
　

１　理科・数学に関するもの ※②

講　座　名 対　象 概　要 募集開始
予定 開催日予定 会　場

夏休み理科実験応援プロジェクト 全小・中学生
夏休みの自由研究に参考となる発展
的な観察・実験を支援します。

― 夏季休業中
各自の申し出に応じて
各学校で実施

小学校５・６年 ６月中旬
予選：１０／　８（土）
本選：１２／１７（土）

予選：各地区の小学校等
本選：福井大学

中学全学年 ６月上旬
予選：８/　６（土）
本選：８/２１（日）

予選：各地区の中学校等
本選：福井大学

「科学の甲子園ジュニア」選考会 中学１・２年
全国大会に向けて、チームで理科や
数学の問題を解く能力を競います。

６月上旬
一次選考：８／  ６（土）
最終選考：９／1７（土）

一次選考：
　各地区の中学校等
最終選考：福井大学

講　座　名 対　象 概　要
募集開始
予定 開催日予定 会　場

ＦＵＫＵＩ英語ランド 小学5,６年
会話や歌などのALTとの活動を通し
て、楽しみながら英語を学びます。

６月上旬 夏季休業中 県内５カ所

１　語学に関するもの　※①

講　座　名 対　象 概　要 募集開始
予定 開催日予定 会　場

高校生英語ディベート大会 全学年
同じ学校の４～６人のチームによ
り、英語によるディベートの能力を
競います。

4月28日
福井大会：１１月５日
全国大会：１２月中旬

福井大会
　福井大学
全国大会
　茨城県

米国での語学研修
２年  100名程度
(個人負担あり）

アメリカで語学研修やホームステイ
による生活体験を行います。

９月上旬 ３月中旬

中国での語学研修
全学年　１０名程度
（個人負担あり）

中国で語学研修やホームステイによ
る生活体験を行います。

１月中旬 ３月中旬

２　進学に関するもの　※③④

講　座　名 対　象 概　要 募集開始
予定 開催日予定 会　場

高校生県内企業訪問・職業理解
推進事業

普通科系高校生徒
1年　600名程度

ふるさと福井の職業および企業につ
いて学ぶために、普通科系高校１年
生を対象に、県内企業の訪問を行い
ます。

６月下旬 ８月上旬 未定

福井プレカレッジ事業
普通科、工業科
商業科、農業科
2年　90名

大学の学科選択や就職等の進路選択
に役立てるために、福井大学、福井
県立大学および県内企業においてゼ
ミを行います。

６月中旬

７/18（月・祝）
７/19（火）
７/24（日）
７/31（日）

福井大学（文京）
福井県立大学（福井）
県内企業

嶺北
１年　200名程度
２年　200名程度

10/  2（日）
10/23（日）
12/11（日）

福井大学（文京）

嶺南
１年　５０名程度
２年　５０名程度

  9/25（日）
11/ ３（木・祝）
11/20（日）

未定

春期セミナー ２年　100名程度

受験生としての自覚をもって学習が
スタートできるよう、新３年生を迎
える直前の春期に、大学入試に対応
する講義を行います。

１月中旬
３/25（土）
３/26（日）

鯖江青年の家
（福井駅から会場まで
バスの送迎あり）

夏期セミナー ３年　350名程度
大学進学に指導実績をもつ講師が直
接指導し、２学期以降に向けての大
学入試対策を行います。

６月上旬
８/１3（土）～
８/１6（火）

福井大学（文京）

大学入試センター試験プレテスト
３年 大学センター
試験出願予定者

大学入試センター試験に向けて、実
際の試験会場と同一試験会場で模擬
試験を行います。

９月上旬
11/19（土）
11/20（日）

県内大学５会場

入試直前対策セミナー ３年　350名程度
大学進学に指導実績をもつ講師が、
直接指導し、大学入試に向けて直前
対策を行います。

10月上旬 12/18（日） 福井大学（文京）

二次試験対策用学習アドバイス集
（良問解説）

全学年
主な国立大学の二次前期試験の解答
例や良問の解説をホームページに掲
載します。

　ふくい理数グランプリ
個人やグループで理科や算数の問題
を解く能力や、観察実験を行う能力
を競います。

＊平成２８年度の内容は、８月までに「学習支援システム」
の「進学就職支援」サイトにアップ予定

２　英語に関するもの　※①

チャレンジセミナー

１・２年生を対象に、授業のない週
休日に集中して、大学進学に指導実
績をもつ講師による入試問題を使っ
た講義を行います。

８月中旬

【小学生、中学生、高校生の皆さんへ】 

  今年度、福井県学力向上センターでは、授業では体験できない実践的な力や将来の進路に向けた学力を身に付ける 

 ための講座や研修を下記のとおり企画しました。自分の能力や可能性を伸ばしたいと考えている児童、生徒の皆さん 

 には大変おすすめのものばかりです。ぜひ、ご参加ください。     

小・中学生対象 

高校生対象 



講　座　名 対　象 概　要 募集開始
予定 開催日予定 会　場

ふくいサイエンスフェスタ２０１６ 中学・高校全学年
南部陽一郎記念ふくいサイエンス賞
授賞式や講演会、課題研究発表会等
を行います。

１月上旬 ２／１9（日） アオッサ

２　職業等に関するもの　※⑤

講　座　名 対　象 概　要 募集開始
予定 開催日予定 会　場

ふくい職業教育フェア
中学全学年
職業系等高校生徒

福井フューチャーマイスターの取組
みや課題研究作品展示などの学習成
果の発表を行います。

１月中旬 ２／１８（土） アオッサ

　　　　　　　　　　※③

調　査　名 対　象

福井県学力調査（SASA201６）
全小学校　５年
全中学校　２年

福井県到達度確認テスト 普通科系高校全学年
１年１月
２年７月、１月
３年８月

高校生学習状況調査 高校全学年

身についた学力の状況を調査し、結果をもとに学校での授業改善につな
げます。

小学校　１２／１（木）
　　　　１２／２（金）
中学校　１２／８（木）
　　　　１２／９（金）

授業の生徒に対する理解度などについて調査を行い、結果をもとに授業
の改善につなげます。

年１回予定

　

　

　

生徒の学力向上のため、県独自にテストを作成・実施・分析すること
で、弱点補強ポイントを明確化するとともに授業改善を図ります。

高校全学年 ７月上旬
予選：９/１１（日）
本選：９/１９（月･祝）

目　的

１　理科・数学に関するもの　※②④

個人やグループで理科や数学の問題
を解く能力や、観察実験を行う能力
を競います。
＊高校は「科学の甲子園全国大会」
の予選を兼ねています。

予選：福井大学（文京）
本選：武生高校

時　期　等

　ふくい理数グランプリ

・記載内容の詳細については、後日、各学校から連絡があります。 

 

・内容については、随時ホームページで更新していきます。こちらも併せてご覧ください。 

 
   ＜ホームページアドレス＞  

                  ［福井県学校教育政策課］ http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kyousei/ 

 

・不明な点があれば、下記にお問い合わせください。 

 
  ※①【英語や語学に関する企画】 教育庁義務教育課    外国語教育グループ         ＴＥＬ：0776-20-0667 

  ※②【小中学生対象企画】    教育庁義務教育課    教科指導・ふるさと教育グループ   ＴＥＬ：0776-20-0575   

  ※③【高校生対象企画】     教育庁高校教育課    進学支援 グループ             ＴＥＬ：0776-20-0570  

  ※④【高校生対象企画】     教育庁高校教育課    教科指導・主権者教育グループ     ＴＥＬ：0776-20-0549  

  ※⑤【職業系等高校生対象企画】 教育庁高校教育課    生徒指導・学校同和教育グループ    ＴＥＬ：0776-20-0569 

    【学力向上センター事務局】 教育庁教育政策課    教育力向上グループ            ＴＥＬ：0776-20-0295 

中・高生対象 

学力調査等 


