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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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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	31	日（土）10:00	開催
	10	月	12	日（土）10:00	開催
	11	月	16	日（土）10:00	開催

	12	月14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

★自家用車での来校も可能です。

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

2020
学校案内

平日夜の個別相談会実施
2019年9月以降実施
★詳しくはWEBで



全6コース運行中！！

経済的
利用料は

ずっと無料!

安全
自宅～学校

安心
課外・部活動

にも対応

ＪＲ東水巻駅前
第1便 6:07　第2便 なし

ポプラ芦屋山鹿店前
第1便 6:00　第2便 7:35

JR鞍手駅前
第1便 6:00　第2便 なし

鐘崎停車場
第1便 6:05　第2便 7:35

古賀東中学校前
第1便 6:05　第2便 7:30

松の本バス停
第1便 6:27　第2便 7:49

松ケ台中央停車場
第1便 6:14　第2便 7:51

田淵バス停
第1便 6:20　第2便 7:46

海の道むなかた館（宗像大社前）
第1便 6:17　第2便 なし

庄停車場
第1便 6:13　第2便 7:41

福津市役所停車場
第1便 6:30　第2便 7:50

第二梅ノ木バス停
第1便 6:16　第2便 なし

浜口南バス停
第1便 6:06　第2便 7:42

新北バス停
第1便 6:10　第2便 7:36

道の駅むなかた前
第1便 6:13　第2便 なし

町川原停車場
第1便 6:10　第2便 7:35

ドラッグモリ福津店前
第1便 6:25　第2便 7:45

鍋田バス停
第1便 6:35　第2便 7:57

岡垣サンリーアイ前
第1便 6:23　第2便 8:00

宮若長井鶴マルシン前
第1便 6:24　第2便 7:50

桜町団地停車場
第1便 6:24　第2便 7:44

サニー古賀店停車場
第1便 6:17　第2便 7:44

通り堂停車場
第1便 6:33　第2便 7:53

山口交差点付近
第1便 6:37　第2便 8:07

デイリーヤマザキひかりヶ丘店前
第1便 6:32　第2便 7:52

ミニストップ福津日蒔野店
第1便 6:27　第2便 7:55

村山田停車場
第1便 6:40　第2便 8:00

水巻中央バス停前
第1便 6:12　第2便 なし

芦屋中学校前
第1便 6:04　第2便 7:39

鞍手くらじの郷前
第1便 なし　第2便 7:32

ポプラ玄海瀬戸店
第1便 6:09　第2便 7:39

大塚停車場
第1便 6:08　第2便 7:33

的岡停車場
第1便 6:23　第2便 7:43

尾崎付近
第1便 6:30　第2便 7:52

岡垣町役場前
第1便 6:21　第2便 7:58

菅井眼科前
第1便 6:21　第2便 7:47

妙見停車場
第1便 6:21　第2便 7:41

古賀市役所停車場
第1便 6:15　第2便 7:42

手光停車場
第1便 6:32　第2便 7:52

遠賀川駅バス停
第1便 6:23　第2便 7:44

粟屋中央停車場
第1便 6:09　第2便 7:45

室木バス停
第1便 6:13　第2便 7:39

コメリ神湊店前
第1便 6:14　第2便 なし

屋敷停車場（ジョイフル近く）
第1便 6:12　第2便 7:38

大和町停車場
第1便 6:27　第2便 7:47

ファミリーマート海老津駅店前
第1便 6:38　第2便 8:00

広陵台停車場
第1便 6:34　第2便 8:11

宝部自動車前
第1便 6:27　第2便 7:53

宗像コモン公園通３停車場 福岡女学院看護大停車場
第1便 6:18　第2便 7:46

ミニストップ東福間店前
第1便 6:34　第2便 7:54

青葉台旧べこ膳前
第1便 6:42　第2便 8:15

宗像警察署前
第1便 6:36　第2便 7:57

セブンイレブン福間南店前
第1便 6:28　第2便 7:57

セリア東郷駅前店
第1便 6:41　第2便 8:02

津屋崎・福間
コース

宗像市内
コース

古賀・福間
コース

セブンイレブン勝浦店停車場
第1便 6:15　第2便 7:35

沼口バス停
第1便 6:34　第2便 8:02

河東西小学校入口停車場
第1便 6:30　第2便 7:50

千鳥パークタウン停車場
第1便 6:24　第2便 7:52

小竹歩道橋停車場
第1便 6:37　第2便 7:57

東海大福岡高校着
第1便 6:50　第2便 8:25

葉山センター停車場
第1便 6:36　第2便 8:13

JA農協倉庫前
第1便 6:29　第2便 7:57

宗像コモン入口停車場
第1便 6:27　第2便 7:47

古賀特別支援学校停車場
第1便 6:20　第2便 7:48

東福間駅前交番停車場
第1便 6:36　第2便 7:56

東海大福岡高校着
第1便 7:00　第2便 8:25

自由ヶ丘1丁目停車場
第1便 6:44　第2便 8:17

ハナダ写真館停車場
第1便 6:38　第2便 7:59

マックスバリュー福間駅前店
第1便 6:29　第2便 7:58

日の里1丁目停車場
第1便 6:44　第2便 8:06

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

ファミリーマート水巻中央店前
第1便 6:09　第2便 なし

芦屋町役場前
第1便 6:03　第2便 7:38

鞍手運動公園前
第1便 6:03　第2便 なし

荒樫停車場
第1便 6:08　第2便 7:38

薬王寺温泉入口停車場
第1便 6:06　第2便 7:31

JA津屋崎支局前
第1便 6:20　第2便 7:40

城西ヶ丘停車場
（ひろわたり歯科前）

第1便 6:42　第2便 8:03

新さくらんぼ保育園前
第1便 6:37　第2便 8:08

東海大福岡高校着
第1便 6:56　第2便 8:25

日の里団地郵便局前
第1便 6:46　第2便 8:08

須恵停車場
第1便 6:43　第2便 8:04

若木台幼稚園前停車場
第1便 6:38　第2便 8:10

デイリーヤマザキ日の里店前
第1便 6:48　第2便 8:11

東海大福岡高校着
第1便 7:00　第2便 8:25

東海大福岡高校着
第1便 6:50　第2便 8:25

宗像ユリックス前
第1便 6:50　第2便 8:13

第1便 6:26　第2便 7:46

東海大福岡高校着
第1便 6:50　第2便 8:20

東海大福岡は「新しい進学校」を目指します。 無料スクールバス
『主人公は生

き

徒
み

！』 
生徒の学び舎改革2020

その１　授業改革  “アクティブラーニングと ICT 教育 ”

その 2　英語教育  “グローバル教育”

その 3　土曜授業（毎週）“サタデーセミナー”（選択教科演習）

東海大学への付属推薦制度（内部進学）

本校は充実した進路指導で、皆さんの夢の
実現に向けて、全力でサポートします!!

朝2便・夕2便　運行

❶アクティブラーニングを全校的・組織的に推進し、生徒が主体的・能動的・協働的に参加できる授業
を展開しています。

❷生徒が社会で活躍するための能力資質“コンピテンシー”を、本校では明確化して、 授業で「七つの
学力」を生徒に身につけさせています。（P.06参照）

❸スタディサプリの活用（宿題配信システム）及び、ポートフォリオを積極的に導入しています。
❹生徒一人に1台のタブレットを与え、活用する授業環境を整えています。
❺全教室にプロジェクター･スクリーン・スクールタイマーを整備しています。
❻多くの研究授業や公開授業で授業のオープン化・共有化を図り、また生徒による授業アンケートを実

施し、教員にフィードバックして、常に授業力向上を図っています。
　  ＊授業アンケートを基に、表彰制度「ベストティーチャー賞」を設けています。

❶本校では、高校3年間でCEFRのA2レベル（英検準2級程度）を目指しています。
❷英語力アップを図り、GTEC（4技能）を年1~2回全員受験、英語検定を年3回希望者受験させ

ています。
❸オーストラリア中期留学（３か月）や、マレーシア交換留学（３か月）、マレーシア文化交流プログラム
（１０日間）を実施しています。

❹留学生の受け入れや様々な国際交流の機会を通して、グローバルな視点を育てています。

❶1、2年生全員、土曜日は毎週授業を実施しています。（3年生は課外）
❷スーパー特進コースは4時間の通常授業を実施しています。
❸進学コースはサタデーセミナーを実施しています。サタデーセミナーは、数学・理科・漢字などの検定講

座や、フラワーデザイン・アート・茶道・音楽・ダンスなどの教養講座を実施しています。多彩で魅力ある
カリキュラムから選択するセミナー形式の楽しい授業です。

本校へ入学すれば、東海大学へのパスポートを全員が持っています !
※詳細は p17-18 へ

（通常Ａ日程（月～金）：朝 7:00・8:25 学校着　夕 17:00・19:45 学校発）
※行事等によって運行時間を変更します。

〈登校時〉学校着（第 1 便 7:00 頃　第 2 便 8:25 頃） ※第 2 便では停まらないバス停もあります。ご注意ください。

運行時刻
◎利用希望者数により乗車できない場合があります。
◎バスルート・バス停・運行時刻は変更・削除することがあります。
◎日祝日及びお盆前後の一定期間や年末年始を除き運行します。 詳しくは

Webへ!

※年間登録料が必要です。

0403

TOKAI FUKUOKA
HIGH SCHOOL

東海大福岡



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
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
⃝観光学部
※2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／湘南キャンパス
⃝文学部 ⃝文化社会学部
⃝社会経済学部 ⃝観光学部※1

⃝教養学部 ⃝法学部
⃝情報理工学部 ⃝理学部
⃝体育学部 ⃝工学部※2

⃝健康学部
※1　1年次まで。
※2　医用生体工学科のみ２年次まで。
東海大学付属相模高等学校・中等部

東海大学／静岡（清水）キャンパス
⃝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
⃝経営学部　⃝基盤工学部　⃝農学部
東海大学付属熊本星翔高等学校

TOKAI NETWORK 私たちの学びの場は大きく広がっています
学校法人東海大学は、国内に東海大学と短期大学、海外に1短期
大学を設置するほか、全国各地に付属高等学校14校（提携校含
む）、中等部6校（提携校含む）、小学校1校、認定こども園4園の
初等中等教育機関を擁する総合教育機関です。各教育機関が連携
を図りながら、独自の充実した一貫教育を実践しています。

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

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

東海大学は、2022年度に全学的な大学改革を実施いたします（学部改組はP18参照）

東海大学／伊勢原キャンパス
⃝医学部　⃝工学部※

※医用生体工学科のみ３、4年次。

東海大学
医療技術短期大学

東海大学
短期大学部

「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。

私は、生徒たちに「人のために尽くす」ことが、自分の喜びと感じられる人に育って
ほしいと願っています。周りに喜んでもらう、困っている人を助ける、迷っている人を
導く、苦しんでいる人を救う、人に勇気と希望を与える、そういった他人のためにな
にかができる人になってほしいと思っています。そして、自分自身の人生を堂々と気
概をもって生きぬく人に育ってほしいと思っています。

私の理想の教育
温かい心根と感謝の気持ち、

素直な心で気配り心配り、

そして、何事にも主体的に挑戦し、

人のために尽くすことができる人を育てたい。

校長　津山憲司

校長　津山憲司

三つの人間力を育てる！〈スクール ポリシー〉

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》
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。

《社会性》
自主性から一歩踏み出し、自
分で考えて行動し、自らの行
動に責任を持ち、また周りの
人 と々協調しながら、目的・目
標にむけて挑戦する力を培う。

《主体性》

• 授業  日本一！
• 部活動  日本一！
• 挨拶と笑顔  日本一！

History 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　金鷲旗で優勝
1981年 1月  全国高校サッカー選手権初出場
1984年 4月 第57回選抜高校野球初出場（甲子園）
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
1990年 1月 第76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年次）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 第16回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会出場
 5月 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 女子サッカー部インターハイ初出場
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・Ⅱ類　４コース制に変更
 8月 全国高等学校総合体育大会　女子バスケットボール部出場
 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
2017年 3月 第89回選抜高校野球大会出場（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インターハイ2年ぶり3度目の出場
 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

建学の精神
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。

創立者　松前重義
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教員紹介

アクティブラーニングで
わかる・やれる・伸びていく!

豊かな人間性の育成を基本に
『楽しい・わかる』を実感できる
『満足できる』授業を展開！

東海大福岡での学びを生徒とともに作り出す、
生徒からの評価が高い人気の先生方を紹介。

講義型から参加型（能動的）な学びへ
本校では主体的に学ぶ力を身につける教育「アクティブ
ラーニング（AL）」を導入しています。多様性や創造性、
他者と共働する力などを備えた、社会性を身に付けた
人材を育成します。

東海大福岡のスクールゴールの一つに、『授業　日本一 !』があります。
これは、生徒の授業満足度を限りなく高めていこう ! という志です。
また、授業は教員だけが創るのではなく、生徒も一緒になって創り上げていくものです。
主体的に授業に参加することで、『楽しく・わかる』授業を、
情熱をもった教員とともに創り出していくことで、生徒の理解力は向上していきます。

全員が参加し、 
自らが発信できる授業
私達の授業は、自分で問題を解決す
る力だけではなく、みんなで思考創
造力を働かせ、解決策を導くために
グループ活動や様々な取り組みによ
り、全員が自発的に学べる授業展開
となっています。ただ一生懸命に数
式を解くのではなく、ICT 等にも触
れながら、これからの生きる力にな
る学問であることに気づける授業を、
皆さんと一緒に楽しく作りましょう。

林 紘平 先生
（数学科　サッカー部）

English is the key that  
opens doors to your future!
生徒にとって一生に一度の高校生
活が、より豊かなものとなるように
精一杯サポートしていきます。英語
は自分の世界や可能性を大きく広
げてくれます。英語を学び、英語
を使って、まだ見たことのない景色
を見てみよう。東海大福岡には世
界と繋がるチャンスがたくさんあり
ます。きっと最高の高校生活が待っ
ています。

出田 結美 先生
（英語科　茶道部・英会話同好会）

詳しくは
Webへ!

※全教員の詳細は WEB
にてご覧になれます。

　　　　　　　［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

学びをアクティブ
にする ICT
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
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。

身の周りの様々な問題に取り組み、
生きる力を身につけよう
授業では身の周りで発生する「なぜ ?」と
いう疑問について考え、その事柄について
話し合いや相談をしてもらいながら、問題
解決に導きます。生徒が自ら主体的に考え
ることができる授業。これが私の授業です !

林 英輝 先生
（理科　ラグビー部）

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

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

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
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授業を通じて身体を動かす
ことの“楽しさ”を伝えたい！
保健体育は、生涯にわたって必要とさ
れる教科です。授業では、誰もが規律
をもって取り組むことが当たり前の学
習環境があり、生徒たちの「できない、
つまらない」を「できた！楽しい！」にいか
に近づけられるかが、私たち体育教師
として感じる“楽しさ”であり、“喜び”
です。自分にでも「できる！」という自信
や達成感を体感し、心身共に成長でき
るよう全力でサポートします。

古泉 佳苗 先生
（保健体育科　バドミントン部）

国語を通じて人間力を身に付け、 
最高の人間を目指しましょう。
生徒も教員も明るく、学校生活に満
足感を持っている人が多いところが
東海大福岡の魅力です。国語は、コ
ミュニケーションの基本です。相手の
気持ちをしっかりと受け止め、正確に
理解すること、そして様々な感情を
表現し、自分の考えを的確に相手に
伝えること。言葉の乱れは、社会や
私生活の乱れとなって現れます。授
業では基本を大切にし、思考力や表
現力を育みたいと考えています。

土居 弘樹 先生（国語科　柔道部）



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

（宿題配信・ポートフォリオ等）

「普通科だからこそできる幅広い選択肢」

«スーパー特進»
難関受験コース（30名）

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»
アスリートコース（30名）

強化部に属している生徒の 
スーパー特進コース

進学Ⅰ類コース（120名）
グローバル教育に特化した

進学コース

進学Ⅱ類コース（140名）
人間力を育み、文武両道に特化した

進学コース

⃝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
⃝ 専門看護師を目指したい

⃝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
⃝ 専門看護師を目指したい

⃝ 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
⃝語学力を向上させたい（英語）

⃝ 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
⃝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
⃝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  ※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　週40時間（土曜含）

【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　週40時間（土曜含）

【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。

［月曜～金曜］1限～6限
［土曜］ サタデーセミナー 1・2限  週32時間（土曜含）

【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。

［月曜～金曜］1限～6限
［土曜］サタデーセミナー 1・2限 週32時間（土曜含）

【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

難関受験コース＆アスリートコース共通カリキュラム 2020（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

学習の時間 特別活動

一年
次

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
次

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
次

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）

総合的な学習の時間 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）

総合的な学習の時間 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「総合的な学習の時間」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 2020（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

学習の時間 特別活動

一年
次

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
次

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
次

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

総合的な学習の時間 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）

総合的な学習の時間 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「総合的な学習の時間」は、体験活動、集団的行事、ボランティア活動等とする。

┏（3）Ⅰ類
┫
┗（4）Ⅱ類

┏（4）Ⅰ類
┫
┗（5）Ⅱ類

┓
（4）
┛

┏（2）Ⅰ類
┫
┗（3）Ⅱ類

┓
（4）
┛

※ 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。
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S種奨学生に採用される場合のみ、合格を希望（S奨学生に採用しない場合は不合格となる）S 対応

S種・1種・２種奨学生の採用される場合のみ合格を希望（２種以上の奨学生に採用しない場合は、不合格となる）S2 対応

S種・1種奨学生の採用される場合のみ合格を希望（１種以上の奨学生に採用しない場合は、不合格となる）S1 対応

奨学生に採用されない場合でも、合格を希望（但し、進学コースへの合否判定は希望しない）T 対応
スーパー特進コースの合格に達しなかった場合、進学コースへの合否判定を希望するG 対応

※スーパー特進アスリートコースの専願入試についても、学業奨学生の対象となります。
※詳しくは、「入試要項」を参照してください。
※9月・10月・11月に開催するオープンスクールで詳しく説明させていただきます。

スーパー特進難関受験コースの専願入試には、学業奨学生の種別による合否判定を選択できる入試制度を導入します。
これにより、受験生が希望する種別の奨学金を受けられる場合のみ、合格となります。

難関受験・アスリートの両コースを受験希望する生徒全員が対象です。3 種類の種別があり入試の成績をもとに選考・採用します。
「希望する全員に学業奨学生のチャンスが!!」

● 入学時の施設拡充費相当額（170,000円）　 ● 授業料相当額（11,600円／月）　 ● 学習に関わる費用の一部（10,300円／月）S 種
● 入学時の施設拡充費相当額（170,000円）　 ● 授業料相当額（11,600円／月）1 種
● 入学時の施設拡充費相当額（170,000円）2 種

学業奨学生について

『学業奨学生チャレンジ専願入試』について

※S種・1種については年度ごとに審査があります。
※授業料相当額は就学支援金（加算額は含まない）及び県の補助金を除く金額となります。

５
つ
の
受
験
対
応
か
ら
選
択

2 年　難関受験コース 林 悠起 さん（芦屋中学校出身）

きめ細やかな少人数教育

スーパー特進難関受験コースは、約30名の少人数教育を行っ
ています。少人数だからこそ、生徒一人一人の能力を引き出す
授業を展開しています。また、昼休みや放課後を活用し個別
指導や進路相談など、一人一人に合わせた指導を行っています。

団結力と集中できる環境が違います

難関受験コースで充実した毎日を送れました！

3 年難関受験コース
添島 百華 さん

（日の里中学校出身）

私は志望大学に合格するために、この難関受験コースを選びました。このコースはクラスのメンバーが3年間同
じなので、ほかのクラスよりも団結力があり、皆が第一志望大学への合格を目標としているので、勉強に集中
できる環境が整っています。また、良きライバルとしてお互いに高め合うことができるのも魅力の一つです。先
生方も、私たちの進路について親身になって考えてくれて、大学受験について詳しく教えて下さるのでとても心
強いです。将来の助産師になるという夢を叶えるために、クラスの皆と受験勉強を頑張っています。

大学受験は高校受験と違い、1年次からの日々の積み重ねや、継続して努力しないと合格できないことを高校3年間で強く感じ
ました。受験をする上での学習環境と、志望校合格のための授業やアドバイスは、他のどのコースよりも秀でています。また、
クラスメイトも同様に大学進学を目指しているため、高いレベルで競い合い、自身の学力向上に繋がります。私は大学受験を
経験し、どんな苦しい事にも耐え、立ち向かえる忍耐力と諦めない心の強さを身につけることができました。そして何より、共
に合格を目指して頑張ってくれたクラスメイトとの深い絆と、毎日支えてくれた保護者への感謝の気持ちは私の大切な宝物です。

スーパー特進
難関受験コース

国公立大学・難関私大および東海大学の
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。

詳しくは
Webへ!

学力UPシステムで高みを目指す !
月曜日から土曜日までの授業に加え、１、２年生は週
3日、3年生は週6日の補習授業を行っています。また、
長期休暇期間（夏季・冬季・春季）の補習授業では大学
受験に合わせた進度で学力を伸ばします。さらに学力
を伸ばすための、ＩＣＴ教材「スタディサプリ」を活用し
た学習指導も行っています。

在校生MESSAGE

卒業生MESSAGE

2018 年度卒業
宮崎大学教育学部
江頭 希生 さん

（岡垣中学校出身）

28.5%

難関

部活加入率

100%

アスリート

72.8%

1 類

67.7%

2 類

部活加入率

（全員が強化部）

部活加入率部活加入率

スーパー特進で生まれるチーム力

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進
路意識を育てます。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。
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スーパー特進
アスリートコース

詳しくは
Webへ!

柔道部／野球部／男子サッカー部／ラグビー部／男子駅伝部／女子駅伝部／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

１年　スーパー特進アスリートコース 津田 和奏 さん（城東中学校出身）

強化クラブに所属しながら国公立大学・難関私大
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。

成長した自分に出会える場所 スーパー特進で生まれるチーム力

アスリートコースは全員が強化部であり、強いチームワークで
何事にも全力で取り組みます。部活動で培った体力と集中力を
活かしたONとOFFの切り替えやあきらめず継続する力で、部
活・学習・学校生活を通して人間力を高めます。3年後には大き
く成長した自分に出会える場所、それがアスリートコースです。

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進
路意識を育てます。放課後の時間も有意義に使いお互いに良き
ライバルとして、互いに高め合い成長することができます。

サッカーを頑張りながら国立大学合格を目指します

岩田 祐子 先生

スーパー特進では、難関受験コースとアスリートコースの二つのコースで成り立っています。どちら
のコースも大学受験を意識した指導を行っています。日常生活や学校行事を通して、一人一人の個
性を大切にすることを学び，仲間と切磋琢磨することでお互いが刺激しあい、学習の意欲を高めま
す。また、学習を通して人間力を高めます。スーパー特進コースで、充実した学校生活を送りながら、
自分の夢実現のために仲間とともに頑張りませんか !

在校生MESSAGE

大学受験を通して人間力を高めます！

3 年アスリートコース
小濵 慈人 さん
サッカー部所属

（日宇中学校出身）

私はこのアスリートコースで、サッカー部に所属しながら、国立大学合格を目指しています。アスリート
コースは、同じ目標を持った仲間と共に切磋琢磨することで、あきらめない心や努力を継続する力が生
まれ、日々成長することができます。私は特に英語に力を入れ、限られた時間を使って単語や速読トレー
ニングを行っています。将来は、英語だけでなく幅広い知識を活かし、グローバル社会の中で自分だけ
にしかできないものを生み出し、幸福と笑顔であふれた世界をつくることが私の夢です。

28.5%

難関

部活加入率

100%

アスリート

72.8%

1 類

67.7%

2 類

部活加入率

（全員が強化部）

部活加入率部活加入率

勉強では休み時間や登下校のすきま時間などでICT教材
の「スタディサプリ」を活用し、学習時間を確保していま
す。また、部活動では一流のアスリートを目指し、毎日
の練習に取り組んでいます。部活動で学んだことと学習
で身につけたことをそれぞれの場面で発揮することで真
の文武両道を目指します。

勉強も部活も No.1！

強化部生だからこそ何事にも全力投球できました！
アスリートコースはみんなが部活をしながら勉強も頑張るコースです。きつい時でも「自分も頑張らないといけない ! 」と
思うことができ、お互いに刺激を与え合い 切磋琢磨しながら文武両道を目指せます。また、勉強・部活・楽しい時のメ
リハリがとてもはっきりとしているので、クラスのみんなに励まされ、部活も勉強も頑張ろう ! と前向きに取り組むことが
できます。また、このコースで文武両道と、高い集中力を身につけることができました。時間が限られている中で、どれ
だけ効率的に頑張れるかが大切だったので、短時間でも集中する力が身に付き、第一志望に合格することができました。

卒業生MESSAGE

2018 年度卒業
長崎大学経済学部
濱田 七海 さん

在校時バドミントン部所属
（岡垣東中学校出身）

スーパー特進主幹MESSAGE
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在校生MESSAGE 卒業生MESSAGE 教員MESSAGE

３年生
森 祐也 さん
ラグビー部所属

（遠賀南中学校出身）

2018 年度卒業
東海大学経営学部経営学科
後藤 祐希 さん
在校時 総合部所属

（岡垣東中学校出身）
伊藤 良太 先生
担当教科：理科

私は大学に進学し、プロのラグビー選手、そしてゆく
ゆくは農家になるという夢を持っています。このコース
を選んだのは文武両道ができるからです。勉強面で
は進学を意識した先生方の熱心な指導があり、コー
ス全体で切磋琢磨して自分を高めていることを実感
しています。部活面では全国大会出場など高い目標
を持っています。練習はきついけれど実現のために
日々頑張っています。東海大福岡での部活動や勉強
で培ったことを活かして、夢を叶えるために頑張ります。

東海大学付属推薦入学の選択肢がある本校では、
学生に多くの課外活動（マレーシア、オーストラリ
ア留学）や資格（英語検定）へチャレンジする機
会があります。クラスにも留学生がおり、異文化
理解や幅広い国際感覚を身に着けることができる
でしょう。また、授業においてはアクティブラーニ
ングを取り入れ、教科を通して生きる力を身につ
けていきます。生徒は自ら 24 時間をデザインし、
日々 100％で取り組むことに専念しています。

東海大福岡は部活動が盛んですが、それだけで
はなく、多くのことを体験でき社会に出るために必
要なことが学べました。Ⅰ類は英語にも力を入れ、
留学生とも日頃から接することができる環境です。
一人でレベルアップするのではなく、チームとなって
先生たちが我が子同然にご指導して下さいます。
そのおかげで、大学に行っても負けない人間力を
身に付けることができました。私は東海大福岡に
入学できたことを心からよかったと思っています。

進学Ⅰ類コース
詳しくは

Webへ!

グローバル教育 文武両道

Ⅰ類コースには留学生や海外の学生と交流するチャンスがたく
さんあります。本校では留学生と生徒が日本語や英語を使って、
お互い楽しくコミュニケーションをとる姿が見られます。社会で
必要とされる異文化理解や幅広い国際感覚を身に付けることが
できます。

進学Ⅰ類コースは難関私大合格への学力を向上させながら、部
活動を思いっきり頑張ります。また、英語検定や進研模試で進
路を見据えて日々の授業も教員たちがサポートします。東海大
学や難関私立大学進学を目指し、３年間充実した毎日を送るこ
とができます。

Ⅰ類コースには「英会話」という、ネイティブの
教員と約20名の生徒による少人数クラスの授業
があります。日常英会話を題材とするため、実
践的な英語能力はもちろん、積極的にコミュニ
ケーション能力も高めることができます。

夢に向かっていける場所 より高いレベルでの文武両道が可能社会に出るために必要なこと

国際感覚を養い、東海大学付属推薦や
難関私大への合格を目指すコースです。

１年　Ⅰ類コース 高橋 望華 さん（本渡中学校）

28.5%

難関

部活加入率

100%

アスリート

72.8%

1 類

67.7%

2 類

部活加入率

（全員が強化部）

部活加入率部活加入率

英語コミュニケーション力
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在校生MESSAGE 卒業生MESSAGE 教員MESSAGE

進学Ⅱ類コースは、部活も勉強も頑張れて、特に
部活に専念できる環境が整っています。きついと
きでも、たくさんの仲間がいるから「もっと頑張
ろう！」と思えて、お互いに刺激を与えあえる充実
した生活を送ることができます。試験前になると、
先生方が１対１で解説してくれます。この整った環
境で将来社会に出て通用する人間性を磨き、結果
が出るまでの過程を大切にして頑張っています。こ
こ東海大福岡で、充実した高校生活を送りましょう！

勉強と部活が両立できるため、進学Ⅱ類コースを選
びました。部活に打ち込みながら、勉強もできるの
でとても最適な環境だと思います。勉強面では、自
ら考える力が身につき、部活面では感謝の心を学
びました。また、学校生活の中では挨拶の大切さ
を学ぶことができました。進路に悩んだ時には、い
つも先生方や仲間が支えてくれ夢への第一歩を踏
み出すことができました。高校 3 年間、沢山のこと
を学び、楽しい学校生活を送ることができました。

進学Ⅱ類コース
詳しくは

Webへ!

１年　Ⅱ類コース 新垣 日向 さん（豊見城中学校出身）

東海大学付属推薦や私立大学への
合格を目指すコースです。

Ⅱ類コースは、１年生より英語と数学の授業で「習熟
度別クラス」を導入しています。習熟度別に分けること
でクラス内での学力の偏りが少なくなり、生徒一人ひ
とりに焦点をあてた授業を受けることができます。ま
た、共通理解を深め、学力を向上することができます。

人間性を磨きます 自ら考え感謝のできる人間に 部活も学習も頑張っています

15

土居 弘樹 先生
担当教科：国語

進学Ⅱ類コースは、生徒同士の仲が良く、互い
の個性を認め合い、刺激しあえる仲間がたくさ
んいます。多くの生徒が部活動日本一を目指し
文武両道に努める姿は、私自身が毎日刺激をも
らっています。また学校行事などにおいても学
校の中心となって動き、大いに盛り上げてくれ
るような存在です。卒業した時に、東海大福岡
に来てよかったと思えるように、毎日楽しく頑
張っています。

2018 年度卒業
聖マリア学院大学看護学科
釘宮 優真 さん
在校時 女子バスケット
ボール部所属

（高須中学校出身）

3 年生
遠藤 正景 　
剣道部所属

（城山中学校出身）

28.5%

難関

部活加入率

100%

アスリート

72.8%

1 類

67.7%

2 類

部活加入率

（全員が強化部）

部活加入率部活加入率

サタデーセミナー（Ⅰ類コース・Ⅱ類コース共通） 人間力向上

毎週土曜にセミナー式の授業を実施しています。数学や英
語の検定もありますが、書道やフラワーデザイン、ダンスな
ど普段の学校生活では学ぶことができない多彩な講座があ
ります。多様な経験により知識を増やし、様々な事に興味を
持つことで将来の可能性を広げます。（2ページ その３参照）

Ⅱ類コースでは、様々な学校行事やイベントの中心になって
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
着け、高い人間力を育むことができます。その経験と努力
を活かして東海大学付属推薦や指定校・スポーツ推薦など
幅広い受験方法で進路実現へと導きます。

習熟度別指導
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本校を卒業する４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！

湘南キャンパス

※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年次より代々木キャンパス。

• 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　 

将来教員を目指すなら、東海大学！

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

高輪キャンパス

※全て３年次より。

• 情報通信学部 • 観光学部
• 経営学部 • 国際学部

伊勢原キャンパス
• 医学部 • 工学部
• 医工学科

代々木キャンパス

※全て３年次より。
• 法学部 • 政治経済学部

静岡（清水）キャンパス
• 人文学部 • 海洋学部

熊本キャンパス
• 文理融合学部
• 農学部

札幌キャンパス
• 国際文化学部
• 生物学部

・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一覧

※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。

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・19年度　各１名入学）

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。

（2014・18 年度 航空宇宙学科１名入学）

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。

――	主な進学先	――

東海大学学園関係
国公立大学

私立大学（県内・県外）

私立短期大学部（県内・県外）

専門・専修学校

就職

予備校	＆	留学など

――	大学の進学先比率	――
（直近 5 年間）

専門・
専修学校

20%

私立短期大学部
 （県内・県外）

   6%

就職

 9%

2%
東海大学
学園関係

22%
国公立大学

2%

私立大学
（県内・県外）

39%

予備校・留学など

推薦入試／一般入試
的確な進路指導で

生徒一人ひとりの夢を実現

大学合格実績
国公立大学（直近5年間実績）

• 筑波大学　• 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）

•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　•帝京大学　•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　•純真学園大学　
•日本経済大学　•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　•追手門学院大学　
•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　•帝京平成大学　
•関西外国語大学　•創価大学　•東京工科大学　•日本福祉大学
•白鷗大学　•名城大学　•宇部フロンティア大学　•梅光学院大学
•活水女子大学　ほか

県 

内

県 

外

2018 年度
就職希望内定率100%

東海大福岡の受験サポート体制
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。

学園試験や模試の積極活用と
徹底した小論文指導や面接指導

東海大学の付属高校生徒全員が受験する「学園基礎学力定
着度試験」や進研模試等のテストを数多くこなすことにより、
現在の自分自身の課題や弱点が見えてきます。希望進路を実
現するために適切な指導を行います。また、推薦入試などで
不可欠な小論文についても、各学年、年 1 回小論文模試を
実施し、対策をしっかり立てて指導します。添削指導を繰り返
し行うことで実践的な文章力がつきます。面接指導において
も複数の教員が模擬面接を行い、面接力をつけていきます。

大学の雰囲気を知る「キャンパス見学」
本校では、早い段階から大学の雰囲気を知り進路意識向上に
努めています。1 年生より東海大学の校舎見学など大学を知
る機会が満載です。さらに、オリジナル教材を用いて東海大
学の優れた教授陣が大学や学部学科の説明会を開催します。
大学と連携して将来の職業観について早い段階から深く考え
る機会を設けます。

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 !

付属推薦制度の利点

23 学部 62 学科・専攻の総合大学とその付属研究機関が全面バックアップ

❶		東海大学希望者は校長推薦により	進学できます

❷	学園基礎学力定着度試験の成績により	 希望の学部学科に進学できます

❸	付属推薦入学者には入学金半額免除
	 	付属推薦で内部進学をする生徒については大学の入

学金が半額となります。

進路実績 的確な進路指導を実施。
多彩な支援策を 1 年次から展開し、生徒 1 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。

本校卒業生のキャンパス別進学学部（2018 年度実績）
〈湘南キャンパス〉
文学部  文化社会学部  政治経済学部  法学部
体育学部  理学部  情報理工学部  工学部
〈伊勢原キャンパス〉	
医学部
〈代々木キャンパス〉
観光学部
〈熊本キャンパス〉	
経営学部　基盤工学部　農学部

〈清水キャンパス〉
 海洋学部
〈札幌キャンパス〉	
生物学部
〈東海大学医療技術短期大学〉	
看護学科
〈ハワイ東海
インターナショナルカレッジ〉

教養学科

第一希望学部合格者

95%

❹	学力によって付与される特別奨励奨学金
	 		高校 3 年 4 月の学園基礎学力定着度試験の順位が付属高校内で 350 位以

内 かつ 1・2 年評定平均 7.5 以上で，大学入学後に15 万円の奨学金。さらに
11 月の学園高大連携総合試験の順位が付属高校内で 350 位以内 かつ 1・
2 年評定平均 7.5 以上で、大学入学後に 10万円の奨学金が付与されます。

 ※ 4 月と11月分の奨学金は重複して受給可能。

❺	ハワイで国際感覚を学ぶ海外体験留学（SHIP）
  ハワイ東海インターナショナルスクールカレッジ（HTIC）へ高校３年生に体

験留学できます（希望者のみ）。

（公務員※自衛隊・刑務官・その他）

※以下の学部学科の記載は、２０２２年度改組改変（計画中）を反映した内容です。
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詳しくは
Webへ!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。

オーストラリア中期語学留学
（1月～4月の約75日間）

ブリスベンでの語学留学（バディ制）

マレーシア交換留学
（7月～10月の約90日間）

KL ベスタリ校での語学・文化留学

２年生選択制修学旅行
（3月初旬に5日～7日間）
海外（グアム・オーストラリア）

から選択

マレーシア文化交流プログラム
（7月下旬に10日間）
クアラルンプール郊外の

ベスタリ校へ

ハワイ東海大学インターナショナルカレッジ（HTIC）
（1月上旬から約50日間）

SHIP プログラム（3 年生のみ）

学園ヨーロッパ研修旅行
（12月下旬　約10日間）

他の付属生と欧州各国を歴訪

姉妹校ベスタリ校歓迎プログラム
（1月上旬から約50日間）

様々な活動を本校生徒と共に

宗像フェス日韓環境交流事業
（6月～9月　訪韓あり）

各国の生徒が主体的に活動

本校（福岡） → マレーシアベスタリ校
ベスタリ校との交流は今年で5年目を迎えます。毎年異なる体験ができます。
プログラムの中には、現地の学校生活体験や校外活動、ホームステイ、観光、
英語での日本文化紹介など、英語スキルアップが図れる活動が目白押し 
です。

マレーシアベスタリ校 → 本校（福岡）
ベスタリ校歓迎プログラムは、毎年約２０名のベスタリ校の生徒が各クラスに
入り、様々な日本の文化を体験できる学校あげての国際交流プログラムで
す。毎年東海大福岡にやってくる生徒もたくさんいます。バディになり英語
を使って本校で国際交流しませんか !

昨年度から始まったオーストラリア中期留学プログラムに加えて、今年度よ
りマレーシア交換留学が新たに実施されます。どちらのプログラムも英語
の４技能（スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング）を総合
的に高めることができるプログラムです。語学力を向上させるだけでなく、
異文化に触れることで国際感覚を養うことを目的としています。高校生の
間での海外体験はきっとあなたの価値観を拡げてくれます !（選考基準あり）

 ベスタリ校短期プログラム（マレーシア） ～ 高校生活で交流を深め、国境を越えた友人ができる ～

 中期留学プログラム（オーストラリア・マレーシア） ～ 視野を広げて海外へ ～　

 修学旅行（海外） ～ 一生に残る思い出を ～　

国際
交流

留学

修学
旅行

オーストラリアコース
ホームステイ、語学研修、観光、ボディボード体験
BBQ 体験：語学学校主催、現地語学学校生徒との交流会、
シンガポール観光 など

グアムコース
平和学習、現地校との交流プログラム、マリンスポーツ、
シュノーケル、ポリネシアンショー、BBQ など
※修学旅行は国内コース、海外コースからの選択制です。

3年間の流れ 指導理念：『なりたい自分になる』～土台づくり～

多彩なプログラムと東海大福岡が推進する
グローバル教育

※それぞれの国際交流プログラムの詳細については、国際交流ガイドをご覧ください。

１．スタディサプリで映像授業
　　→ 授業中に分からなかった内容もバッチリ！分かりやすく短時間にまとめられた授業は「わかる」ことに特化しています。また、

確認テストではどの問題を間違えたのかをチェックでき、内容が身につくまで何度も学習ができるので安心です。

２．e-ポートフォリオで自己振り返り
　　→ 自分を見つめ直すことが進路決定への第１歩！日々の出来事を振り返り、活躍したこと、感動したこと、反省点を記録に残し

ましょう。面接などでは自己PRができるかで結果が変わります。武器となる材料を揃えておきましょう！

３．タブレットを用いて従来の授業で不可能なことを可能に
　　→ 本校が取り入れているロイロノートには充実したコンテンツがあります。感覚的な

操作での深い理解、ゲーム感覚で論理的思考力の育成、簡単な操作でスライド資
料の作成ができます。各教科の授業でも使われており、書く時間を少なくするこ
とで考える時間を増やせます。課題も一斉に配布、取り組み、解答を共有できます。

生活学習習慣の確立
高校で過ごす３年間は今後の人生に大き
な影響を与えます。自分の目標を高くもち、
達成にむけて生活リズムを作りましょう。
毎日の予習復習は欠かせません。この１年
の習慣がのちの基盤になります。

進路適性の発見探求
得意な科目、苦手な科目、興味のあること
を見極める時期です。自分にあった進路を
考えましょう。進路指導室には数多くの資
料があります。よく考えて、自信をもって自
分の夢を追いかけましょう。

本格的受験期
部活も勉強もラストスパート。突き進むしか
ありません。量はもちろんのこと、質を高
めましょう。苦しい時期を乗り越えて、自
分の目標を達成する喜びは青春時代のとび
きりの成功体験となります。

1年生

2年生

3年生

↑授業のおさらいには、便利なスタ
ディサプリを活用

進路指導部主任　大丸 忠 教諭

徹底した学習活動の支援と共に細やかな小論文・面接指導と、本校が日頃から行なっ
ている人間教育が相乗効果を生み、自らの進路を切り拓く力を養い、希望進路を実現
させます。進路指導室では、進路希望先の資料や要項だけでなく、過去問題も豊富
に揃え、PC環境や学習スペースも開放しています。進路指導部と学年主任、部活顧問、
担任が互いに連携し、個々の生徒の進路を複数の教員でサポートしていきます。

 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

 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

 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 センター試験

ICTで学校と家庭を結びつける！ より深く主体的な学習をサポート！

進路相談・　
学習面談は随時実施 →

進学Ⅰ・Ⅱ類コース － サタデーセミナー

難関受験コース － 朝、放課後、長期休暇課外

アスリートコース － 朝、放課後課外（部活動引退後）

短
期
研
修

中
期
留
学

国
内
国
際
交
流

学
園
国
際
交
流

付属生として

チャンスを掴める !

英語検定
5・10・1 月

勉強も部活も

最後の夏 !!

学園基礎学力定着度試験とは
東海大学付属高校全体で全生徒が受ける試験であり、
東海大学への付属推薦入試において、重要な試験です。
順位が高いほど、希望する学部へのチャンスが広がりま
す。東海大学への進学を希望する生徒は高得点がとれ
るように頑張りましょう！（対策授業期間あり）
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学園オリンピック
東海大学付属高校ならではのイベント！

新入生宿泊研修 クラスマッチ・ブロックマッチ けやき祭（文化祭）体育祭

宗像フェス
地元で開催される野外音楽フェスティバルに参加！

修学旅行
生徒自身が選択する本校独自の修学旅行！5月

4月 6月 9月 10月

9月 3月8月

スクールライフ

4
⃝1学期始業式
⃝入学式
⃝学園基礎学力定着度試験
⃝宿泊研修
⃝スマホモラル講演会

April
10

⃝第2回オープンスクール
⃝2学期中間試験
⃝芸術鑑賞
⃝けやき祭（文化祭）

October
5
⃝ホームカミングデー
　（大同窓会）
⃝生徒総会
⃝学園オリンピック
　（音楽）
⃝クラスマッチ
⃝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
⃝付属推薦小論文試験
⃝マレーシア ベスタリ校
　受け入れ交流

November
6
⃝教育実習期間
⃝東海大学説明会
⃝保護者進路説明会
⃝日韓交流事業（～８月）

June
12

⃝2学期期末試験
  （3年生卒業試験）
⃝入試対策説明会
⃝生徒総会
⃝2学期終業式
⃝クリスマスイルミネーション

December
7
⃝1学期期末試験
⃝1学期終業式
⃝三者面談
⃝マレーシアベスタリ校研修
　（短期・交換留学）
⃝スマホモラル教育

July
1

⃝3学期始業式
⃝センター試験
⃝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

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

February
9
⃝第1回オープンスクール
⃝体育祭
⃝現代文明論公開授業
⃝宗像フェス

September
3
⃝卒業式、表彰式
⃝修学旅行
⃝修了式
⃝新入生登校日

March

年に１回、すべての付属高校（14 校）が参加する付属高校の祭典です。
１４校すべての付属生に参加資格があり、国・数・理・英や芸術部門（造
形・音楽）・ディベート・知的財産・スポーツの 9 部門で付属生徒と競い
合います。高校・大学が補助し破格の費用で参加でき、全国から集まる
付属校生徒と交流が持てるこのイベントで優秀な成績をおさめた生徒は
大学への特別奨励入学と奨学金（給付）への道も開かれます。

日田市中津江村にある鯛生スポーツセンターにて 2 泊
３日の日程で行っています。入学して間もない時期の
研修となりますが、集団生活の中で、モラルやルール
を学びながらクラスの規律を高め、親睦をはかります。
合唱コンクールや集団行動などのクラス発表やウォー
クラリーなどを通してクラスの団結も深まります！

仲間との一体感、クラス対抗で張り合う、盛大に盛
り上がるイベントの一つです。また各学年で教員チー
ムを結成し、１回戦から生徒たちに挑みます。学年
を縦割りにしたブロックを結成し、全校生徒がブロッ
クに分かれ応援するブロックマッチも行います！

昨年度より文化祭を “けやき
祭” と改称しました。前日の
ゲストは本校卒業生でもある、
DA PUMP のパフォーマー
KENZO さんが来校してくれ
ました。夢を叶えるための講
演をして頂き、最後は大ヒット
曲「USA 」を全校生徒で踊り
ました！！ 前日祭も含め、この
２日間は踊りあり、歌合戦あ
り、各クラスのイベント、３年
の食ブースありと、毎年思い
出に残る生徒主体のイベント
となっています。

赤・青・黄・緑の４ブロックに分かれて、各ブロック
全力で競い合います。教職員や保護者とともに、体
育祭を思いっきり楽しみます。学年を越えて優勝とい
う一つの目標に向かい一致団結して頑張ります！

福津市恋の浦で行われる2 日間の音楽イベントに、地域貢献と日韓環境文
化交流プログラムでイベント運営にスタッフとして携わります。昨年度は、
吹奏楽部やチアリーディング部などもステージで活躍し、普段の学校生活で
は体験できないプロアーティストとのコラボで多くの学びがありました。ゴミ
リサイクルのボランティア活動への参加など多くの生徒から楽しかったという
声があり、盛り上がること間違いなしのイベントです。（参加生徒 約 80 名）

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。一生の思い出として記憶に刻まれる修学旅行
は毎年生徒のニーズに合ったプランを考えます。充実したプログラムを
お楽しみに！

東京（関東）コース 3泊4日
「ホンモノ」を知る旅

グアムコース 4泊5日
「常夏と文化」を体験する旅

石垣島（沖縄）コース 3泊4日
「島人（しまんちゅ）」になる旅

オーストラリアコース 7日間
語学と異文化を学ぶ旅

卒業生との交流も
  ・ダンス世界チャンピオン　・プロスポーツ選手
  ・世界的アーティスト　　　・俳優、芸能人、芸人など

スマホ持ち込み・限定的使用
の許可でモラル向上

2018 年度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、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）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。

オリンピック・パラリンピック教育推進認定校
本校は2020年開催予定の東京オリンピック及びパラリンピッ
ク教育を推進しております。オリンピック・パラリンピック推
進教育プロジェクトに積極的に参加し、昨年度は女子バレー
ボール元日本代表選手の大林素子さんに講演をして頂きまし
た。また、パラリンピック競技体験プログラムにも参加しまし
た。2020 年にはパラリンピック観戦ツアーを計画しています。

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。

NO FUN NO SCHOOL 
（楽しくなければ学校じゃない） 詳しくは

Webへ!
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詳しくは
Webへ!部活動紹介 仲間とともに得た勝利、感動、絆は一生の宝物。

県内随一の 13 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を図っています。

強化部  柔道部 強化部  女子サッカー部

強化部  ラグビー部 強化部  吹奏楽部

強化部  剣道部 運動部  総合部（新体操）

強化部  野球部 強化部  女子バレーボール部

強化部  男子駅伝部 運動部  男子バスケットボール部 

強化部  バドミントン部（男女）

強化部  男子サッカー部

強化部  チアリーディング部強化部  女子駅伝部

運動部  ソフトテニス部（男女）

強化部  女子バスケットボール部

主な実績 全校応援
■柔道部
⃝平成29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
⃝平成29年度 第40回福岡県高等学校柔道大会 

団体ベスト8

■サッカー部
⃝平成29年度 福岡県高等学校サッカー大会 第3位
⃝第96回 全国高校サッカー選手権 福岡大会 第3位

■野球部
⃝第89回 選抜高等学校野球大会（2017年3月） 

ベスト8
⃝第139回 九州地区高等学校野球大会準決勝
（2016年10月）

⃝第140回 九州地区高等学校野球大会出場
（2017年4月）

■ラグビー部
⃝2018年度 全国高等学校７人制ラグビー大会第6位
⃝2018年度 福岡県高等学校７人制ラグビー大会準優勝
⃝2018年度 福岡県高等学校新人ラグビー大会準優勝

■男子駅伝部
⃝全国高校駅伝　出場１回
⃝全九州高校駅伝大会　３年連続出場中
⃝2018年度 全国高等学校総合体育大会5000m 

決勝4位

■女子駅伝部
⃝第3回 ユースオリンピック競技大会出場（個人）
⃝第30回 記念選抜女子駅伝北九州大会出場 
（高校の部）

⃝福岡県高校駅伝3位、全九州高校駅伝7位

■剣道部
⃝平成３１年度 福岡県新人大会
　男子団体 ベスト8　女子団体 ３位　女子個人 準

優勝　女子団体・個人は九州大会出場

■女子サッカー部
⃝2018年 第27回 全日本高等学校女子サッカー

選手権大会第3位　
⃝福岡県大会 優勝12回
　九州大会出場16回 優勝3回  全国大会 出場6回

■女子バスケットボール部
⃝平成29年度 福岡県高等学校バスケットボール新

人大会 県大会優勝⇒九州大会出場
⃝第48回 全九州高等学校バスケットボール 春季

選手権大会　Aパートベスト8
⃝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　出場

⃝平成30年度 第49回全九州高等学校バスケット
ボール春季選手権大会パート優勝

■女子バレーボール部
⃝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
⃝第58回 久留米近圏高校バレーボール大会　第3位

■バドミントン部
⃝平成30年度 福岡県高等学校総合体育大会　バ

ドミントン選手権大会　男子団体3位　女子団体３位
⃝平成30年度 福岡県高等学校バドミントン新人大

会
　男子シングルス3位　女子団体３位

■吹奏楽部
⃝第63回 九州吹奏楽コンクール　銀賞受賞　※初出場
⃝第42回 全九州高等学校音楽コンクール個人
　金管楽器部門　金賞受賞
⃝第9回 管打楽器ソロコンテスト個人
　金管部門　第1位　打楽器部門　第1位

■総合部
（新体操）
⃝平成29年度 インターハイ個人出場（フープ・ボール）
⃝平成30年度 福岡県高等学校新体操選手権大会
　フープ・リボン第8位

（詩吟）
⃝平成30年度 全国高校総合文化祭最優秀賞を受賞
⃝第50回 全国吟剣詩舞道大会（日本武道館）で演じる

チームTOKAI  FUKUOKAの底力‼
全生徒の想いをプレイヤーに…

「野球やサッカー、ラグビーなど、広い競技場開催の
試合では、部活動生だけではなく、全校生徒や教員・
職員など、みんなが一体となって生徒の頑張りをサ
ポートします。競技に挑む選手たちと全力で応援する
生徒たちの間に自然と強い絆が生まれ、学校全体が
1 つのチームとして結束します」

「2017 年 3 月、甲子園球場での全校応援」

●柔道部　●野球部　●男子サッカー部　●ラグビー部　●男子駅伝部　●女子駅伝部　●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

●男子バスケットボール部　●男子ソフトテニス部　●女子ソフトテニス部　●卓球部　●総合部　●陸上競技部

●書道部　●写真部　●茶道部　●フラワーデザインいけばな部　●科学部　●イラスト研究部　●歴史研究部

●家庭科同好会　●生物同好会　●園芸同好会　●英会話同好会　●歴史ものづくり同好会　●韓国語同好会　●ダンス同好会

強化部

運動部

文化部

同好会
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！

部活動加入率 69.3%

３年／チアリーディング部
梶原愛美さん（中央中学校出身）
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認定こども園
東海大学付属
自由ケ丘幼稚園
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野球サブグラウンド

詳しくは
Webへ!施設紹介 充実した施設で学園生活を満喫

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ポイントです。

❶ 校舎

❷ 教室

❿ スクールバス駐車場

各種教室・食堂・寮に
Wi-Fiスポットを続々と設置!!
学習環境を改善します。今後も続々と設置予定し、
データ制限で困っている生徒のみなさんの様々な
シーンで利用できる無料 Wi-Fi 機能を追加

寮（合宿所）
クラブ生寮（男・女）は、原則クラブ生に限ります

望星研修寮（柔道）

体育望星寮（野球）

勝虎寮（サッカー）

堅忍寮（ラグビー）

夢追館（剣道）

女子サッカー寮

女子バスケットボール部寮

⓭ ラグビー・サッカーグラウンド

⓬ タイガーフィールドスタジアム（人工芝グラウンド）

⓮ テニスコート（3面）

⓫ 野球場

WEBで東海大福岡の情報をチェック!
東海大福岡のオフィシャルサイトでは、本誌（2020 学校案内）に掲載されている基本
情報はもちろん、学校行事やクラブ活動、昼食のメニューなどが随時更新されています。
各クラブの大会開催情報や結果など、生徒や保護者の皆様、東海大福岡を応援してく
ださる皆様と、いち早く情報を共有できる場所として運営に力を入れています。
　

公式フェイスブック、インスタグラムもご覧ください

https://www.fukuoka.tokai.ed.jp/❾ コモンホール3Ｆフィットネスルーム（ダンス）

❹ 2 号館マルチルーム

❸ 1 号館売店「T's Mart」

❻ ３号館フリールーム

❼ コモンホール１F 食堂（PCフロア）

❺ ３号館レストラン

❽ コモンホール２Ｆアリーナ

⓰ 松前記念体育館２Ｆアリーナ

⓯ 松前記念体育館全景

　１Ｆに柔・剣道場、トレーニングルームあり
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　冬　服

	LADY'S

詳しくは
Webへ!制服 着続けることで “愛着” が “誇り” にかわる

制服には、3 年間着続けても飽きることがないよう、ベーシックさを基本にしたスマートなデザインを採用しています。

シンプルなデザインのレザーベルト。 ベーシックな
デザインのローファー。耐久性も抜群。

ネクタイ・リボンは、落ち着いたグレー地のチェック柄。
女子は、ネクタイ・リボンの選択ができます

ソックスは男女とも
にネイビーを採用。
女子用はピンクの刺
繍でロゴマーク入り。

バッグとサブバッグは、男女共用で
使いやすいデザイン。

　夏　服 　中間服

男子はノーネクタイでもOK。

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

	MEN'S

	LADY'S
	MEN'S

	LADY'S

校納金・奨学金
入学金等（入学時）

入学金

入学申込金 30,000 円

施設拡充費 170,000 円

建学記念事業協賛金（寄付金） 10,000 円

委託金
後援会入会金 5,000 円

生徒会入会金 1,500 円

合計 216,500 円

その他

制服等一式
（体操服・鞄・上履き等含） 90,000 円 程度

教科書購入代金
（電子辞書は含まない）

スーパー特進コース
30,000 円程度

進学コース
20,000 円程度

※ 2019 年度実績

学費（毎月学校に納める費用）

校納金

授業料 22,000 円

教育運営費 5,800 円

建設協力費 4,500 円

福岡県保護者負担軽減 △ 500 円

委託金

後援会会費 2,000 円

生徒会会費 500 円

学年諸経費 3,000 円

部活動後援会会費 2,000 円

積立金 修学旅行費（宿泊研修費含） 6,000 円

合計
（1年次4月～2年次1月）

45,300 円
（2年次2月～3年次3月）

39,300 円
※課外補習費及びスクールバス利用代金の徴収はありません。

入学金・校納金・委託金（2020年度）

授業料等に対する支援制度について

奨学金制度（学業奨学生・部活動奨学生）

←就学支援金対象の場合
　12,100 円

←県の施策により、制度が
　変更されることがあります

←修学旅行積立金は、1 年次
　4 月から2 年次 1 月までです

←就学支援金対象の場合
　（入学月～2 年次 1 月）35,400 円
　（2 年次 2 月～卒業月）29,400 円

授業料等の軽減等について、国と福岡県から次のような支援制度（返済不要）があります。（国の施策により金額の変更や制度が廃止される場合も
あります。）
【高校生等就学支援金】
　就学支援金は、高校生全員への一律支給ではなく、「道府県民税・市町村民税所得割額」の保護者等の合算額により支給が決定されます（世帯
の合計額に応じて 9,900 円～ 22,000 円支給）。支給される基準は、合算所得割額が 507,000 円未満の世帯です。毎年７月に認定を見直し、一
年間の支援の額が決定されます。
【福岡県授業料軽減補助金】
　生活基準が定められた要件に該当する世帯は、月額上限 9,900 円の授業料及び教育充実費に対する支援があります。

※これらの制度は、同時に受けることが出来ます。なお、手続きは入学後に行い、認定決定後、順次毎月の校納金に充当し、精算いたします。
※ このほか、福岡県私立高校生等奨学給付金、福岡県私立学校離島高校生等就学支援金などの制度があります。詳しくは、事務室までお問い合わ

せください。

★本校の奨学金制度は、すべて給付型です。毎月校納金等の口座振替日に振込まれます。
★学業奨学生及び部活動奨学生の「授業料相当額」の給付額は、国の就学支援金 9,900 円（加算支給額を除く）と県の補助金 500 円を除く金額
　（11,600 円／月）となります。

• 専願入試・前期入試・後期入試のすべての入試に適用します。
•  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志願者を対象に、入試の成績をもとに選考・採用します。採

用された場合は合格発表時に通知いたします。
• 公立高等学校との併願も可能です。

• 専願入試のみに適用します。
•  部活動において意欲・技能に優れる者について、学業および生活態度、経済的状況などを総合的に判断して奨学金を支

給する制度です。種別により、奨学金を給付します。
• 志望者は、「所属中学校校長の推薦書」が必要になります。

学業奨学生

部活動奨学生	

種別により、次の奨学金を給付します。

S 種 ⃝ 入学時の施設拡充費相当額（170,000 円）　⃝ 授業料相当額（11,600 円 / 月）　⃝ 学習に関わる費用の一部（10,300 円 / 月）

1 種 ⃝ 入学時の施設拡充費相当額（170,000 円）　⃝ 授業料相当額（11,600 円 / 月）

2 種 ⃝ 入学時の施設拡充費相当額（170,000 円）

※授業料相当額は就学支援金（加算額は含まない）を除きます。

『奨学金チャレンジ専願入試』について
スーパー特進難関受験コースの専願入試には、学業奨学生の種別による合否判定を選択できる入試制度を導入します。  これにより、受験生が希望する種別
の奨学生を受けられる場合のみ、合格となります。

※アスリートコースの専願入試についても学業奨学生の対象となります。
※詳しくは、「入試要項」を参照してください。

詳しくは
Webへ!
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