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Ⅰ　学科・コース、募集人員、入試種別

•推薦入試募集割合は、普通科が募集人員の20％、商業科が募集人員の40％です。

•スポーツ・文化選抜入試の募集人員は120名です。

学　科

普通科

商業科

備　考

コ　ー　ス 募集人員 推薦入試
スポーツ
文化
選抜入試

105

105

262

076

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

専願試験

一般入試

併願試験

普 通 コ ー ス

進 学 コ ー ス

特別進学コース

情報処理コース

名

名

名

名
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Ⅱ　推 薦 入 試

9：05～9：358：45～8：55

出欠調査
注意伝達

（休憩）

9：50～10：20

国　語 英　語 （休憩）

10：35～11：05

数　学 （休憩）

11：15～

面　接

募集学科・コース１
全学科・全コース

出願資格２
（１）令和５年３月に福井県内の中学校を卒業見込みの者

　　　＊野球奨学生は福井県外の中学校を卒業見込みの者を含む

（２）本校を専願とする者（併願は認めません）

（３）人物が優れ、学業が優秀な者

出願手続きA（受験生）３
（１）本校ホームページから出願サイトにログインして志願者情報を入力してください。

（２）登録期間 ─ 令和５年１月６日（金）〜令和５年１月１０日（火）１７時まで

（３）登録内容を確認して受験料を納入してください。

　　　①受験料１３,０００円（別途支払手数料がかかります）

　　　②クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応ATMから納入してください。

（４）出願確認票を印刷し中学校に提出してください。

出願手続きB（中学校）４
必要な書式は、出身中学校長宛に送付します。

（１）調査書

（２）推薦書

（３）出願状況一覧表（福井県外中学校は不要）

（４）提出日 ─ 令和５年１月１２日（木）９時〜１５時３０分まで

（５）提出先 ─ 福井県私立中学高等学校協会事務局

　　 ＊郵送の場合は、直接本校宛に送ること（Ⅵ「調査書等を郵送する場合」を参照）。

選考日・会場・日程５
令和５年１月１７日（火）午前８時４５分より

受験会場：本校
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入学手続き８
合格者は、下記の手続き期間内に入学金を納入することとします。手続き期間内に納入を

完了しない場合は、入学の意思がないものと認め、合格を取り消します。

（１）手続き期間 ─ 令和５年１月２０日（金）〜令和５年１月２６日（木）２４時まで

（２）入　学　金 ─ ５，６５０円（別途支払手数料がかかります）

　　　本校ホームページから入学金決済サイトにログインして納入手続きをしてください。
　　　入学金納入を免除された合格者は、本校ホームページから入学金決済サイトにログインして
　　　画面に沿って手続きを完了してください。

奨学生９
特に成績が優秀であり、学習状況・生活態度が良好である者は、奨学生として入学金

および授業料の一部または全額を原則として３年間免除します。

対象 ─ スーパー特進クラスまたは野球奨学生を希望する者

＊国および福井県による就学支援金および就学支援事業補助金を適用した後の個人負担分

　について適用します。

注意事項10
（１）一旦納入された受験料、入学金、出願書類等は一切返還しません。

（２）合格発表についての問い合わせにはお答えできません。

（３）野球奨学生は、この入試種別で出願すること。

合格発表７
令和５年１月１９日（木）　出身中学校長宛に「合格通知書」を送付します。

なお、16 時以降本校ホームページから合格発表サイトにログインすると、各自の合格発表

が確認できます。正式な合格発表は「合格通知書」となります。

基礎学力試験・グループ面接および推薦書・調査書を総合的に判定して選考します。

選考方法６
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Ⅲ　スポーツ・文化選抜入試

硬式野球（男）、陸上競技（男女）、柔道（男女）、剣道（男女）、フェンシング（男女）、

バスケットボール（男）、バレーボール（男女）、ハンドボール（男女）、サッカー（男）、

ソフトボール（女）、硬 式テニス（男）、吹奏楽（男女）

募集学科・コース１
全学科・全コース

出願資格２
（１）令和５年３月に中学校を卒業見込みの者

（２）学業に励み、部活動、社会体育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）入学後に次の各部に所属して活動を行う意志のある者

出願手続きA（受験生）３
（１）本校ホームページから出願サイトにログインして志願者情報を入力してください。

（２）登録期間 ─ 令和５年１月６日（金）〜令和５年１月１０日（火）１７時まで

（３）登録内容を確認して受験料を納入してください。

　　　①受験料１３,０００円（別途支払手数料がかかります）

　　　②クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応ATMから納入してください。

（４）出願確認票を印刷し中学校に提出してください。

（５）自己申告書を記入（所定の用紙に自筆）し中学校に提出してください。

出願手続きB（中学校）４
必要な書式は、出身中学校長宛に送付します。

（１）調査書

（２）自己申告書（ 3 の（５））

（３）出願状況一覧表（福井県外中学校は不要）

（４）提出日 ─ 令和５年１月１２日（木）９時〜１５時３０分まで

（５）提出先 ─ 福井県私立中学高等学校協会事務局

　　 ＊郵送の場合は、直接本校宛に送ること（Ⅵ「調査書等を郵送する場合」を参照）。
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合格発表７
令和５年１月１９日（木）　出身中学校長宛に「合格通知書」を送付します。
なお、16 時以降本校ホームページから合格発表サイトにログインすると、各自の合格発表
が確認できます。正式な合格発表は「合格通知書」となります。

入学手続き８
合格者は、下記の手続き期間内に入学金を納入することとします。手続き期間内に納入を
完了しない場合は、入学の意思がないものと認め、合格を取り消します。

（１）手続き期間 ─ 令和５年１月２０日（金）〜令和５年１月２６日（木）２４時まで
（２）入　学　金 ─ ５，６５０円（別途支払手数料がかかります）

　　　本校ホームページから入学金決済サイトにログインして納入手続きをしてください。
　　　入学金納入を免除された合格者は、本校ホームページから入学金決済サイトにログインして

　　　画面に沿って手続きを完了してください。

奨学生９
特に優れた技能を有し、学習状況・生活態度が良好である者は、奨学生として入学金および
授業料の一部または全額を原則として３年間免除します。
対象 ─ 全学科・全コース
＊国および福井県による就学支援金および就学支援事業補助金を適用した後の個人負担分
　について適用します。

注意事項10
（１）一旦納入された受験料、入学金、出願書類等は一切返還しません。
（２）合格発表についての問い合わせにはお答えできません。
（３）野球奨学生は、「Ⅱ 推薦入試」に出願すること。

基礎学力試験・グループ面接および調査書・自己申告書を総合的に判定して選考します。

選考方法６

9：05～9：358：45～8：55

出欠調査
注意伝達

（休憩）

9：50～10：20

国　語 英　語 （休憩）

10：35～11：05

数　学 （休憩） 面　接

11：15～

選考日・会場・日程５
令和５年１月１７日（火）午前８時４５分より
受験会場：本校
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Ⅳ　一 般 入 試

第１志望コース
普通コース
進学コース
特別進学コース
情報処理コース

第２志望で選べるコース
情報処理コース
普通コース・情報処理コース
進学コース・普通コース・情報処理コース
普通コース

募集学科・コース１
全学科・全コース

出願資格２
令和５年３月に中学校を卒業見込みの者、および令和４年３月中学校卒業の者

出願手続きA（受験生）３
（１）本校ホームページから出願サイトにログインして志願者情報を入力してください。

（２）登録期間 ─ 令和５年１月２０日（金）〜令和５年１月２４日（火）１７時まで

（３）登録内容を確認して受験料を納入してください。

　　　①受験料１３,０００円（別途支払手数料がかかります）

　　　②クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応ATMから納入してください。

（４）出願確認票を印刷し中学校に提出してください。

＊下記のように第２志望のコースを選択することができます。

出願手続きB（中学校）４
必要な書式は、出身中学校長宛に送付します。

（１）調査書

（２）出願状況一覧表（福井県外中学校は不要）

（３）提出日 ─ 令和５年１月２６日（木）９時〜１５時３０分まで

（４）提出先 ─ 福井県私立中学高等学校協会事務局

　　 ＊郵送の場合は、直接本校宛に送ること（Ⅵ「調査書等を郵送する場合」を参照）。

専願試験
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合格発表７
令和５年２月７日（火）　出身中学校長宛に「合格通知書」を送付します。

なお、14 時以降本校ホームページから合格発表サイトにログインすると、各自の合格発表

が確認できます。正式な合格発表は「合格通知書」となります。

入学手続き８
合格者は、下記の手続き期間内に入学金を納入することとします。手続き期間内に納入を

完了しない場合は、入学の意思がないものと認め、合格を取り消します。

（１）手続き期間 ─ 令和５年２月８日（水）〜令和５年２月１３日（月）１３時まで

（２）入　学　金 ─ ５,６５０円（別途支払手数料がかかります）

　　　本校ホームページから入学金決済サイトにログインして納入手続きをしてください。

選考方法６
国語・英語・数学・社会・理科の学力試験・グループ面接および調査書により総合的に

判定して選考します。

注意事項９
（１）一旦納入された受験料、入学金、出願書類等は一切返還しません。

（２）合格発表についての問い合わせにはお答えできません。

２月１日
（水）

9：00～9：15

出欠調査
注意伝達

（休憩）

9：35～10：25

国　語 （休憩）

10：55～11：45

（昼食）

12：45～13：35

数　学英　語
＊

２月２日
（木）

9：00～9：15

出欠調査
注意伝達

（休憩）

9：35～10：25

社　会 （休憩）

10：55～11：45

理　科 （昼食）

12：45～　　 

面　接

＊ 英語の試験ではリスニング問題が出題されます。

選考日・会場・日程５
令和５年２月１日（水）・２日（木）

受験会場：本校
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募集学科・コース１
普通科・特別進学コース

出願資格２
令和５年３月に中学校を卒業見込みの者、および令和４年３月中学校卒業の者

出願手続きA（受験生）３
（１）本校ホームページから出願サイトにログインして志願者情報を入力してください。

（２）登録期間 ─ 令和５年１月２０日（金）〜令和５年１月２４日（火）１７時まで

（３）登録内容を確認して受験料を納入してください。

　　　①受験料１３,０００円（別途支払手数料がかかります）

　　　②クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応ATMから納入してください。

（４）出願確認票を印刷し中学校に提出してください。

出願手続きB（中学校）４
必要な書式は、出身中学校長宛に送付します。

（１）調査書

（２）出願状況一覧表（福井県外中学校は不要）

（３）提出日 ─ 令和５年１月２６日（木）９時〜１５時３０分まで

（４）提出先 ─ 福井県私立中学高等学校協会事務局

　　 ＊郵送の場合は、直接本校宛に送ること（Ⅵ「調査書等を郵送する場合」を参照）。

選考日・会場・日程５
令和５年２月１日（水）・２日（木）

受験会場：本校

２月１日
（水）

9：00～9：15

出欠調査
注意伝達

（休憩）

9：35～10：25

国　語 （休憩）

10：55～11：45

（昼食）

12：45～13：35

数　学英　語
＊

２月２日
（木）

9：00～9：15

出欠調査
注意伝達

（休憩）

9：35～10：25

社　会 （休憩）

10：55～11：45

理　科

＊英語の試験では
リスニング問題
が出題されます。

併願試験
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入学手続き８
合格者で、次の区分により所定の期日までに入学手続きを行い、指定日に登校した者に入学を
許可します。

① スーパー特進クラス合格となった者（奨学生合格）
手続き期間 ─ 令和５年２月２２日（水）〜令和５年３月２日（木）２４時まで

　　　　本校ホームページから入学金決済サイトにログインして画面に沿って手続きを完了して
　　　　ください。

② 併願合格となった者
手続き期間 ─ 令和５年２月２２日（水）〜令和５年３月２日（木）２４時まで
入　学　金 ─ ５,６５０円（別途支払手数料がかかります）

　　　　本校ホームページから入学金決済サイト手続きにログインして納入手続きをしてください。

　　　＊県立高校を受験せず本校入学の意思のある者は、次の期間に手続きをしてください。
手続き期間 ─ 令和５年２月８日（水）〜令和５年２月１３日（月）１３時まで
入　学　金 ─ ５,６５０円（別途支払手数料がかかります）

　　　　本校ホームページから入学金決済サイト手続きにログインして納入手続きをしてください。

③ 専願合格となった者
手続き期間 ─ 令和５年２月８日（水）〜令和５年２月１３日（月）１３時まで
入　学　金 ─ ５,６５０円（別途支払手数料がかかります）

　　　　本校ホームページから入学金決済サイトにログインして納入手続きをしてください。

注意事項９
（１）一旦納入された受験料、入学金、出願書類等は一切返還しません。
（２）合格発表についての問い合わせにはお答えできません。
（３）手続き期間内に入学手続きが行われない場合には、合格が取り消しとなりますので、

ご注意ください。

　奨学生について
県立高校を受験した場合も「奨学生」として入学する権利があります。上記期間に入学
手続きをした者には、入学金および３年間の学納金のうち授業料と施設設備費を免除します。
＊国および福井県による就学支援金および就学支援事業補助金を適用した後の個人
　負担分について適用します。

選考方法６
国語・英語・数学・社会・理科の学力試験および調査書により総合的に判定して選考します。

合格発表７
令和５年２月７日（火）出身中学校長宛に「合格通知書」を送付します。
なお、14 時以降本校ホームページから合格発表サイトにログインすると、各自の合格発表
が確認できます。正式な合格発表は「合格通知書」となります。
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Ⅴ　インターネット出願時の志願者氏名入力について

Ⅵ　調査書等を郵送する場合

Ⅶ　自然災害、新型コロナウイルス、
　　インフルエンザ等の対応について

Ⅷ　本願寺派教師基礎資格取得課程
　　募集停止のお知らせ

　（１）調査書等を郵送する場合は、以下の宛先に送ること。

　　　　〒 910-0017　福井市文京１丁目８番１号　北陸高等学校　入試事務局　宛

　（２）各入試とも、出願手続き B の提出日必着のこと（事前に届くよう早めに発送してください）。

　（１） 通称や外国籍の志願者に関しては、インターネット出願時に入力する氏名（受験票に印字

　　　　される氏名）と調査書の氏名が一致している必要はありません。その際は、在籍中学校を

　　　　通じて本校へご連絡ください。

　（２）インターネット出願時に、氏名の漢字に入力できない文字を含む場合は、簡易な字体に置き

　　　　換えて入力してください。本校では入学後の学籍管理・成績処理等の各システムにおいても

　　　　出願時にご入力いただいた字体を用います（通常時は外字対応を行いません）。公文書等の

　　　　印刷において正字での印字が必要なものについては対応が可能ですので、入学後学級担任を

　　　　通じてお申し出ください。

　（１）大雪など自然災害時の対応は、インターネット出願の登録メールアドレスに一斉メールでお知らせ

　　　　すると共に本校のホームページに掲載します。

　　（２）新型コロナウイルス感染症の罹患者（陽性者）および濃厚接触者に対する「追試験」は行わず、

　　　　　調査書等による総合判断で合否を決定します（出身中学校長による届け出（文書）が必要。書式

　　　　　は本校から出身中学校長へ送付します）。これに該当する者は、以下のいずれかに該当す

　　　　　る者とします。合格発表は一般の受験生と一緒に行います。

　　　　　① 検査の結果陽性が判明し入院中または自宅療養期間にある者

　　　　　② 濃厚接触者または接触者と判断され自宅待機期間にある者

　　　　　③ 試験当日に発熱、喉の痛み、咳、倦怠感等の症状がある者

　　（３）インフルエンザまたはその他の感染症の罹患者には「別室受験」の対応を取ります（保護者または

　　　　　出身中学校による届け出（電話）が必要）。

　　　　

　本願寺派教師規程（平成３１年宗則第２号）第４条第３項の規定に基づき、教師養成施設認定

条例が改訂されました。それに伴い、本校の「本願寺派教師基礎資格取得課程」は、令和３年度より

募集を停止しています。ご不明な点や得度習礼に関するご質問等は、本校へご相談ください。
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Ⅸ　合格者登校日

（1）学業成績優秀で品行方正な生徒に対する表彰制度があります。

（2）兄弟姉妹が同時在学の場合、兄または姉につき教育振興会費および教育振興基金会費を免除します。

（3）国の就学支援金制度と県の補助金制度等があります。（P.12 〜 13 参照）

（4）本校が規定する奨学生として認められると、入学金・授業料等を減免します。

ただし、硬式野球部に関しては野球奨学生制度として採用人数を５名以内とします。

（5）「浄土真宗本願寺派教学助成財団奨学金」を受けることができます。給付。

（6）「福井県奨学金」を受けることができます。自宅通学の場合、月額 30,000 円、自宅外通学の場合

月額 35,000 円。無利子貸与。

（7）「母子・父子・寡婦福祉資金貸付金」を受けることができます。無利子貸与。

（8）「あしなが育英会奨学金」を受けることができます。対象は、保護者が病気や災害（道路上の交

通事故を除く）、自死などで死亡、または著しい障害を負っていて経済的に苦しい家庭の子ども。

無利子貸与。

（9）「交通遺児育英会奨学金」を受けることができます。対象は、保護者等が道路上の交通事故が原因

で死亡、または重度の後遺障害のため、経済的に就学が困難になった子ども。無利子貸与。

※（5）〜（9）の奨学金はすべて審査があります。

Ⅹ　表彰・授業料等減免・奨学金

2月15日（水）

　

３月7日（火）

３月17日（金）

●推薦入試合格者

●スポーツ・文化選抜入試合格者

●一般入試合格者で２月13日（月）までに入学手続きした者

●併願試験合格者
　（2月22日（水）～3月2日（木）に入学手続きをした者）

全合格者 （入学手続き者） 

※入学用品購入などがありますので、保護者の方もご来校をお願いします。

※合格者のみ

※入学用品購入などがありますので、保護者の方もご来校をお願いします。1回目

2回目
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Ⅺ　国の就学支援金制度と
　　県の補助金制度について
　令和２年度４月入学生から、国の高等学校等就学支援金の拡充に加え、福井県独自の補助金（県減免

補助）が新設され、年収目安９１０万円未満の世帯に適用されています。

　県減免補助では、判定基準を満たした場合、授業料以外の施設設備費等も補助されます。

　これらの給付を受けるには、必ず申請が必要です。

◯ 判定基準について
　就学支援金の判定基準は次の計算式に基づきます。

　両親とも収入がある場合は、合算により判定します。

《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金からの支給額》

～270万円未満 ～350万円未満 ～590万円未満 ～910万円未満 910万円以上

非課税世帯および
生活保護世帯

上記の計算式が
51,300円未満

上記の計算式が
154,500円未満

上記の計算式が
304,200円未満

上記の計算式が
304,200円以上

授
業
料

保護者の
年収の目安

施
設
設
備
費
等

判定基準

月額
27,900円

月額
27,900円

月額
27,900円

月額
9,900円

支給額
（就学支援金）

支給対象外

ー ー ー 月額
18,000円

支給額
（県減免補助）

支給対象外

ー ー ー ー支給額
（就学支援金）

支給対象外

月額
7,500円

月額
3,750円

月額
2,500円

ー支給額
（県減免補助）

支給対象外

※　県減免補助で補助される施設設備費等は、施設設備費・衛生暖房費・特別授業料・実験実習費です。
※　年収では審査を行いません。実際の判定は、上記［計算式］で行います。
※　年収の目安とは、モデル世帯（父・母・高校生の子・中学生の子の４人世帯）について、判定基準を収入に置

き換えた目安です。
※　調整控除額は個人によって変わります。対象となるかどうかわからない場合は、申請していただくことを推奨

します。
※　福井県では、国の就学支援金および県減免補助を、学校側が生徒本人に代わって受け取り、授業料等と相

殺する方法をとっています。

【計算式】
　市町村民税の課税標準額×６％−市町村民税の調整控除の額
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コース名
～270万円未満

普通

運動特進

進学・特進

情報処理

保護者等の
負担額
（月額）

9,330円

11,130円

15,100円

9,930円

～350万円未満

13,080円

14,380円

16,600円

13,680円

～590万円未満
保護者の年収の目安

14,330円

15,630円

17,850円

14,930円

～910万円未満

16,830円

18,130円

20,350円

17,430円

910万円以上

44,730円

46,030円

48,250円

45,330円

※　保護者等の負担額内訳… 授業料・施設設備費・衛生暖房費・実験実習費または特別授業料（毎月徴収分）・
　　諸会費です。諸会費内訳（教育振興会費・教育振興基金・生徒会費・同窓会費）
※　１年生のみ４月分に教育振興会入会金（500円）、生徒会入会金（600円）の徴収があります。
※　運動特進および進学・特進コースは年1回4月に特別授業料の徴収があります。
　　（運動特進コース6,000円、進学・特進コース27,000円〈年1回の徴収のため、上記の表には含まれていません。〉）
※　上記月額以外に、学年会積立金を１年生６月から月額10,000円を集めさせていただきます。（この積立金より、

　　　修学旅行・卒業アルバム等に支出します。）

※　学納金に改定がある場合は、入学時にお知らせします。

申請書類一式は合格者登校日に全員に配布いたします。（茶封筒）

就学支援金の受給の有無に関わらず、全員が提出する書類があります。

《就学支援金等の申請について》
　就学支援金および県の減免補助金を受給するには、申請が必要です。
　令和元年度より「個人番号（マイナンバー）」を使用した申請となりました。
　申請書類と、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等の写しを期日までにご提出ください。
　入学時にマイナンバー等を提出し、就学支援金の認定を受けた場合、２回目以降のマイナンバーの提出
　を省略することができます（再度提出が必要な書類もあります）。

《奨学給付金について》
　その年の7月1日時点の非課税世帯を対象に、「福井県私立高校生等奨学給付金」が創設されています。
この給付金は保護者等が居住する都道府県から年１回給付されます。
　申請の時期になりましたら、対象者にのみご案内いたします。

《コースごとの保護者等の負担額（令和4年度入学生）》

令和4年度参考

※　就学支援金の支給判定に遅れが出る原因にもなりますので、税の申告や訂正がお済みでない場合は、必ず申請
の前に申告の手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

生活保護受給世帯

52,600円

第一子の高校生がいる世帯

134,600円

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

152,000円

第1回

第2回以降

申請時期

3月（1年生のみ）

4月（2、3年生）
5月（1年生）

前年度の課税所得

当該年度の課税所得

審査対象

　　　4月～6月分

7月～翌年6月（1、2年生）
7月～翌年3月（3年生）

補助対象期間



① 福井鉄道（福武線）…… 田原町駅下車徒歩２分

② えちぜん鉄道（三国芦原線）…… 西別院駅下車徒歩１分　田原町駅下車徒歩２分

③ 京福バス …… 明道中学校前下車徒歩１分

④ コミュニティバス“すまいる”

　 　田原・文京方面（北ルート）…… 北陸高校東下車すぐ

〈本校会場〉

文

幾久
明道
中学校

田原町駅

至 三国 えちぜん鉄道 西別院駅 まつもと町屋

北陸学園
北陸高等学校
北陸中学校

福井口駅

新福井駅
福井城址
大名町駅

福井駅福井駅

県　庁
福
井
鉄
道

受験会場案内

〈本校会場〉

〒910-0017　福井市文京1丁目8番1号

TEL（0776）23-0321

交通機関


