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東海大福岡 検索〒811-4193 福岡県宗像市田久1丁目9番2号　TEL：0940-32-3311 ／ FAX：0940-33-7466

詳しくは
Webへ!

入試イベント日程

オープンスクール 入試対策説明会
〈中学生と保護者対象〉

授業やクラブ活動など、東海大福岡の日常を
体験していただけます。お気軽にご参加ください。
詳しくはWebへ！

〈中学生と保護者対象〉
本校の教員からの直前アドバイス。
入試説明会終了後、個別に相談可能です。
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ワールド

新宮中央

福工大前

九産大前

九州工大前

教育大前

福北ゆたか線は折尾駅までの所要時間
香椎線は香椎駅までの所要時間
その他は赤間駅までの所要時間

電車での所要時間

※お問い合わせ・ご質問は、WEBサイトからお気軽にどうぞ。

 8 月 29 日（土）10:00 開催
 10 月 3 日（土）10:00 開催
 11 月 14 日（土）10:00 開催

 12 月12日（土）10:00開催
イベント全日程において、赤間駅より本校のスクール
バスで送迎します。

ACCESS MAP

■ JR 赤間駅より徒歩12分
■ 九州自動車道・古賀ICより20分、若宮ICより20分 ※3号線・自由ヶ丘より左折

★ 本校には多くの駐車場があります。公共交通機関の使用を避けたい方は自家用車での来校を
お待ちしております。

JR赤間駅から東海大福岡までの道筋は
こちらの動画からもご覧になれます

平日夜の個別相談会実施
2020年9月以降実施
対面での実施に加え、  での
個別相談会も実施します
★詳しくはWEBで

新型コロナの影響等により日程や内容が変更となる可能性がございます（本校HPにて随時更新）
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「私の理想の教育」の実現のため、本校教育の根本的な考え方・
教育の魂といえるスクールポリシーを明確にしています。本校の
スクールポリシーは、『人間力を育てる！』ことであります。生徒
一人ひとりの人間力を育てることが、本校のすべての教育活動の
源泉であり、本校教育の魂であります。その『人間力』をより
具体的な力として、次の『三つの人間力』に定義づけています。

日常の教育実践の目標として、三つの日本一というゴールを設定
しています。生徒たちが、日頃の教育活動のなかでイメージしや
すいゴールとして設定しました。生徒教職員全員が、私たちの
授業・部活動・そして挨拶と笑顔が日本一であるという自信と誇
りをもてる学校を目指します。

〈スクール ポリシー〉人間力を育てる！

三つの日本一をめざす！〈スクール ゴール〉

他人の痛みを自分の痛みと感
じられる温かい心と周りへの
感謝の気持ちをもって常に対
応できる豊かな感性を養う。

人間性 社会性 主体性

素直に返事ができる、さわや
かな挨拶ができる、周りの状
況を判断して気配り心配りが
できるなど、社会で通用する
逞しい実践力を磨く。

自ら課題を見つけ、周りの人
と協調して解決に向けて挑
戦し、常に自分が周りに何が
できるかを考え行動する力を
培う。

• 授業  日本一！
• 部活動  日本一！
• 挨拶と笑顔  日本一！

Histor y TOKAI UNIVERSITY FUKUOKA SENIOR HIGH SCHOOL

1966年 4月 開校（東海大学第五高等学校）
1968年 5月 体育館落成
1976年 4月 創立10周年記念事業　２号館落成式
1980年 7月 ［柔道部］第54回金鷲旗で全国制覇（初優勝）
1981年 1月  ［男子サッカー部］第60回全国高校サッカー選手権 初出場
1985年 3月 ［野球部］第57回選抜高校野球大会（甲子園）初出場
1986年 12月 創立20周年建学記念式・松前記念体育館落成式
1988年 4月 新一年生より制服をブレザーに変更
  ［柔道部］全国高校柔道選手権大会 優勝、
  柔道高校総体優勝、柔道国体団体戦 優勝（高校三冠）
1990年 1月 ［男子サッカー部］第69回全国高校サッカー選手権大会 第３位
1991年 12月 創立25周年記念式典
1993年 8月 ［女子バスケットボール部］全国高校総体（インターハイ）初出場
1994年 8月 全館冷暖房設置完成
1996年 11月 創立30周年記念ソフィア少年少女合唱団公演
1998年 4月 東海大学福岡コモンホールの完成
1999年 4月 学校5日制・2学期制の導入
2001年 1月 創立35周年式典
2004年 4月 「東海大学付属第五高等学校」に校名変更
2006年 10月 創立40周年記念式典
2010年 4月 45分7時間授業開始・新制服採用・
  スーパー特進コース設置・理数科募集停止
2011年 4月 サイエンスクラス（2年生）設置
2012年 4月 スーパー特進コースα、βクラスと進学コースⅠ類・Ⅱ類設置
2015年 3月 ［ラグビー部］第16回全国高校選抜ラグビーフットボール大会 出場

 5月 ［女子サッカー部］福岡県高等学校総合体育大会女子サッカー競技大会 優勝
 7月 ［女子サッカー部］全国高校総体（インターハイ）初出場
2016年 1月 ［女子サッカー部］全日本高校女子サッカー選手権大会 初出場
2016年 4月 「東海大学付属福岡高等学校」に校名変更
  学校6日制・3学期制に変更
  スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アスリートコース・
  進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コース　４コース制に変更
 8月 ［女子バスケットボール部］全国高校総体（インターハイ）出場（2回目）
 10月 創立50年記念式典
 12月 松前記念総合グラウンド竣工式（タイガーフィールド スタジアム）
2017年 3月 ［野球部］第89回選抜高校野球大会（甲子園）出場（ベスト8）
 4月 スクールバス無料運行（5コース）
 12月 ［陸上競技部］第68回全国高等学校男子駅伝競走大会 初出場
2018年 1月 ［女子サッカー部］第26回全日本高校女子サッカー選手権大会 出場
 4月 オリンピック・パラリンピック教育推進校 認定
 7月 ［女子バスケットボール部］全国高校総体（インターハイ）出場（3回目）
 ９月 ［女子駅伝部］菅田雅香　日本代表としてユースオリンピック出場（3000ｍ）
 10月 建学祭から「けやき祭」に改称
2019年 1月 ［女子サッカー部］全日本高校女子サッカー選手権大会 第3位
 4月 スクールバス6コース運行開始
 7月 ［男子剣道部］玉竜旗大会 全国第3位
 10月 同窓会創立50周年記念式典
 12月 ［女子バスケットボール部］ウィンターカップ 初出場
2020年 1月 ［女子サッカー部］第27回全日本高校女子サッカー選手権大会（4回目・ベスト8）
 3月 ［女子バドミントン部］第28回全国選抜大会初出場（新型コロナの影響のため中止） 

建学の精神

私の理想の教育

創立者 松前 重義は、

青年時代に「人生いかに生きるべきか」について思い悩み、

内村 鑑三の研究会を訪ね、その思想に深く感銘を受けるようになりました。

特にデンマークの教育による国づくりの歴史に啓発され、

生涯を教育に捧げようと決意して「望星学塾」を開設しました。

ここに東海大学の学園の原点があります。

創立者 松前はこの「望星学塾」に4つの言葉を掲げました（右記）。

ここでは、身体を鍛え、知能を磨くとともに、

人間、社会、自然、歴史、世界などに対する幅広い視野をもって、

一人ひとりが人生の基盤となる思想を培い、

人生の意義についてともに考えつつ希望の星に向かって

生きていこうと語りかけています。

本学園は、このような創立者の精神を受け継ぎ、

明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性をもった人材を育てることにより、

「調和の取れた文明社会を建設する」という理想を高く掲げ、歩み続けています。

素直な心と感謝の気持ちをもち、

主体性と気概をもって

何事にも挑戦することで、

ひとの笑顔のためにがんばれる人

を育てたい。 校長　津山憲司

創立者　松前重義

⃝本校の授業は教師と生徒で創るもの。
⃝生徒が主体的・能動的・協働的に授業に参加し、楽しかった、こんな力がついた、満足したと思える授業をめざします。

エピソード1 アクティブラーニング とICT 教育

⃝CEFRのA2レベル（英検準2級）の取得をめざします。
⃝多彩な海外留学研修プログラムと留学生との交流を通して、グローバルな視点を育てます。

エピソード2 グローバル教育

⃝生徒主体のイベントを通して、人間力を磨き、東海にしかできないイベントを創りあげます。
⃝Tokai Fukuoka Dancing（TFD）、イベントでは、みんなで一緒に踊る本校のオリジナルダンス

エピソード3 オリジナルなイベント

⃝数学・理科・漢字などの検定講座
⃝フラワーデザイン・アート・茶道・ミュージック・ダンス・手話などの教養講座

エピソード4 サタデーセミナー（土曜授業）多彩な講座で人間力アップ

楽しく学べる
学校

夢を追える
学校

満足できる
学校

成長できる
学校

理想の学校と
めざす学校

0302



個性を伸ばす4つのコース
コース紹介
４つの多彩なコースが、一人ひとりの「夢」を応援します。
全コーススタディサプリ・ICTを活用した教育を展開

⃝徹底して勉強がしたい
⃝国公立大学に合格したい
⃝ クラスの皆と学力で競い向上したい
⃝医者、パイロットになりたい
⃝ 学業特待制度をうけて親孝行したい

⃝部活と勉強を両立し 
　どちらも頑張りたい
⃝国公立大学に合格したい
⃝クラスの皆と学力で競い向上したい
⃝医者、パイロットになりたい
⃝学業特待制度をうけて親孝行したい

⃝語学力を向上させたい（英語）
⃝ 学校行事、部活、日常生活のすべてを
エンジョイしたい

⃝ 付属推薦や他大推薦を利用し、充実し
た高校3年間を送りたい

⃝将来、世界を舞台に活躍したい

 ⃝基礎学力をしっかり身につけたい
⃝学校行事、部活動を精一杯頑張りたい
⃝ 付属推薦や他大推薦を利用し、充実し
た高校3年間を送りたい

⃝全教科バランスよく学力をあげたい

⃝国公立大学AO入試・推薦入試
⃝大学入学共通テスト
⃝東海大学付属推薦
⃝GTEC受験（全員）
⃝英語検定受験（希望者）
⃝スタディサプリ
⃝スタディサプリENGLISH（4技能コース）

⃝国公立大学AO入試・推薦入試
⃝大学入学共通テスト
⃝東海大学付属推薦
⃝推薦入試、スポーツ推薦入試
　 一部指定校推薦可能

⃝GTEC受験（全員）
⃝英語検定受験（希望者）
⃝スタディサプリ
⃝スタディサプリENGLISH（4技能コース）

⃝東海大学付属推薦
⃝一般推薦入試、スポーツ推薦入試
　 指定校推薦可能

⃝GTEC受験（全員）
⃝英語検定受験（希望者）
⃝スタディサプリ
⃝スタディサプリENGLISH（日常英会話コース）
⃝英会話授業

⃝東海大学付属推薦
⃝一般推薦入試、
　スポーツ推薦入試
　 指定校推薦可能

⃝GTEC受験（全員）
⃝英語検定受験（希望者）
⃝スタディサプリ

【東海大学】全国に7キャンパス、 HTIS（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）
⃝医学部　⃝航空宇宙学科　⃝航空操縦学専攻　など  ※23学部62学科から選択

【国公立大】
⃝九州大学　⃝九州工業大学　⃝福岡教育大学　⃝北九州市立大学　⃝福岡女子大学
⃝熊本大学　⃝佐賀大学　⃝山口大学　⃝鹿児島大学　⃝長崎大学　⃝宮崎大学　など

【私立大】
⃝早慶上理（早稲田・慶応・上智・東京理科）　⃝MARCH（明治・青山学院・立教・中央・法政）
⃝関関同立（関西学院・関西・同志社・立命館） 　⃝西南学院大学・福岡大学　など

【東海大学】全国に7キャンパス、 HTIS（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）
⃝医学部　⃝航空宇宙学科　⃝航空操縦学専攻　など  ※23学部62学科から選択

【国公立大】
⃝九州大学　⃝九州工業大学　⃝福岡教育大学　⃝北九州市立大学　⃝福岡女子大学
⃝熊本大学　⃝佐賀大学　⃝山口大学　⃝鹿児島大学　⃝長崎大学　⃝鹿屋体育大学　など

【私立大】
⃝MARCH（明治・青山学院・立教・中央・法政）　⃝関関同立（関西学院・関西・同志社・立命館） 
⃝西南学院大学・福岡大学　など（スポーツ推薦等はこの限りではない）

【東海大学】全国に7キャンパス、 HTIS（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）  ※23学部62学科から選択

【国公立大】
⃝福岡教育大学　⃝北九州市立大学　⃝山口大学　⃝福岡女子大学

【私立大】
⃝西南学院大学　⃝福岡大学　⃝中村学園大学　⃝久留米大学　⃝関西大学　⃝関西学院大学
⃝立命館大学　⃝近畿大学　⃝日本体育大学　⃝大阪体育大学　⃝日本大学　⃝駒澤大学
⃝立命館アジア太平洋大学　など（スポーツ推薦等も含む）

【東海大学】全国に7キャンパス  ※23学部62学科から選択

【私立大】
⃝西南学院大学　⃝福岡大学　⃝九州産業大学　⃝九州国際大学　⃝福岡工業大学
⃝九州共立大学　⃝久留米大学　⃝関西大学　⃝関西学院大学　⃝立命館大学
⃝近畿大学　⃝日本体育大学　⃝大阪体育大学　⃝日本大学　⃝駒澤大学
⃝立命館アジア太平洋大学　など（スポーツ推薦等も含む）

［月曜］ 0限～7限
［火～金曜］ 0限～6限
［土曜］ 0限～3限　

【課外授業】 週3日実施 : 必須（3年次 週6日）

 長期休暇中 : 必須
 3年次は科目別課外

【部活動】 強化部以外の入部は可能
※スクールバスはすべての学校登校日に対応しています。

［月曜］ 0限～7限
［火～金曜］ 0限～6限
［土曜］ 0限～3限

【課外授業】 週3日実施：規定に従う（3年次より）

 長期休暇中：規定に従う
【部活動】 強化部のみ可能（マネージャーも可）

※スクールバスはすべての学校登校日に対応しています。

［月～金曜］ 1限～6限
［土曜］
サタデーセミナー 1・2限

【課外授業】 なし
 （資格取得のための講座はこの限りではない）

【部活動】 すべてのクラブに入部可能
※スクールバスはすべての学校登校日に対応しています。

［月～金曜］ 1限～6限
［土曜］
サタデーセミナー 1・2限

【課外授業】 なし
 （資格取得のための講座はこの限りではない）

【部活動】すべてのクラブに入部可能
※スクールバスはすべての学校登校日に対応しています。

受験対策・資格取得・ICT教材 目指す進路授業時間数・課外授業・部活動こんな人にオススメ

※ GTEC…「聞く」「試す」「読む」「書く」の 4技能を測るスコア型英語 4技能検定。大学入学試験にも活用可能。

強化部に属さない生徒の 
スーパー特進コース

≲スーパー特進≳
難関受験コース

（30名）

強化部に属している生徒の 
スーパー特進コース

≲スーパー特進≳
アスリートコース

（30名）

グローバル教育に特化した
進学コース

進学Ⅰ類コース
（120名）

人間力を育み、文武両道に特化した
進学コース

進学Ⅱ類コース
（140名）

週40時間
（土曜含）

週40時間
（土曜含）

週32時間
（土曜含）

週32時間
（土曜含）

Course introduction

難関受験コース＆アスリートコース共通カリキュラム 2021（年間単位数合計 40） 
国語 地歴 公民 数学 理科 保健体育 芸術 英語 家庭 情報 総合的な

探求の時間 特別活動

一
年
生

国語総合（5） 世界史A（2） 現代社会（3） 数学Ⅰ（5）
数学A（3）

物理基礎（2）
化学基礎（2）
生物基礎（2）

体育（3）
保健（1）

音楽Ⅰ ┓
美術Ⅰ（2）
書道Ⅰ ┛

コミュニケーション
英語Ⅰ（4）
英語表現Ⅰ（2）

社会と情報（2） 高校現代文明論（1） ホームルーム
活動（1）

二
年
生

文
系

現代文B（3）
古典B（4） 日本史B（6） 数学Ⅱ（5）

数学B（3）
化学（2）
生物（2）

体育（3）
保健（1）

コミュニケーション
英語Ⅱ（5）
英語表現Ⅱ（2）

家庭基礎（2） 高校現代文明論（1） ホームルーム
活動（1）

理
系

現代文B（3）
古典B（2） 地理B（4） 数学Ⅱ（5）

数学B（3）
化学（4）
物理
生物

体育（3）
保健（1）

コミュニケーション
英語Ⅱ（5）
英語表現Ⅱ（2）

家庭基礎（2） 高校現代文明論（1） ホームルーム
活動（1）

三
年
生

文
系

現代文B（4）
古典B（4） 日本史演習（4） 政治・経済（4） 数学演習（4） 化学（2）

生物（2） 体育（2）
コミュニケーション
英語Ⅲ（6）
英語表現Ⅲ（3）

総合的な探求の時間 ホームルーム
活動（1）

理
系

現代文B（3）
古典B（3） 地理演習（2） 数学Ⅲ（6）

数学演習（2）
化学（4）
物理
生物

体育（2）
コミュニケーション
英語Ⅲ（6）
英語表現Ⅲ（3）

総合的な探求の時間 ホームルーム
活動（1）

注）※印は学校設定科目である。3年次の「総合的な探求の時間」は、体験活動、集団的行事、ボランティア活動等とする。

┓
（4）
┛

┓
（4）
┛

進学Ⅰ類コース、進学Ⅱ類コース カリキュラム 2021（年間単位数合計 32）
国語 地歴 公民 数学 理科 保健体育 芸術 英語 家庭 情報 総合的な

探求の時間 特別活動

一
年
生

国語総合（4） 現代社会（2） 数学Ⅰ

数学A（2）
物理基礎（2） 体育（3）

保健（1）
音楽Ⅰ ┓
美術Ⅰ（2）
書道Ⅰ ┛

コミュニケーション
英語Ⅰ（3）
英語表現Ⅰ（2）
英語会話（1）Ⅰ類のみ

家庭基礎（2） 社会と情報（1） 高校現代文明論（1）
※選択教科演習（2）

ホームルーム
活動（1）

二
年
生

現代文B（2）
古典B（2）

世界史A（2）
日本史B（2） 数学Ⅱ 化学基礎（2）

生物基礎（2）
体育（3）
保健（1）

コミュニケーション
英語Ⅱ（4）
英語表現Ⅱ（2）
英語会話（1）Ⅰ類のみ

社会と情報（1） 高校現代文明論（1）
※選択教科演習（2）

ホームルーム
活動（1）

三
年
生

文
系

現代文B（4）
古典B（2） 日本史B（5） 政治・経済（3） 数学B（2） 化学

生物 体育
コミュニケーション
英語Ⅲ（4）
英語表現Ⅱ（2）
英語会話（1）Ⅰ類のみ

総合的な探求の時間 ホームルーム
活動（1）

理
系

現代文B（2）
古典B（2） 政治・経済（2） 数学Ⅲ（5）

数学B（2）
化学（4）
物理
生物

体育（2）
コミュニケーション
英語Ⅲ（4）
英語表現Ⅱ（2）

総合的な探求の時間 ホームルーム
活動（1）

注）※印は学校設定科目である。３年次の「総合的な探求の時間」は、体験活動、集団的行事、ボランティア活動等とする。　※３年進級時に、理系希望者はⅠ類とⅡ類が混合クラスになることがあります。

┏（3）Ⅰ類
┫
┗（4）Ⅱ類

┏（4）Ⅰ類
┫
┗（5）Ⅱ類

┓
（4）
┛

┏（2）Ⅰ類
┫
┗（3）Ⅱ類

┓
（4）
┛
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ス
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柔道部／野球部／男子サッカー部／ラグビー部／男子駅伝部／剣道部／バドミントン部（男女）
女子バスケットボール部／女子サッカー部／女子バレーボール部／チアリーディング部／吹奏楽部強化部

強化クラブに所属しながら国公立大学・難関私立大学
および東海大学の医学部・航空操縦学専攻

などの難関学部を目指すコースです。

スーパー特進

アスリートコース

Pass difficult entrance exa
ms 

while being an athl
ete

詳しくは
Webへ!

スーパー特進

難関受験コース
国公立大学・難関私立大学および東海大学の
医学部・航空操縦学専攻などの
難関学部を目指すコースです。

Passing difficult entrance exa
ms

詳しくは
Webへ!

１年　沓形 桃花 さん（自由ヶ丘中学校出身）

１年　椛島 史隆 さん（大和中学校出身）

07 2021 TOKAI UNIVERSITY FUKUOKA SENIOR HIGH SCHOOL 08



ス
ー
パ
ー
特
進
（
難
関
受
験
コ
ー
ス
／
ア
ス
リ
ー
ト
コ
ー
ス
）

岩田 祐子 先生
担当教科：数学科

　スーパー特進コースは、日々の授業はもちろん、放
課後、長期休暇の課外や個別指導を通して、目標と
する大学進学に向けて、特に学習に力を入れている
コースです。
　学習活動や学校行事を通して、困難を乗り越える力

「レジリエンス」も育てていきます。特進コースで自分の
夢実現に向けて、自分をさらに成長させていきませんか？

困難を
乗り越える力

スーパー特進主幹 MESSAGE

スーパー特進で生まれるチーム力

スーパー特進

難関受験コース
 （定員30名）

詳しくは
Webへ!

難関受験コースとアスリートコースは、コースの枠を超えた スーパー特進という大きなチーム力が芽生えます。スーパー特進対象の進路説明会や小論文講評会などを通して大学受験への
高い意識を育てます。 3年間を通して「良き仲間であり良きラ イバル」という関係を築き、 互いに高め合い成長することができます。

勉強に
集中できる環境
難関受験コース 2019年度卒業
九州工業大学　工学部Ⅰ類
生田 祐貴 さん

（宮若西中学校出身）

　難関受験コースは東海大福岡の中でも特に勉強に集
中できます。スーパー特進全てのクラスが校舎の最上
階にあり1,2年生の時は先輩方が受験勉強している姿
を見て勉強のモチベーションにしていました。また、先
生方も生活面から学習面までしっかりと面倒見てくれ、
アクティブラーニングによる理解度の高い授業を受ける
ことができます。
　私は大学受験を通して特に周りの人々の支えというも
のを強く感じました。受験勉強をやめたいと思う時でも
3年間同じクラスメイトと良きライバルとして支え合い、
私自身大きく成長することができました。

卒業生MESSAGE

先生方の
親身なアドバイス

2年 難関受験コース
福長 実玖 さん

（河東中学校出身）

　大学受験についての講義や、自分の行きたい大学に
ついて自主的に調べる機会が多くあり、それによって私
も日頃から志高く勉強に励むことができています。定期
的に行われる全国模試等をもとに先生方が親身になっ
てアドバイスをくださるので、自分の勉強量や方法を見
直すことができ、成績の向上を実感できます。
　また、クラスの雰囲気もとても良く、それが勉強や学
校生活の励みとなっています。これからもクラス皆で協
力し、互いに競争しながら目標に向かってより良い高校
生活にしていきたいです。

在校生MESSAGE

部活も学習も
刺激を受ける毎日

3年 アスリートコース
前濱 璃空 さん

（若松中学校出身）

　私は、アスリートコースでサッカー部に所属しなが
ら 勉強に励んでいます。このアスリートコースはみん
な目標を持っています。
　勉強においては、自分の得意な教科を伸ばせる以
外に苦手な教科も周りと協力し合って克服することが
出来ます。また、部活動においては、クラス全員が
強化部に入っているので、周りから良い刺激を受け、
部活動でとことん高みを目指すことができます。私の
目標は、サッカーとの両立をし、国立大学に入ること
です。

在校生MESSAGE

勉強も部活も
諦めずにやり抜ける
アスリートコース 2019年度卒業
福岡教育大学 教育学部
初等教育教員養成課程
栗田 有依子 さん

（鞍手中学校出身）

　アスリートコースは団結力が強く、メリハリがあり、
互いに切磋琢磨できるところが魅力です。部活と勉強
の両立できついなと思った時でも、「みんなも同じ環境
でがんばっているから自分もがんばろう！」と何度も励ま
されました。
　また、通学時間や休み時間などの隙間時間を利用し、
学習を積み重ねることで高い集中力を身につけることが
できました。そのおかげで、勉強も部活動も最後まで
諦めずににやり抜くことができ、志望校合格へと繋がっ
たと思います。
　充実した3年間をアスリートコースで過ごすことがで
き、本当に良かったです。

卒業生MESSAGE

ICT教材で学力UP !

学習でNo.1 ! 部活でNo.1 !

きめ細やか な少人数教育

ICTで一人ひとりをサポート

　１、２年生は週３日、3年生は週６日の放課後課外を行なっています。 
また、長期休暇期間の課外授業では夏季（約３週間）冬季（約１週間） 
春季（約２週間）という期間を活用し、大学入試に必要な力を身につけます。

　「スタディサプリ」「スタディサプリENGLISH」「ロイロノート」 
を活用し、ポートフォリオ・学習内容の予習復習、課題の配信
で一人ひとりの学習をサポートします。

　全員が強化部に所属しているアスリ ートコースでは、充実した 
学習環境と誰もがNo.1を目指すという 高い意識の中で、互いに 
切磋琢磨しながら学力を伸ばします。

　全国レベルの強化部という恵まれた環境の中で一流ア
スリートを目指し、同じ目標を持った仲間と共にそれぞれの
No.1を目指します。

　スーパー特進 難関受験コースは、約30名で編成されています。 
これからの時代 に求められる力を養うため、知識詰め込み型では
なく「考える」授 業を通して学力を育てます。

　「スタディサプリ」や「スタディサプリENGLISH」「ロイロノート」などのICT教材
を授業時間以外でも有効活用し、学力を伸ばします。 またロイロノートを通して
担任や教科担当とコミュニケーションを取りながら、文武両道をサポートします。

（希望する皆さんに学業奨学生のチャンスがあります！）

●スーパー特進（難関受験コース・アスリートコース）の受験希望の生徒対象に入試の成績を基に選考・採用します。
●専願・前期・後期のすべての入試に適用されます。また、前期・後期の場合は公立高校との併願が可能です。

●スーパー特進（難関受験コース・アスリートコース）の専願入試では、上記の学業奨学生の種別ごとに合否判定を選択できる入試制度
　「学業奨学生チャレンジ専願入試」があります。希望する学業奨学生の種別によって合格判定を予め選択することができます。

学業奨学生について

学業奨学生専願チャレンジ入試制度

※詳細は「入学募集要項」をご覧ください。

※詳細は「入学募集要項」をご覧ください。

施設拡充費を給付
（入学時）

学習補助費を給付
（3 年間）

給付される学業奨学金
（施設拡充費、学習補助費の合計額）

SS 種 17万円

S種 17万円

A種

B種

17万円

120万円 137万円

60万円

30万円

77万円

47万円

― 17万円17万円

Passing difficult entrance exa
ms

Pass difficult entrance exams 

while being an athlete
スーパー特進

アスリートコース
 （定員30名）

詳しくは
Webへ!

スーパー特進コース進学実績

国公立大学16名

私立大学61名

充実した授業で学力UP !

主な進学先
九州工業大学 / 福岡教育大学 / 長崎大学 / 

北九州市立大学 / 宮崎大学 / 下関市立大学　ほか

主な進学先

西南学院大学 11 名 / 福岡大学 16 名 / 
産業医科大学 / 九州産業大学 / 日本赤十字九州国際看護大学 / 

中村学園大学 / 久留米大学　ほか

※（3ヵ年合計）

※（2019年度実績）
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2nd Advancement course 

詳しくは
Webへ!進学Ⅰ類コース

国際感覚を養い、東海大学付属推薦や
有名私立大学への進学を目指すコースです。

東海大学付属推薦や私立大学への
進学を目指すコースです。

進学Ⅱ類コース詳しくは
Webへ!

1st Advancement course 

１年　古野 広洋 さん（中央中学校出身）

１年　貞木 玲音 さん（福間東中学校出身）
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　アクティブラーニングを取り入れた授業を展開しており、近年
の多様な入試に対応した学力の向上を図っています。 また、
活発に教員とやりとりができることで、自発的な学習を促し、 
質×量による進路実現を目指します。

1st Advancement course 

2nd Advancement course 

28.5%

難関

部活加入率

100%

アスリート

72.3% 63.0%

Ⅱ類Ⅰ類

部活加入率

（全員が強化部）

部活動加入率部活加入率

28.5%

難関

部活加入率

100%

アスリート

72.3% 63.0%

Ⅱ類Ⅰ類

部活加入率

（全員が強化部）

部活動加入率部活加入率

　様々な学校行事やイベントの中心と なって活動する中で、リーダーシップや
集団を統率する力を身につけ、高い人 間力を育むことができます。学校生活の
中でたくさんの達成感を味わう事で仲 間と協力し、お互いを尊重し、自ら成長
する力を養います。

　本校では、熱意溢れる教員が生徒をサポートしていま
す。大学への推薦制度が充実しており、東海大学への付
属推薦だけでなく指定校推薦など生徒一人ひとりの夢を
実現するためのサポートを行っています。

前期・後期とセミナー形式の授業を実施しています。 数学や英語の
検定講座だけでなく、書道やフラワーデザイン、手話、ダンスなど普段
の学校生活では学ぶ事ができない多彩な講座があります。 様々な
ことを経験することで、興味関心を深め視野を広げることができます。

先生方のサポートで
第一志望に合格
進学Ⅰ類コース 2019年度卒業
西南学院大学 経済学部経済学科
糸永 優希 さん

（自由ヶ丘中学校出身）

　入学当初から目標を立てて学校生活を過ごしました。
また、２年生の夏にはマレーシア文化交流プログラムに
参加し、貴重な体験をすることができました。また、先
生方が親身に進路相談に乗っていただき、温かい励ま
しと熱心なご指導のおかげで第一志望に合格すること
ができました。サポートしてくださる先生方やいつも近
くで切磋琢磨できる友達に出会える東海大福岡は人と
して成長できる学校です。是非、東海大福岡で充実し
た３年間を送ってください。

卒業生MESSAGE

何事にも
全力で取り組める
2年 進学Ⅰ類コース
山本 優雅 さん
生徒会長　サッカー部所属

（犀川中学校出身）

　東海大学付属福岡高校は、勉強と部活動が両
立して頑張れる環境が整っています。授業では
iPadを使用したり、アクティブラーニングを取り入
れたりと先生方の熱意ある授業で勉強に臨めます。
部活動では個々の技術の向上とともに、人間性の
向上などにも努めています。何事にも全力で取り組
める東海大福岡にぜひ来てみませんか、みなさん
の入学をお待ちしています。

在校生MESSAGE

英語コミュニケーション力 大学進学を目指した教育活動 積極的 なボランティア活動への参加

人間力向上 ! 「夢・実現」へのための基礎徹底 サタデーセミナー（Ⅰ類コース・Ⅱ類コース共通）
チームで切磋琢磨
レベルアップ
進学Ⅱ類コース 2019年度卒業
東海大学 体育学部武道学科
遠藤 正景 さん

（城山中学校出身）

　東海大福岡は勉強にも部活にも専念できる素晴らし
い環境が整っており、私自身もたくさんの経験と成長を
させていただきました。なかでも、スポーツだけではな
く人としての在り方、社会に出たときに通用する人間で
あれるよう先生方からご指導頂きました。そのおかげで
人間性を磨く事ができました。そして、周りにはたくさ
んの仲間たちがいるので、切磋琢磨しながらチームみん
なでレベルアップできる環境が「東海大福岡」にはありま
す。充実した、楽しい学校生活を送れて東海大福岡で
本当によかったと思っています。

卒業生MESSAGE

一人ひとりに寄り添って
くれるから悩みも解決
1年 進学Ⅱ類コース
松本 凜奈 さん
女子バレーボール部所属

（岡垣中学校出身）

　進学Ⅱ類コースは勉強と部活動が両立できるコース
です。勉強では、分からないところがあっても、わかる
まで先生方が生徒一人ひとりに寄り添って教えてくれま
す。私も勉強で分からない時は、先生方からサポート
してもらい、頑張ろうと思えるようになりました。部活
動では、同じ志をもつ仲間たちとの毎日の練習の中で
技術面や精神面で大きく成長を感じることができます。
上位の大会を目指して、一生懸命に努力しています。

在校生MESSAGE

定期試験や生徒の学習意欲など、総合的に判断して 
ステップアップができます。特進コースを含めた全コー
スで可能です！ 志高く高校生活を送りましょう！
※ ただし、スーパー特進コースへの転コースには
模試を受けることが必須です。

ステップアップが可能！
部活動加入率

付属推薦・指定校推薦 など  多様な入試制度あり
　本校では、アクティブラーニングを取り入れた授業
で学力向上、一般入試を見据えた授業を展開してい
ますが、その他にも進路を実現する方法があります。
東海大学への付属推薦や、４年制大学への指定校推
薦など、多様な入試制度に対応した進路実現を目指
しています。
※３月は全学年学園試験対策授業期間です。

進学Ⅰ･Ⅱ類コース合格実績（過去3ヵ年）

進学Ⅰ類コース
 （定員120名）

進学Ⅱ類コース
 （定員140名）

強化部
一般部
同好会
 含む

※この他にも社会体育やクラブチームで活動している生徒もたくさんいます。
戸高 歩実 さん

（梅光学院中学校出身）

成井 康平 先生
担当教科：地歴・公民科

　それぞれの生徒が幅広い目標を持って夢や可能性
に向かってチャレンジする環境が整っています。アク
ティブラーニングの導入や英会話の授業、留学生との
交流、さまざまな資格や検定にチャレンジすることがで
きます。一人一人の夢は違えど、授業や部活動、学校
行事を通して人間力、夢に向かう力を身につけることが
できます。

チャレンジ力を
育成する環境

進学Ⅰ類コース担任 MESSAGE

鈴木 優太朗 先生
担当教科：理科

　進学Ⅱ類コースの生徒は豊かな個性が大きな特徴です。
授業中、部活動、イベントなど、生徒は様々な場で自分自身の
持ち味を活かし、自分を最大限に表現しています。それができ
るのも、多様性を認め合えるⅡ類コースの仲間があってのこ
とです。この経験の積み重ねで、卒業する頃に生徒は大きく
成長します。「東海大福岡高校でよかった」と思えるように、生
徒も教員も一丸となって毎日楽しんで活動に励んでいます。

誰にでも活躍
する場がある !

進学Ⅱ類コース担任 MESSAGE

　「英語会話」という、ネイティブの教員と少人数クラスで行う授業があります。「スタ
ディサプリENGLISH」というアプリを用いたICT活用の授業や課題配信に加え、プレ
ゼンテーションを中心とした授業スタイルで、生きた英語を学べます。また、本校独
自の留学制度も充実しているので、英語力を伸ばすチャンスがたくさんあります !

　地域との 交流を活発に行なっており、ボランティア活動への
参加を推奨 しています。JAむなかたとの畑作体験やそば打ち
体験、宗像 フェスなどの地域との交流事業では様々な世代との
交流ができ、「多様性」について積極的に学ぶことができます。

福岡教育大学、名桜大学、西南学院大学、福岡大学、
慶應義塾大学、同志社大学、関西大学、専修大学、日本体育大学、
中村学園大学、九州産業大学、久留米大学　ほか

その他4年制大学

政治経済学部、観光学部、情報理工学部、
法学部、海洋学部、体育学部、国際文学部　ほか東海大学 主な学部

詳しくは
Webへ!

詳しくは
Webへ!
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本校を卒業する5人に１人の生徒が全国（世界）にある東海大学へ進学します！

出典 ： 朝日新聞出版『大学ランキング 2019年度版』

第9位教員採用人数
（高等学校）
全国770大学中 第31位教員採用人数

（中学校）
全国770大学中

第3位公務員採用人数
（警察官）
全国770大学中 第10位公務員採用人数

（消防官）
全国770大学中

詳しくは
Webへ!

医学科
真に社会に貢献できる「良医」の輩出
に努めている医学科です。キャンパ
ス内の東海大学医学部付属病院は、
ドクターヘリも備えた大規模な病院
で、特定機能病院として高度医療の
提供に努めています。

（2016・17・18年度　各１名合格）

工学部  航空宇宙学科
日本の大学初のパイロット養成コース「航
空操縦学専攻」を設置。4年間で民間航
空機の事業用操縦士ライセンスを取得す
ることができ、多くの卒業生が航空会社
へパイロットとして就職しています。

（2018・19年度　各1名合格）

学びの可能性が広がる「キャンパス間留学制度」
在籍地区以外のキャンパスに留学できる東海大学の「キャンパス間留
学制度」。学びのステージは、北海道から沖縄まで広がります。学園
全体のスケールメリットを生かし、学生の学びをサポートしていきます。

留学先で修得した単位を認定
留学先で修得した単位が卒業単位として認められます。

大学のサポート
留学先での履修プランを記した「計画書」作成時に、在籍校舎の教学
部が相談にのり、全力でサポートします。

―― 大学の進学先比率 ――
（過去 5年間）

専門・
専修学校
23%

私立短期大学部
 （県内・県外）
   3%

就職
 8%
3%

東海大学
学園関係
20%

国公立大学
2%

私立大学
（県内・県外）
41%

予備校・留学など

• 筑波大学　• 九州工業大学
• 熊本大学　• 宮崎大学
• 長崎大学　• 福岡教育大学
• 大阪教育大学　• 北九州市立大学
• 福岡県立大学　• 下関市立大学
• 名桜大学　ほか

私立大学（直近5年間実績）国公立大学（直近5年間実績）

東海大学付属推薦制度（内部進学）
付属推薦希望者には東海大学への進学を必ず実現させます !

第一希望学部合格者

2020年度は71名が東海大学に合格!

99%

生徒の希望を実現するために 
徹底した進路指導

年に３～５回の三者面談期間を設け、進
路や学校生活について担任と綿密な面
談を行います。生徒自ら進路実現へ強い
意識を持てるように工夫するとともに「入
れる進学先」から「入りたい進学先へ」を
合言葉に生徒の適性と将来を見据えた
指導を実践していきます。

学科試験
東海大学の付属高校生徒全員（約
5,000名）が受験する「学園基礎学
力定着度試験」や模試を行うことに
より、現在の弱点が見えてきます。
希望を実現するために昼休みや放
課後などその生徒にあった教材で
個別指導を行います。

小論文
推薦入試で不可欠な小論文につい
て、各学年、年数回小論文模試を
実施し、基礎的な力をつけていきま
す。その上で、いざ受験になれば、
その内容に応じた科目の先生が添
削指導を繰り返し行い、実践的な
文章力を磨いていきます。

面接
どのような進学先でも将来を見据え
たとき、面接は必須事項です。面
接指導においては生徒が三年間取
り組んできたポートフォリオを元に
面接内容を書きおこし、複数の教
員が模擬面接を行うことであなただ
けの面接力をつけていきます。

GLOBAL NETWORK
ハワイ東海インターナショナルカレッジ
東海大学ヨーロッパ学術センター
東海大学パシフィックセンター

東海大学海外連絡事務所 ウィーンオフィス
東海大学海外連絡事務所 ソウルオフィス
東海大学海外連絡事務所 アセアンオフィス

東海大学／札幌キャンパス
⃝国際文化学部　⃝生物学部

東海大学付属札幌高等学校

東海大学／高輪キャンパス
⃝情報通信学部 ⃝観光学部
⃝経営学部 ⃝国際学部
※全て3年次より。

東海大学付属高輪台高等学校・中等部

東海大学／代々木キャンパス
⃝法学部 ⃝政治経済学部
※全て3年次より。
東海大学付属望星高等学校
東海大学菅生高等学校・中等部

東海大学付属浦安高等学校・中等部
東海大学付属市原望洋高等学校

東海大学／静岡（清水）キャンパス
⃝人文学部 ⃝海洋学部

東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部

東海大学／熊本キャンパス
⃝文理融合学部　⃝農学部
東海大学付属熊本星翔高等学校

TOKAI NETWORK

東海大学付属諏訪高等学校

東海大学山形高等学校

東海大学付属甲府高等学校

東海大学付属大阪仰星高等学校・中等部

東海大学付属福岡高等学校

東海大学は、2022年度に全学的な大学改革を実施いたします

東海大学／伊勢原キャンパス
⃝医学部　⃝工学部
⃝医工学科

東海大学
医療技術短期大学

東海大学
短期大学部

取得可能な教員免許状一覧

・中学校教諭一種免許状
国語・英語・数学・理科・社会・音楽・美術・ 保
健体育

・高等学校教諭一種免許状
国語・英語・数学・理科・地理歴史・公民・ 音
楽・美術・保健体育・情報・工業・農業

・養護教諭
その他　学芸員・司書等の資格も取得可能です。

※取得可能な教員免許状は現在の学部編制によるものです。２０２２年度からは変更する場合があります。

東海大学／湘南キャンパス
⃝文学部 ⃝文化社会学部
⃝健康学部 ⃝理学部
⃝体育学部 ⃝建築学部
⃝工学部 ⃝情報理工学部
⃝児童教育学部 ⃝教養学部
⃝情報通信学部※1 ⃝観光学部※1

⃝経営学部※1 ⃝国際学部※1

⃝法学部※2 ⃝政治経済学部※2

※1　２年次まで。３年次より高輪キャンパス。
※2　２年次まで。３年次より代 木々キャンパス。
東海大学付属相模高等学校・中等部

2020年度
就職希望内定率

100%
（公務員※自衛隊・刑務官・その他）

東 海 大 福 岡 の 受 験サポート体 制

付属推薦制度で 東海大学へ進学するメリット
1

2

3

校長推薦により本校生徒なら全員東海大学へ進学できます。

東海大学への入学金が半額、また学園試験において成績優秀者へは
奨学金を給付（半年で25万円、2回に分けて給付）

難関の医学科、看護学科、航空操縦学専攻、体育学部やハワイに
あるHTICインターナショナルカレッジへの独自の推薦制度

教員・公務員を目指すなら、東海大学！

多彩な支援策を 1年時から展開し、生徒一人ひとりを
しっかりとサポートします。東海大学並びに、国公立大
学、私立大学への進学から海外への進学まで、夢を実
現するための徹底指導を行います。

Career achievements

国公立大学	 9名
西南学院大学	12名
福岡大学	 18名
東海大学	 71名

2020年度合格

大 学 合 格 実 績
一般入試／推薦入試　的確な進路指導で生徒一人ひとりの夢を実現

•西南学院大学　•福岡大学　•産業医科大学
•中村学園大学　•久留米大学　•近畿大学
•福岡工業大学　•九州産業大学
•筑紫女学園大学
•日本赤十字九州国際看護大学
•福岡女学院大学　•福岡女学院看護大学
•九州国際大学　•九州共立大学
•福岡看護大学　•西南女学院大学
•第一薬科大学　•九州女子大学
•九州栄養福祉大学　•国際医療福祉大学
•聖マリア学院大学　•久留米工業大学　ほか

•慶應義塾大学　•明治大学　•青山学院大学　
•立命館大学　•関西大学　•同志社大学
•専修大学　•龍谷大学　•京都産業大学
•近畿大学　•日本体育大学
•日本獣医生命科学大学　•大東文化大学
•国士舘大学　•神戸学院大学　•桃山学院大学
•岡山理科大学　•国際武道大学　•神奈川大学
•拓殖大学　•阪南大学　•関西外国語大学
•創価大学　•東京工科大学　•日本福祉大学
•名城大学　•活水女子大学　•東洋大学
•日本大学　•東京医科大学　
•大阪芸術大学　ほか

県 内 県 内

進路実績
的確な進路指導を実施。
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進路適性の発見探求
 ２年生スケジュール
4月 学園基礎学力定着度試験
 HTIC説明会
5月 スタディサポートテスト
6月 GTEC（スーパー特進）
 進研模試（Ⅰ類・スーパー特進）
 実力テスト（Ⅱ類）
10月 進研模試 実力テスト
11月 スタディサプリ到達度テスト
 大学学部説明会
12月 GTEC
1月 進研模試
 小論文模試

TOKAI FUKUOKA授業メソッド

この５つのメソッドで東海大福岡が誇る魅力ある授業を創っていきます！

生涯にわたって役立つ知識
山本 ひろな 先生　（保健体育科）
　保健の授業はどの単元にも「健康」という
テーマの中で進んでいきます。自分自身の心や
体の健康だけではなく、社会の取り組み、保健・
医療制度などについて学び、生涯にわたって
役立つ知識・生きる力を一緒に身につけていき
ましょう！！

学びの主体性を
伊藤 良太 先生　（理科）
　私の情熱で生徒の心に火をつけ、その火をさらに
燃え上がらせられたら最高です。生徒全員の「脳み
そに汗をかかせる」ことを理想に、授業を展開してい
ます。そして、理科の授業を通して本校が目指す「コ
ンピテンシー」を身につけていきます。

本気の大人が 
たくさんいます
松原 崇志 先生　（数学科）
　高校3年間で体験できるすべてのことは、生徒の皆さ
んが成長するために準備されたものです。私たち東海
大福岡の教員は、時には壁となり、時には支えとなり、
みなさんの成長のお手伝いをしていきます。東海大福
岡には本気の大人がたくさんいます。本気で君たちの
現在を、未来を想う大人がいる環境で、素敵な青春を
過ごしませんか？

Have fun 
  and you will make your own way!
林山 優華 先生　（英語科）
　たくさんの発話やアクティビティを通して「英語が苦手」から

「楽しい！ わかる！ 」になるよう、授業を展開しています。また、
楽しくも厳しくメリハリをつけて授業を行い、進路実現に向け
て全力でサポートします！ 楽しく充実した高校生活を一緒に送
りましょう！

TOKAI FUKUOKA成長プログラム
東海大福岡のスクールゴールの一つに「授業  日本一」～ 授業満足度 日本一をめざす！ ～ があります。
毎日の授業は生徒が成長するための、生徒と教師の協働作業です。生徒と教師が「同じ目標・同じルール・同じ方向」に進み、
東海大福岡オリジナルの授業メソッドで「授業満足度日本一」を目指します。

詳しくは
Webへ!

教員の詳細はWEBにて
ご覧になれます。

教員紹介

本格的受験期
 ３年生スケジュール
4月 学園基礎学力定着度試験
 小論文模試
 HTIC説明会
6月 第１回付属推薦者候補者発表
 GTEC
 進研模試（Ⅰ類・スーパー特進）
9月 第２回付属推薦者候補者発表
11月 学園高大連携総合試験
12月 付属推薦入学合格者説明会
1月 大学入学共通テスト

2年生

3年生

1. ゴール Goal
生徒の授業満足度、日本一をめざす

2. コンピテンシー Competency
生徒に身につけさせるコンピテンシー（＝７つの学力）を意識して授業を創る

3. ルール Rule
生徒と教師の授業のルール『 X（テン）の約束』を守る

4. アプローチ Approach
アクティブラーニング・ICT教材で協働しながら学ぶ  

5. フィードバック Feedback
生徒が行う『授業評価アンケート』と教師が行う「クラスアンケート」で授業の向上を目指す

Program of 

     student 
growth

生活学習習慣の確立
 １年生スケジュール
4月 学園基礎学力定着度試験
 HTIC説明会
5月 スタディサポートテスト
6月 GTEC（スーパー特進）
 進研模試（Ⅰ類・スーパー特進）
 実力テスト（Ⅱ類）
10月 進研模試 実力テスト
11月 スタディサプリ到達度テスト
 学園全体説明会
12月 GTEC
1月 進研模試
 小論文模試

積極的にチャレンジを！
中村 謙三 先生　（保健体育科）
　皆さんにとって貴重な３年間。学校生活（ク
ラス・授業・部活動）には、生徒の皆さんの明る
い未来への『きっかけ』や自分を高めるための『ヒ
ント』がたくさん隠れています。その中で、保健
体育は、規律を身につけ生涯に通じる知識を学
ぶことができる教科です。様々なことに気づき、
生きる力を身につけられるよう、共に成長してい
きましょう。

1年生
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　　　　　　　［七つの学力（コンピテンシー）］ を培う！
東海大福岡高校の『楽しく・わかる』授業を通して、生徒に身に着けさせる『七つのコンピテンシー（能力・資質）』をご紹介します。
これらの力を伸ばし、次なるステージで活躍することができる高校生を育成します！

東海大福岡での
アクティブラーニングで

これまでの授業の概念を転換し、あらゆる授業で、生徒が主
体となり、生徒が発信し、自ら能動的に学習する「深い学び」
を取り入れています。各教科で、ICTを駆使し、対話的な授
業を展開する東海福岡メソッドを開発していきます。

アクティブラーニングのアイテムは、
iPadをはじめとする ICTです

スタディサプリ
～自分時間で学習＆振返り～

ロイロノート
～生徒 ⇔ 教師の双方向教育～

れんらくアプリ
～保護者 ⇔ 学校の確実なつながり～

どんなときもサポート！ 東海大福岡のICT教育支援！

スマホ持ち込み・限定的使用の許可で
モラル向上

スマホモラル向上教育実績

　現在の高校生のスマホ事情を鑑み、スマホの持ち込みを許可しておりま
す。朝や放課後などの保護者との連絡、スクールバス到着のメール受信、
調べ学習に利用するなど、様々な利用方法を提案しています。また、禁止
ではなく許可にすることで、所持前提の指導ができるため、インターネット
やスマートフォン、SNSなどの正しい使い方を SNS講座やスマホ安全講習
を通じて、全教職員・全校生徒で共有しています。

・スマホキャリアによる SNS講座（生徒・教員）
・スマホモラル向上講演会（警察署）
・携帯電話利用状況アンケート（年 2回）
・モラル啓発掲示（校舎内各所）
・「歩きスマホ」撲滅キャンペーンなど
・スマホ（SNS）関連犯罪予防ガイダンス

スマホ（SNS）での「いじめ」・「犯罪」を
未然に防ぎます!!

―――「スクールガーディアン」導入 ―――
　本校では2017年より、アディッ
シュ社の「スクール・ガーディア
ン」を導入し、サイバーパトロー
ルを行っています。あらゆるサイト
や SNSの徹底したパトロールによ
り、その情報が定期的に学校に届き、生徒指導に活用しています。危険や
トラブルから生徒を守り、インターネットやスマートフォンなどの正しい使い
方の指導に役立てています。

　スタディサプリは主要5教科の全単元がしっかりとカバーされており、
わからない箇所を復習する、学校で習う前に予習をするなど、自分の時間
で効率的に学習することができます。本校は、授業の中でも週末課題、長
期休暇中の課題など年間を通して活用しています。
　また、ポートフォリオ機能を使うことで、学習や部活、学校外の活動成
果など、学校生活のさまざまな活動を記録し、今後社会で必要になる主
体性を育むための振り返り力を育成します。

　各科目で配信しました。課題
プリントを郵送し、その内容に対
応する授業動画で学習するスタ
イルの学習援助です。各教員の
工夫を凝らした手作り授業を、
生徒の皆さんに届けました。

朝のHR　安定した生活リズムを保つために、朝8:45からHRを
やりました。ネットワーク越しですが、担任の先生とクラスの生徒
たちが、クラスの生徒同士が繋がれたことが嬉しく感じました。
二者面談　いつ収束するかわからない不安や、高校3年生の
進路の悩みに寄り添うためにZoomを用いて二者面談を行
いました。

　ロイロノート・スクールは、直感的な操作で学習活動における生徒たち
の「できたらいいな」を実現する授業支援ツールです。資料のやりとり、思
考の可視化、意見の共有が簡単にできるため、生徒たちが自ら考え表現
する協同的な学びや、オンラインでの授業にも効果を発揮しています。

　学校からの案内文書やスクールバスの到着メールなど、学校と保護者
の皆様をつなげるメールシステムです。本校では、すべての保護者の皆
様にご加入いただき、確実に連絡が取れる体制を整えています。

※iPad等の商品名及び、各種WEB/アプリのサービスは各社の商標です

SNSでもつながろう！！！
東海大福岡の  ＆ 

公式YouTubeチャンネル

　本校生徒・教職員の日常や活躍を、日 ア々ップしています。
休校期間中には『こんなときだからこそ選手権』を開催し、チーム東海大
福岡として全員が繋がっていたいという想いを共有しました。

ポートフォリオ入力率

九州1位!
自分をしっかり振り返る!!!

英語に特化した
【スタディサプリEnglish】
も採用しています。

～教員の手作りの授業動画を作成するなど、ICTツールを使ってどんなときも東海大福岡は生徒に教育をお届けします～

実 践 実 践

Facebook公式アカウント Instagram公式アカウント

公式YouTubeチャンネルでは本校の部活動の紹介動画をあげています！ 
一度見に来てください！

アクティブラーニング ＆ ICT
これまでの授業の概念を転換し、あらゆる授業で生徒が主体になり、
生徒が自ら発信し、能動的に学習する「深い学び」を取り入れています。
ICTを駆使し、視覚的・聴覚的に理解し、対話的な授業を展開しています。

❺チャレンジ力
何事にも揺るがない強い
信念を持ち、挑み続ける力

❻チーム力
チームの一員として、
その役割を全うする力

❼異文化理解力
他者を知り、尊重することで、
リスペクトと受け入れる力

❶知識技能獲得力
生徒たちが主体的に
新しい知識や技能を
獲得する力

❷思考創造力
　生徒たちが主体的に考え学び、

新たなるものを創り出す力

❸問題解決力
獲得した知識や技能を活用し、
主体的に問題を解決する力

❹コミュニケーション力
相手に思いやりの気持ちをもち、
自身の意見を明確に伝える力

Active Learning
Information and

Communication Technology
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国際交流＆留学
本校はグローバル教育に力を入れており、留学生の受け入れから留学プログラムまで、
本校独自の様々なプログラムを行っております。（昨年度実績。変更になる可能性もあります。）

詳しくは
Webへ!

東海大福岡　　   のプログラム 〜あなたに合うのはどれ？〜4つ
短期留学プログラム

修学旅行海外コース

付属推薦で
ハワイへ進学！！

HTIC
（ハワイ東海インターナショナルカレッジ）

中期留学プログラム

学園主催の国際交流

国内での国際交流

1

2

3

 4

希望者

条件あり

希望者

全員可

セコラ・スリ・ベスタリ校

シティポイント・クリスチャンカレッジ校

ハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）

宗像フェス（福津市恋の浦）

マレーシア文化交流プログラム（10日間）

オーストラリア中期留学プログラム
（ブリスベン：約70日間）

SHIPプログラム（約50日間）

日韓環境文化交流プログラム
〜釜山外国語大学〜

費用：約10万円（昨年度）　対象：全校生徒
７月下旬～８月上旬

費用：約140万円（昨年度）　催行人数：1～15名
対象：1～2年生　英検三級以上保持、

CEFR：A2以上（英検準２級以上が望ましい）
1月下旬～4月上旬

費用：約110万円（昨年度）　対象：高校3年生
毎年1月～2月

費用：０円　対象：全校生徒

条件あり

希望者

全員可

セコラ・スリ・ベスタリ校

本校にて

マレーシア交換留学プログラム
（３ヵ月）

ヨーロッパ研修旅行

ベスタリ校歓迎プログラム（７日間）

費用：約45万円（昨年度）　催行人数：２人
対象：1～2年生　英検三級以上保持、CEFR：A2以上
（英検準2級以上が望ましい）その他成績条件あり。

7月下旬～10月下旬

費用：約50万円（昨年度）　対象：全校生徒
12月下旬実施

費用：０円　対象：全校生徒
11月上旬～中旬

International exchang
e

& study abroad 　修学旅行では、国内はもちろん、海外も
選択することが可能です。語学学習をしな
がら海外だからこそ味わえる楽しい修学旅
行を目指しています。
　その中でもグアムコースにおける活動内
容は、太平洋戦争に関わる平和学習、シュ
ノーケリングなどのマリンスポーツ、BBQ、
現地の学校との交流になっています。非常
に充実した修学旅行なので、毎年100名程
度が参加しており、生徒からの人気も高い
コースとなっています。

　本校には、近い将来海外で活躍できる、
ほかの高校にはない独自のルートがありま
す。それが、「東海大学のハワイインターナ
ショナルカレッジ」です。ここでは、米国短
期大学士の学位を習得できます。卒業後は
東海大学への編入はもちろん、アメリカの
州立大学や４年制大学に編入することもでき
ます。
　日本ではできない経験をすることで、就
職活動でも強みになり、大きなアドバンテー
ジを持って臨むことができます。可能性を大
きく広げる制度が東海大学付属福岡高等学
校にはあります。

　マレーシアは大きくわけて、中華系、マレーシ
ア系、インド系の人々で構成されるグローバルな
国です。この多民族国家で、色々な文化を肌で
感じることが出来ました。
　生徒全員が当たり前のように多言語を使ってい
て、私も早く英語を喋れるようになりたいという良
い刺激になりました。
　また、現地の人はとてもフレンドリーで、すぐに
馴染むことが出来ました。
　生活の中での英語を使ったコミュニケーション
を学べたことが、私にとってとても大きかったです。

2年  難関受験コース
中山 剣太郎さん
（平尾中学校出身）

　ヨーロッパ研修では、ヨーロッパの4カ国(デン
マーク、ドイツ、オーストリア、フランス)の歴史や
文化を学びました。現地へ直接行き、自分自身の
目で見ることによって海外の文化に対しての興味が
より一層深まったとともに、各付属生の友達や国境
を越えた友達が増え、とても良い経験になりました。
　この研修に参加できたのは、東海大学が主催する
付属生のための研修プログラムのおかげです。海外
の文化やコミュニケーションが好きな人はもちろん、
まだ将来の夢が決まっていない人もぜひ参加してみ
てください。

2019 年度 卒業生
葛城 昴さん

（則松中学校出身）

　私は日韓の交流を約１年間かけておこない
ました。国境を越えたごみ拾いをリモートで
行い、一緒に環境問題について考えました。
その後、釡山外国語大学へ行き、現地の大
学生と宗像フェスで一緒に行うボランティア
活動について話し合いました。宗像フェスで
は、釡山外国語大学の学生と私たちでごみ
の分別のサポートをしたり、一緒にフェスを
楽しみました。韓国の友達もでき、とても有
意義な時間を過ごすことができました。

2019 年度 卒業生
永島 有菜さん

（自由ヶ丘中学校出身）

ヨーロッパ研修旅行
学園交流

国内国際交流（宗像フェス）

ベスタリ校
短期留学プログラム

海外で
 生活したい

英語力にはまだ
    自信がないけど
海外生活を体験したい

英語でコミュニケーションが
　　とれるようになりたい

海外の高校生活を
体験したい

海外の大学生活を
　　体験したい

海外の歴史や建築物を
　　　　生で見たい

　オーストラリアの自然豊かな環境
の中で、語学の習得ができるのは
もちろんのこと、海外の友達、先生、
ホストファミリーとの出会いでこれ
までになかった視野を広げることが
できます。１日１日がとても充実して
います。学校にコアラもいますよ！

3年  進学Ⅰ類コース
川合 由華さん

（城山中学校出身）

海外に興味がある

国内にいながら、
  外国の方 と々英語で
    コミュニケーション取りたい

国内にいながら、
　外国の文化に触れたい

中期留学プログラム
（オーストラリア）

中期留学プログラム
（マレーシア）

（グアムコース）

ジョン ドウォン さん（韓国）

オトゥホウマ シアレ さん（トンガ）

ファール アミナタ さん（セネガル）

イ ビョンソプ さん（韓国）

マ シュン さん（中国）

マフィ ヴィリアミ さん（トンガ）
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詳しくは
Webへ!

4
⃝1学期始業式
⃝入学式
⃝学園基礎学力定着度試験
⃝1年生宿泊研修

April

10
⃝第2回オープンスクール
⃝2学期中間試験
⃝けやき祭（文化祭）

October

5
⃝ホームカミングデー
⃝生徒総会
⃝学園オリンピック
⃝1学期中間試験

May

11
⃝学園高大連携試験（3年生）
⃝生徒会選挙
⃝第3回オープンスクール
⃝現代文明論公開授業
⃝校内献血

November

6
⃝クラスマッチ
⃝GTEC（3年生全員）
⃝第1回付属推薦候補者発表
⃝保護者進路説明会
⃝ AL（アクティブラーニング）
　研究授業
⃝日韓交流事業

June

12
⃝2学期期末試験 （3年生卒業試験）
⃝付属推薦合格発表及び手続き説明会
⃝GTEC（1・2年全員受験）
⃝入試対策説明会
⃝生徒総会
⃝クリスマスイルミネーション
⃝２学期終業式

December

1
⃝3学期始業式
⃝大学入学共通テスト
⃝専願入試

January

8
⃝学園オリンピック
⃝各クラブ夏合宿
⃝2学期始業式
⃝私学展
⃝第1回オープンスクール

August

2
⃝前期一般入試
⃝後期一般入試
⃝1・2年生学年末試験
⃝予餞会（3年生送別会）

February

9
⃝スポーツフェスティバル

（体育祭）
⃝塾・中学校対象説明会
⃝宗像フェス

September

年中行事・
スクールライフ

新入生宿泊研修4月

クラスマッチ・
ブロックマッチ6月

7
⃝1学期期末試験
⃝1学期終業式
⃝三者面談
⃝スマホモラル教育
⃝1年生校外学習・
　2年生芸術鑑賞

July

3
⃝卒業式
⃝修学旅行
⃝修了式
⃝新入生登校日

March

主人公は生徒！生徒主体となって
催される思い出に残る文化祭です。
前日祭含め、2 日間は踊り、歌合戦、
各クラスが開くイベント、食べ物ブー
スなどいろんな出し物があります！

楽しくなければ学校じゃない。
東海大福岡は、地域や企業、卒業生との交流など、
一生の想い出となるイベントを計画しています。

みんなで楽しい
学校生活を送ろう！

けやき祭
（文化祭）10月

スポーツフェスティバル
（体育祭）9月

高校生活の始めに
クラスの団結を深
められます！

競技に参加した人だけではなく、
応援する人も一丸となって取り
組めるのがイチオシポイント！教
員で結成したチームも競技に参
加しているのも注目！

吹奏楽部のオープニングアクト

地元で開催される野外音楽フェ
スティバルにスタッフとして参加で
きます！プロのアーティストとのコラ
ボやボランティア活動を通して大
きな学びがあります。盛り上がる
ことまちがいなしのイベントです！

宗像フェス9月

修学旅行3月

国内 2 コース・海外 2 コースから
選択するセレクトシステム制を採用

しています。費用や日程、また自分
自身の興味、関心に沿って生徒自
身が選択する本校独自の修学旅行

は毎年生徒のニーズに合ったプラン
を考えます！一生の思い出になる充
実したプログラムをお楽しみに！

赤・青・黄・緑の 4 ブロックに分かれて、
競技に取り組みます！教職員、保護者と
ともに思いっきり楽しめるイベントです！学
年の垣根を越えて優勝へ向かう過程で
得られるものは一生モノです！

学園オリンピック
5月 8月

開催は年に一度！様 な々分野に参加す
ることができ、成績優秀者には東海大
進学や奨学金のチャンスも！

NO FUN,
NO SCHOOL
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強化部  女子バスケットボール部 強化部  女子バレーボール部

⃝ 平成30年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大
会　インターハイ出場（3回目）　

⃝ ウィンターカップ2019 第72回全国高等学校バスケットボール選手
権大会 初出場

⃝平成30年度 福岡県高等学校総合体育大会バレーボール　選手権
大会県大会出場　⃝平成30年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール
選手権大会　福岡県ラウンド出場　ベスト16　⃝平成30年度 第71
回 全日本バレーボール高等学校　選手権大会県大会出場

強化部  柔道部

強化部  男子駅伝部

強化部  女子サッカー部

強化部  野球部 運動部  男子バスケットボール部

運動部  卓球部 運動部  総合部 文化部  書道部

文化部  イラスト研究部

文化部  同好会  同好会  英会話同好会

同好会  ダンス同好会

同好会  演劇同好会

同好会  韓国語同好会 同好会  家庭科同好会 同好会  園芸同好会

同好会  生物同好会

文化部  写真部

文化部  フラワーデザインいけばな部 文化部  科学部

運動部  男子ソフトテニス部

強化部  ラグビー部

強化部  バドミントン部

強化部  チアリーディング部 強化部  吹奏楽部

詳しくは
Webへ!部活動紹介

県内随一の12の強化部をもち、全国優勝を目指し頑張っています。その他の部活動も学校行事や地域の催しなどに積極的に参加するなど、
競技力だけでなく人間力の育成も図っています。全生徒で応援する「全校応援」も迫力満点です。

仲間とともに得た勝利、感動、絆は一生の宝物。

2017年甲子園での全校応援の様子です。
「Team Tokai Fukuoka」をスローガンに、
吹奏楽部とチアリーディング部を中心に、オ
リジナルの応援歌と振り付けで全校応援を
行いました。部活動に加入していない生徒
も一体となって全力で応援しました。

⃝全国高校駅伝　出場１回
⃝全九州高校駅伝　３年連続出場中
⃝全国高等学校総合体育大会　出場１２回

⃝令和元年度 福岡県高等学校体育大会柔道選手権大会団体ベスト8
　66kg級優勝 インターハイ出場
⃝令和元年度金鷲旗ベスト32

⃝第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　第３位
⃝第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　ベスト８
⃝平成30年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 ベスト16
　福岡県大会優勝 14回、九州大会出場 19回、全国大会出場 7回

⃝第26回　九州チアリーディング選手権大会　出場
⃝九州チアリーディングフェスティバル2019　第6位
⃝他、学校行事や地域、施設にて演技披露

⃝2018年　第６３回九州大会出場（銀賞）
⃝2019年　第３３回福岡県吹奏楽コンクール（銀賞）
⃝2019年　高文連吹奏楽部門福岡県大会（最優秀賞・全国大会推薦）
※第４４回全国高等学校総合文化祭出場決定（２０２０高知総文）

⃝令和元年度全九州高等学校体育大会第54回全九州高等学校バドミントン
競技大会　男子ダブルス出場　⃝令和元年度　全九州高等学校選抜バドミン
トン競技大会  兼  第48回全国高等学校選抜バドミントン競技九州地区予選
会　女子ダブルス ベスト8、男子ダブルス ベスト8、創部初の全国大会出場!!

2018年度 ⃝全国高等学校ラグビーフットボール７人制大会 第６位
   ⃝福岡県高等学校ラグビーフットボール大会 第２位
2019年度 ⃝福岡県高等学校ラグビーフットボール大会 第3位

⃝選抜高等学校野球大会出場（S60・H29）  ２回
⃝全国高校野球選手権大会県大会出場 １３回
⃝九州地区高校野球大会出場 ８回
　優  勝　１回（H11）　　準優勝   ２回（S59・H28）

運動部  女子ソフトテニス部

部活動加入率

66.1%
およそ10人に7人が部活動を頑張りながら

充実した学校生活を送っています！Extracurricular activit
ies

文化部  茶道部

歴史研究部 ものづくり同好会

強化部  男子サッカー部

⃝2019年福岡県高等学校サッカー大会 第3位
⃝第９８回全国高校サッカー選手権福岡大会 第3位
⃝全国高校選手権　14回出場
⃝全国高校総体　17回出場

強化部  剣道部

男子 ⃝令和元年度玉竜旗剣道大会　第三位
  ⃝令和元年度九州選抜剣道大会出場
女子 ⃝平成31年度九州選抜剣道大会出場

運動部  陸上競技部（男・女）

全校応援
〜気持ちをひとつに〜
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詳しくは
Webへ! 寮（合宿所）

クラブ生寮（男・女）は、原則強化クラブ生に限ります

望星研修寮（柔道部）

体育望星寮（野球部）

勝虎寮（サッカー部）

堅忍寮（ラグビー部）

夢追館（剣道部）

女子第一寮（女子サッカー部）

女子第二寮（女子バスケットボール部）

現在東海大学付属の高校で唯一のY字型校舎。端の教室
は生徒数増加とともに増設されました。

❽ 校舎

休み時間には多くの生徒で賑わっています。気さくな店員さ
んが生徒を温かく見守ってくれています。

❿ １号館売店「T's Mart」

大きなスクリーンや音響設備などが充実しており、様々な活
動に利用できる空間になっています。

⓬ コモンホール２Ｆアリーナ

2016年に完成した本校の人工芝グラウンド。最高の環境でク
ラスマッチや体育祭などのイベントも開催しています。

❶ タイガーフィールドスタジアム（人工芝グラウンド）

⓮ ３号館レストラン

正五角形の形をした体育館。３階にはアリーナ席があり、
多くの観客を収容することができます。

❹ 松前記念体育館

⓰ テニスコート（3面）

完全iPad授業で展開。現代に欠かせない情報モラル、
マナー、iPadの活用方法などを学んでいます。

❺ ２号館コンピュータ室

どの教室からも宗像の豊かな自然を感じることができ、落ち
着いた環境で授業を受けることができます。

❾ 教室

昼休みや放課後にみんなでわいわい。パソコンも完備し、
有意義に使うことができます。

⓫ コモンホール１F食堂（PCフロア）

ダンス同好会だけでなく演劇同好会も発足し、楽しく活動し
ています。

⓭ コモンホール3Ｆフィットネスルーム（ダンス・演劇）

クレイのグラウンドも完備。付属幼稚園と在校生の交流の
ためのラグビー教室も開催しています。

❷ ラグビー・サッカーグラウンド

放課後に鳴り響く打球音や掛け声。高校球児の熱い姿
に青春を感じます。目指せ甲子園!

❸ 野球場

⓯ ３号館フリールーム（吹奏楽部）

⓱ スクールバス駐車場

会議型の会場なので、英会話の授業に多く使われていま
す。プロジェクターを用いた映像授業も行われています。

❻ ２号館マルチルーム

アリーナ
（体育館2F）

剣道場
（体育館1F）

柔道場
（体育館1F）

トレーニング
ルーム

（体育館1F）

施設紹介充実した施設で学園生活を満喫 School facility introdu
ction

見識を深めるためのたくさんの本があります。WiFi完
備のため、昼休みや放課後に調べ学習も可能です。

❼ 図書館

⓫ ⓬ ⓭

❺ ❻ ❼

❹

❷

⓰

❽ ❾ ❿

❸

❶

認定こども園
東海大学付属
自由ケ丘幼稚園

⓮ ⓯

⓱

野球サブグラウンド

学業、部活動はもちろん、充実したキャンパスライフを送るため
の最高の施設が整っています。すべての部活動が学校敷地内の
施設で活動できる点も東海大福岡のスケールメリットです。
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体操服

詳しくは
Webへ!

 LADY'S

 LADY'S  LADY'S

 LADY'S

 LADY'S

 MEN'S

 MEN'S

〈制服〉
着続けることで “愛着” が “誇り” にかわる

School Uniform

冬服期間及び式典時などで着用します

コーディネイトは自由！

コーディネイトは自由！

冬服・正装

スカート シャツ ニットベスト

ネクタイ・リボン 襟章 靴（ローファー） 靴下 バッグ（サブバッグ）

 MEN'S

 LADY'S

夏 服

中間服 男女兼用
ポロシャツ

女子専用
ポロシャツ

男女兼用
サマーセーター

New Item New Item New Item

夏 用冬 用

よりカッコよく・もっと快適に・さらに機能的に！

スラックスブレザー

 LADY'S LADY'S
 MEN'S MEN'S

TOKAI FUKUOKA の体操服は「  」を採用しています。

福岡県内でも高い人気を誇る「 TOKAI FUKUOKA 」の制服。多数のコーディネートで美しくスマートに学ぶ

 LADY'S
ショート

 LADY'S
ロング
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募集　
定員数　

　受験区分

普通科
スーパー特進
難関受験コース

スーパー特進
アスリートコース 進学Ⅰ類コース 進学Ⅱ類コース

30名（男・女） 30名（男・女） 120名（男・女） 140名（男・女）

専願入試 30名
（専願・前期の合計人数）

30名
（専願・前期の合計人数）

120名
（専願・前期の合計人数）

140名
（専願・前期の合計人数）前期入試

後期入試 若干名 若干名 若干名 若干名

※留学生対象のグローバルスポーツコース（若干名）含む　

入試区分 試験科目 願書受付期間 試験日 合格発表

専願入試 国語・数学・英語（リスニング含）及び面接
※スーパー特進受験者は、理科・社会を含む５教科

2021年
1月15日（金）～19日（火）

2021年
１月 21日（木）

2021年
１月 25日（月）

前期入試 国語・数学・英語（リスニング含）理科・社会
及び面接

2021年
1月29日（金）～2月3日（水）

2021年
2月 5日（金）

2021年
2月 9日（火）

後期入試 国語・数学・英語・理科・社会
及び面接

2021年
２月９日（火）～１２日（金）

2021年
2月 13日（土）

2021年
2月 17日（水）

奨学金種別 入学手続時給付額 年間給付額（5月に一括支給） 初年度給付額

ＳＳ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（40万円） 570,000円

Ｓ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（20万円） 370,000円

Ａ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（10万円） 270,000円

Ｂ種 施設拡充費相当額（17万円） なし 170,000円

※受験生自身が合否判定を選択できる専願チャレンジ入試については　ページ参照

奨学金種別 入学手続時給付額 年間給付額（5月に一括支給） 初年度給付額

ＮＳ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（20万円）/毎年 370,000円

ＮＡ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（10万円）/毎年 270,000円

Ｓ種 なし 学習補助費（20万円）/毎年 200,000円

Ａ種 なし 学習補助費（10万円）/毎年 100,000円

Ｎ種 施設拡充費相当額（17万円） なし 170,000円

※世帯年収の目安は家族構成により異なります　

項目 授業料 保護者負担軽減 世帯年収目安 就学支援金支給額 月額授業料

授業料 32,300円

 △ 500円 約 910万円以上 支給なし  31,800円

 △ 500円 約 910万円未満～ 590万円以上  9,900円支給  21,900円

 0円 約 590万円未満  32,300円支給  0円

※「就学支援金制度」「保護者負担軽減補助金」の支給基準により月額授業料は変動します

委託金
保護者後援会会費 生徒会会費 部活動後援会会費 月額委託金

2,000円 500円 2,000円 4,500円

積立金
行事積立金 (修学旅行費・その他行事費含む )・卒業積立金等 学年諸経費 月額積立金

5,000円 4,000円 9,000円

募集人員

入試内容

奨学金制度について

校納金等について（月額）

※すべての入試区分に適用し、公立高校との併願も可
・選 考：  筆記試験の得点及び調査書等により総合的に判断する。
・資 格：  スーパー特進（難関受験・アスリート）コースを志願し、国公立大学進学を目指す者。

※専願入試のみの適用
・本校部活動顧問が、所属中学校を通してリクルートに伺います（所属中学校校長の推薦書が必要）

学業奨学生

部活動奨学生
（東海大福岡奨学生）

TOKAI FUKUOKA
HIGH SCHOOL

詳しくは
Webへ!生徒募集要項 無料スクールバス2021（令和3年）年度【抜粋】

※詳細は「入学試験要項」をご覧ください

詳しくは
Webへ!

古賀 福間 東郷 赤間 水巻教育大前東福間 海老津 遠賀川

東水巻

折尾

中間

鞍手

鞍手
 I.C.

若宮
 I.C.

古賀
 I.C.

山陽新幹線

鹿児島本線

九州自動車道

筑
豊
本
線
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33
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88
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1122334455

6677
88

991010

1111

1212
1313
1414

宗像市内コース

芦屋・岡垣（城山）コース

水巻・遠賀コース

鞍手・宮若（自由ヶ丘）コース

津屋崎・福間コース

古賀・福間コース

利用料は
ずっと無料!

経済的
自宅～学校

安全
課外・部活動
にも対応

安心

東海大福岡

スクールバス路線図

全6コース運行中!!

・朝の0時間目や課外授業・補習授業費はすべて無料！
・スクールバスを利用すれば、毎月の交通費は無料！
・本校の付属推薦制度を利用すれば、東海大学進学の際の入学金も半額免除！！

東海大福岡の学費は、経済的にも安心です！

津屋崎・福間
コース

宗像市内
コース

古賀・福間
コース

鞍手・宮若
(自由ヶ丘)コース

水巻・遠賀
コース

芦屋・岡垣
(城山)コース

鐘崎停車場

海の道むなかた館
（宗像大社前）

道の駅むなかた前

桜町団地停車場

デイリーヤマザキ
ひかりヶ丘店前

ポプラ玄海瀬戸店

妙見停車場

コメリ神湊店前

宗像コモン
公園通３停車場

宗像警察署前

河東西小学校入口停車場

宗像コモン入口停車場

ハナダ写真館停車場

荒樫停車場

城西ヶ丘停車場
（ひろわたり歯科前）

須恵停車場
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1414

1515

1616

福津市役所停車場

ドラッグモリ福津店前

通り堂停車場

村山田停車場

的岡停車場

手光停車場

大和町停車場

ミニストップ東福間店前

セリア東郷駅前店

セブンイレブン
勝浦店停車場

小竹歩道橋停車場

東福間駅前交番停車場

日の里1丁目停車場

JA津屋崎支局前

日の里団地郵便局前

デイリーヤマザキ
日の里店前

宗像ユリックス前

古賀東中学校前 11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

庄停車場

町川原停車場

サニー古賀店停車場

ミニストップ
福津日蒔野店

大塚停車場

古賀市役所停車場

屋敷停車場
（ジョイフル近く）

福岡女学院
看護大停車場

セブンイレブン
福間南店前

千鳥パークタウン停車場

古賀特別支援学校
停車場

マックスバリュー
福間駅前店

薬王寺温泉入口停車場

新さくらんぼ保育園前

若木台幼稚園前停車場

セブンイレブン
芦屋山鹿店前

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

ＪＲ東水巻駅前11

22

33

44

55

66

77

99

88

松ケ台中央停車場

浜口南バス停

岡垣サンリーアイ前

芦屋中学校前

岡垣町役場前

粟屋中央停車場

広陵台停車場

葉山センター停車場

芦屋町役場前

松の本バス停

第二梅ノ木バス停

鍋田バス停

水巻中央バス停前

尾崎付近

遠賀川駅バス停

ファミリーマート
海老津駅店前

ファミリーマート
水巻中央店前

JR鞍手駅前

田淵バス停

新北バス停

宮若長井鶴マルシン前

山口交差点付近

鞍手くらじの郷前

菅井眼科前

室木バス停

宝部自動車前

青葉台旧べこ膳前

沼口バス停

JA農協倉庫前

自由ヶ丘1丁目停車場

鞍手運動公園前

東海大福岡高校着

 本校生徒の約半分の生徒が利用するスクールバスのおかげで、生徒の通学方法に利便性と安全性が加わりました！！
 何よりも自宅近くのバス停留所から学校玄関まで送迎があるのでとても安心です！
 一番気になる利用料金は、在学中ずっと「無料」です。（年間登録料1000円のみ）
 課外授業や部活動生徒にも対応していて通学時間の軽減になるメリットも！
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