動日時･場所】
啓新体育館
平日16:00〜19:00
休日は主に練習試合や公式戦

37

部活動

文化 部

仲間と一緒に1つのことをやり遂げることの面白さ、楽しさを実感しよう。

日本音楽部

ユーチューブチャンネルで
部活動を紹介しています!

放送部

初心者で入部するのがほとんどですが、

そば部

難しい曲を弾けるようになると
とても楽しいよ！

【活動実績】
・第39回全国高等学校総合文化祭出場
・第32回福井県高等学校総合文化祭
音楽フェスティバル日本音楽部門銀賞

【活動日時･場所】
和室･平日15:45〜18:00、
土曜・日曜日は必要に応じて

アナウンスをしたい人！
取材に行きたい人！福井の
いろんなところで活動してます！

1年：坪口 美優

（灯明寺中出身）

【活動実績】
・令和3年度 全国高校放送コンテスト
福井県大会朗読部門 最優秀賞
・第45回全国高等学校総合文化祭
朗読部門ブロック3位

【活動日時･場所】

放送室･平日15:45〜18:00、
土曜・日曜日は必要に応じて

1年：平田 惺音

（気比中出身）

【活動実績】
・第12回全国高校生そば打ち選手権大会
団体の部3位
他、そば祭り等様々なイベントにてそば打ち披露
・第7回全国高校生そば打ち選手権大会
個人の部 3位

インターアクト・JRC 部

吹奏楽部

文芸・小論文研究同好会

※旧BIG BAND JAZZ部

おいしいおそばが
いっぱい食べられるよ！
ほかの学校にはない部活動です。

【活動日時･場所】
第二調理室試食室･毎週水・金16：00〜18：30
イベント等がある場合は土日も実施

部員はみんな仲が良く、
自分の意見ややりたいことを
自由に発言できる雰囲気です。

1年：亀岡 澪（至民中出身）

楽器を演奏したい人集まれ !

イラスト部
美術部

演劇部

ダンス部

いろんな個性が集結！
演じたい！裏方をしたい！
劇を作りたい人集まれ！

【活動実績】
・第53回福井県吹奏楽部コンクール高校Ｂ部門銀賞
・第55回福井県吹奏楽部アンサンブルコンテスト
木管三重奏・クラリネット四重奏・サキソフォン三重奏 銀賞

【活動日時･場所】
音楽室・平日16：00〜18：00、土曜日9：00〜12：30

書道部

全員がキラキラした
楽しい部活動です！
目標に向かってチーム一丸！
【活動実績】

2 年：田場 エリカ

（武生第一中出身）

・第32回福井県高等学校
総合文化祭金賞
・第74回中部日本高等学校演劇大会
中日賞・名古屋ペンクラブ賞

手話部
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・第14回日本高校ダンス部選手権
東海北陸予選出場
・第15回ダンススタジアム出場

【活動実績】

茶道部

【活動日時･場所】
演劇部室･平日16：00〜18：00、
土曜・日曜日は必要に応じて

【活動日時･場所】
1年：中山 朋美

啓新高校内
平日16:00〜18:00
休日 9:00〜12:00

1年：江川 陽

（春江中出身）

（至民中出身）
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啓 新高 校 の 1 年 間
啓新高校の 1年間の主な行事と年間スケジュールを紹介。
楽しいイベント盛り沢山で、学生生活をエンジョイしよう!
き ら

め

き

球技大会

煌輝祭

7月にはバレーボールを、12 月には

「前日祭」
「文化 祭」
「学 校 祭」
「体

バスケットボールを開催します。ク

育 祭」と4日間続けて開 催され、

ラス対抗で啓新 NO.1を競います。

それらを総じて「煌 輝祭」と呼ん

これを機会に、より結束力が高まり

でいます。日ごろの成果やエネル

ます。

ギーをここで爆発させ、その後の
学園生活の糧としましょう。

体育祭
様々な競技が行われ、クラ
スの仲間ともよりコミュニ
ケーションが高まります。

遠

足

三大祭

毎年 秋（10月）に行われる遠 足。
各学年クラス毎に、行先を決め事
前に計画を立てる分盛り上がる

強歩大会

3 年に1度行われる恒例行事。男女共 23 キロを歩いてゴールを目指

のは確実で絆も一層深まります。

します。やり遂げることの大切さを体で感じることができます。

研修旅行

学校祭

2 年次に研修旅行があります。学

模 擬 店などの 催 事がいっ
ぱい。1日を楽しく過ごすこ
とができます。

科・コース別に行先が違います。
さまざまな事にチャレンジでき
る、学校生活でのメインイベント
〈例〉
沖縄、
北海道、
関東方面など
です。

文化祭

文化 系部活動の発 表の場
です。日ごろの成果をみん
なにアピールするチャンス
です。

CAMPUS
CALENDAR

4

月

入学式、始業式

5

月

中間考査

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

衣替え

期末考査

インターハイ

煌輝祭

衣替え

生徒会オリエンテーション

春季高校総体

球技大会
（バレー）

進路特別指導（3 年）

選抜大会県予選

中間考査

身体測定

北信越大会

終業式

始業式

各種検定試験
（専門学科）

選手権大会県予選

遠足
強歩大会

11

月

新人大会（高体連）
各種検定試験
（専門学科）

12

月

期末考査
球技大会（バスケット）
終業式

1

月

始業式
卒業発表会
（3 年専門学科）
学年末考査（3 年）

2

月

3 年生を送る会

3

月

卒業式
学年末考査（1・2 年）
終業式

芸術鑑賞
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疑 問・質 問

令和 4 年度 国の就学支援金・福井県就学支援事業補助金等適用後の月額学納金

啓新についてのいろんな疑問・質問にお答えします。

Q& A

月額学納金 自己負担額（補助金等適用後の月額学納金）

学校説明会などで、受験生や保護者からよく寄せられる質問と、
その答えをまとめました。

Q

Q

学費面における支援制度について
教えてください。

A 就学支援金制度や、本校独自の特待生制度があります。特待

面接試験では、
どのようなことを質問されるのですか。

ることが多いです。答えの内容も大切ですが、重要なのは、明るく

徒や、部活動での活躍が顕著な生徒が対象です。

はっきりと元気に話せること。緊張するあまり小さな声にならないよ
う、
事前に十分に練習しておきましょう。

Q

A 総合判断での合否判定を行っています。入学試験においては、

Q

進級時に
学科・コースの変更はできますか。

A 変更はできませんので、慎重に進路選択をしてください。異なる

全科目でバランスよく学力を身につけていることが 望ましいです

学科・コース間でのクラス替えはありません。しかし、体育祭や部活

が、多少不得手な科目があっても気後れせず、
「可能性への挑戦」の

動などを通じて、異なる学科・コースの間の交流は盛んに行われて

精神を持って、ぜひチャレンジしてください。

います。

Q

Q

授業についていけるか心配です。
補習は行ってもらえますか。

A 補習は教科担当の教師が必要に応じて随時行っています。生

270万円未満

270万円以上
350万円未満

350万円以上
590万円未満

590万円以上
910万円未満

910万円以上

9,100円

9,100円

12,850円

14,100円

16,600円

44,500円

特別進学
進学

普通科

アスリート
普通

ファッションデザイン科
調 理 科

※保護者年収の合計の目安は，保護者のうちどちらか一方に収入があり，高校生１人（16 歳以上）、中学生１人の４人世帯の年収を想定した
ものです。
・月額学納金は授業料、
施設運営費、
進路指導費、
実験実習費、
教育振興会費等の総額です。
・令和 5 年度の学納金は未定です。
参考として令和 4 年度の学納金を記載しています。
改定等がある場合は入学時にお知らせします。
・入学金以外の学納金は，
原則として毎月5 日 ( 銀行休業日の場合は翌営業日）
に銀行口座より，
口座振替します。

学納金以外の振替金

A 学食は設置しておりません。生徒の大半は弁当持参ですが、昼

食時に弁当やパンなどの校内販売がありますので、ご家庭で弁当な

指導も可能な限り行っております。受験に関しては、万全な支援体

どの準備が難しいときはご利用ください。パンの自動販売機もあり

制を整えています。

ます（昼食時と放課後に稼働）。

Q

Q

A 年 2 回の保護者会のほか、PTA 主催の多彩な行事があります。

生活保護

昼食の用意は必要ですか。
学食はありますか。

徒一人ひとりに対する、きめ細やかな指導が本校の自慢です。個別

保護者会は年間
どれくらいの頻度で行われますか。

学科・コース

A 志望動機や将来の目標、中学校での様子などについて質問す

生制度（入学金や授業料等を免除）は、受験時に成績優秀だった生

入学試験では、
入試科目ごとに合格基準点があるのですか。

保護者年収の合計の目安※

携帯電話の所持やアルバイトの可否について
教えてください。

A 携帯電話、アルバイトともに許可制です。原則は携帯電話の校

本校では、生徒・保護者・教師を密に結ぶさまざまな取り組みを行っ

内持ち込み、アルバイトともに禁止です。ただし、携帯電話は「登下

ています。主なものに年 2 回の保護者会、PTA 総会やクラス懇談

校等で所持が必要」な場合に限り、アルバイトは特別な事情がある

会、
「親と先生のつどい」などがあります。

場合に限り許可されることがあります。

［主な支出項目：副教材費、模試・検定料、実習材料費 等］
1 学年時月額諸経費（令和 4 年参考）
普 通 科

学科・コース

月額諸経費

特別進学

進学

アスリート

普通

11,000円

6,000円

6,000円

3,500円

ファッション
デザイン科

調 理 科

9,000円

5,000円

・諸経費集金として毎月定額
（学科により，
1学年時は 3,500 円〜 11,000 円）
を学納金と共に口座振替します。
・諸経費金額は毎年年度末に見直しをします。参考として令和 4 年度 1学年時の月額を記載しています。

研修旅行積立（１学年時のみ）
研修旅行積立（月額）

10,000円

・研修旅行の費用は約12 万円です。
1学年時
（4月〜 3月の期間）
、
毎月10,000 円を学納金と共に口座振替します。

啓新について保護者の方からの声もご紹介します。

勉強とスポーツが両立できる素晴ら
しい環境ですね。
先生方はとても親
身で相談もしやすく、
学校の雰囲気
もとてもいいです。先生と生徒が一

01

自分の中の可能性を
活かせる魅力ある高校！
啓新高校のスローガンのとおり、
自
分のもつ可能性を引き出してくれる
魅力ある高校です。校長先生をはじ
め先生方も熱心で明るいのが印象

つになって同じ方向に向かっている

的です。
先生方、
生徒たちも明るくあ

感じがとても良く伝わってきます。

いさつをしてくれる習慣があり、
とて
も雰囲気が良いなと感じます。

八木 栄次さん 香織さん
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普通科特別進学コース 卒業
八木 堪太郎さん
（至民中出身）

大屋 智一さん 由香さん

ファッションデザイン科 在学中
八木 華子さん
（足羽中出身）
のご両親

普通科普通コース 在学中
大屋 太耀さん ( 棗中出身 ) のご両親

02

PAREN T S

学校全体、先生自身が
とても接しやすくフレンドリー

PAREN T S

保護 者の声

入学金
入 学 金

奨学給付金について

5,000円

（令和 4 年参考） 奨学給付金は生活保護受給世帯、
非課税世帯に対して１年に１回支給され、
返還不要です。

非 課 税 世 帯

生 活 保 護 受 給 世 帯

23歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で
第二子以降の高校生がいる世帯

第一子の高校生がいる世帯

52,600円

152,000円

134,600円

・ここでの第一子・第二子は、長男・長女に限らず、扶養されている15歳〜23歳の子の1人目・2人目です。
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