
 

 

 

2020 年 11 月 

 11 月も後半になり、大野・勝山事務局でも在籍する生徒から大学の推薦入試の合格の知らせ

が来るようになりました。一般入試で受験する生徒にとっては、これからが大切な時期になって

きます。新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染症予防と体調管理に十分に心掛けな

がら、志望校合格を目指して頑張っていきましょう。 

 

 

10 月 30 日に福井県教育委員会から『2021 年度

県立高校全日制の募集定員』が発表されました。

来春の県内中学校の卒業予定者数が 7117 人(前年

度比で－100 人)の見込みであるに対し、県立高校

全日制の総定員は 4796 人(前年度比で－78 人)と

なりました。 

卒業予定者数の減少幅が大きい福井地区の高校

では、藤島や羽水などの普通科で定員が減らされ

ました。一方、卒業予定者数が増加する奥越地区

では、大野・勝山・奥越明成の 3 校とも昨年度と

同数の定員となり、変化はありませんでした。 

 

 

中学校長の推薦が必要ない特色選抜は、2021 年度に限り、全種目で定員が前年度より１人増

やされました。新型コロナウイルスの影響で県大会などが中止となったこともあり、選考では地

区大会や中学１・２年時の成績も考慮されるようです。 

 

また、2021 年 3 月に県内中学校を卒業予

定の生徒を対象に行われた『進路志望調査』

の結果も公表されました。 

全日制高校では、前年度に比べ、普通科を

志望する生徒が増えた一方、職業科を志望する

生徒は減りました。普通科の中では、最近人

気が高まってきている探求科で志望者数が

増加しましたが、海外語学研修や留学制度な

どがある国際科は志望者が減少しました。 

全日制以外の高校では、定時制や通信制の

高校を志望する生徒が増えました。新型コロナウイルスの影響による学習の遅れや環境の変化、

進路選択の多様化などが原因ではないかと考えられます。 

 

 

 

10 月 30 日に福井県私立中学高校協

会から『2021 年度の県内私立高校の募

集定員』が発表されました。全日制は

合計 1948 人、定時制と通信制は各 80

人で、いずれも前年度と比べて定員に

変化はありませんでした。 

仁愛女子高校は新型コロナウイルス

の影響を考慮し、海外留学を伴う普通

科英語留学コースの募集を中止し、か

わりに特別進学コースの定員を増やし

た。 

 

卒業予定者数 前年比

福井地区 2603人 －77人

奥越地区 485人 ＋50人

県内 7117人 －100人

令和3年3月中学校卒業予定者数

学校 学科・コース 募集定員 前年比

羽水 普通 290 -13

高志 普通 160 ±0

普通(※) 89 -1

藤島 普通 336 -15

大野 普通 124 ±0

勝山 普通 120 ±0

福井商業 商業 78 ±0

流通経済 78 ±0

会計 39 ±0

情報処理 78 ±0

国際経済 39 ±0

奥越明成 機械 28 ±0

電気 28 ±0

ビジネス情報 28 ±0

生活 30 ±0

福祉 26 ±0

※高志中からの入学定員

(一部抜粋。詳細およびその他高校の定員に

ついては福井県のHPでご確認ください。)

2021年度 県立高校 募集定員

普通科 ＋115 (＋2.4%)

国際科 －27 (－0.4%)

探求科 ＋45 (＋0.7%)

職業科 －221 (－2.7%)

＋36 (＋0.5%)

＋16 (＋0.2%)

－56 (－0.7%)

(一部抜粋。詳細およびその他の調査結果について

は福井県のHPでご確認ください。)

定時制高校

通信制高校

高等専門学校

進路志望調査の結果

普通科

前年比

全日制

高校

学校 学科 コース 募集定員 前年比

北陸 特別進学 262 ±0

進学 105 ±0

普通 105 ±0

商業 情報処理 76 ±0

仁愛女子

英語留学 0 -20

特別進学 180 +20

進学 184 ±0

商業 36 ±0

20 ±0
グローバル・

サイエンス

2021年度 私立高校 募集定員①

普通

普通



福井高校では、特別進学科に設けた

文武両道を目指す「クラブ特進コース」

が 2021 年度から「特進コース」と合併

されます。 

また、北陸高校と仁愛女子高校が

2021 年度入試から、普通科進学コース

の出願に関して、併願を廃止し専願の

みに変更することが発表されました。

これで、2020 年度入試から同様の対応

を取っている福井高校と啓新高校を含

め、福井市内の私立４校の進学コース

がいずれも専願のみとなり、併願が可

能になるのは特別進学コースのみにな

ります。 

 

 

 

中学 3 年生の皆さんは、『学力診断テスト(学診)』の結果はどうだったでしょうか？学診の結

果をもとに、さっそく学校の担任の先生と個別面談や三者面談をした人もいるのではないかと

思います。学診は『高校入試における折り返し地点』であり、学診の結果が良かった人も悪かっ

た人も入試本番に向けた今後の学習の仕方が重要になってきます。 

そこで、大野・勝山事務局では中学 3 年生のご家庭を対象に『冬

の個別相談』を実施します。ご家庭にとっても担当教師にとって

も、お子様の学習・進路について話し合う良い機会になりますの

で、ぜひご利用ください。(詳細は案内書面でご確認ください。) 

また、中学 3 年生以外のご家庭に対しても、各教師が担当する

ご家庭と個別相談(面談)する機会を随時設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全学年対象で、4 回から偶数回数で申込み可能。兄弟・姉妹の申し込みも OK！ 

※詳細については、案内書をご覧いただくか、担当教師・事務局までお問い合わせください。 

 

 

新規で紹介した方・された方の両方に、QUO カード 5000 円を差し上げます。 

※再度ご入会いただく場合は、ご入会金は、いただきません。(兄弟姉妹含む) 

 

大野事務局 0779‐66‐2211 (平日)10～18 時 (隔週土)10～15 時 日祝休 

2021年度 県立高校 入試日程

推薦・特色選抜

 ▽出願期間：1/12(火)～13(水)16:00まで

 ▽面接等：1/19(火)

 ▽合格通知：1/21(木)

一般入試

 ▽出願期間：2/9(火)～12(金)12:00まで

 ▽志願変更期間：2/24(水)～26(金)12:00まで

 ▽学力検査：3/4(木)、5(金)

 ▽追検査：3/9(火)、10(水)

 ▽合格発表：3/12(金)14:00以降

 ▽２次募集期間：3/15(月)～16(火)12:00まで

 ▽２次募集学力検査：3/17(水)

 ▽２次募集合格発表：3/18(木)14:00以降

2021年度 私立高校 入試日程

推薦、スポーツ・文化選抜

 ▽出願期間：1/6(水)～12(火)17:00まで

 ▽選考日時：1/19(火)

 ▽合格発表：1/21(木)16:00以降

一般入試

 ▽出願期間：1/19(火)～25(月)17:00まで

 ▽選考日時：2/1(月)、2(火)

 ▽合格発表：2/5(金)16:00以降

学校 学科 コース 募集定員 前年比

福井工大 スーパー特進

特進 120 ±0

選抜一貫

進学コースⅠ類 80 ±0

進学コースⅡ類 210 ±0

40 ±0

啓新 特別進学 30 ±0

進学 70 ±0

アスリート 34 ±0

普通 70 ±0

32 ±0

34 ±0

30 ±0ファッションデザイン

　衛生看護

　調理

　情報商業

進学

特別進学

2021年度 私立高校 募集定員②

普通


