
令和2年度

生徒募集要項
募集定員540名（すべて男女共学です）

〒467‒8511 名古屋市瑞穂区高田町4-19（地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅下車④番出口徒歩４分）

TEL 052 ‒852‒1121　FAX 052 ‒852‒2358　http：//nagoyaotani.owari.ac.jp

学科 コース（ 概要 ） 募集定員

普
通
科

特別進学コース（特進）
★国公立大学および難関私立大学への合格をめざします。
○7限授業・8限演習・土曜ゼミを行います。
○授業後も専用の自習室での自主学習環境が整えられています。
○長期休業中は進学補習および合宿を行います。

30名

特別選抜コース（選抜）
★文武両道を基本とし、国公立大学および有名私立大学への合格をめざします。
○勉学（進学）と部活動（指定部活動）の両立をめざします。
※指定部活動：陸上競技・剣道・バスケットボール・ソフトテニス・柔道・サッカー＊・硬式野球＊・
卓球・弓道・演劇・放送・吹奏楽（＊は男子のみ）

○1年次より週1回7限授業を行い、学力向上を図ります。

30名

福祉・医療進学コース（福・医）
★介護・福祉・保育および看護・医療技術系の上級学校への進学をめざします。
○土曜日や夏休みのボランティア活動・１日職場体験を実施します。
○福祉進学クラスは、介護職員初任者研修（ホームヘルパー2級相当）の資格取得
をめざします。
○医療進学クラスは、看護医療系学校への進学をめざします。

80名

文理進学コース（文理）
★多様な適性に応じ、大学・各種専門学校への進学をめざします。
○早い時期からの自己発見リサーチを行います。
○進路目標を設定し、学力の向上をめざします。
○勉学と部活動の両立をめざしながら、高校生活を充実させます。

295名

商
業
科

★専門教育の特色を生かし、大学・各種専門学校への進学、優良企業への有利な
就職をめざします。
○高い検定合格率が大谷の商業科の力です。
○簿記検定やIT系の検定等、きめ細かい検定指導で進路実現を有利にします。
○充実したPC環境で、表計算やワープロ・プレゼンテーション・プログラミング・グラフィッ
ク等のソフトを使いこなす技能を身につけます。

105名

学費・その他 （平成31年度入学生のものです）

検定・資格取得支援制度

入学後の本校独自の入学金減免・入学支援制度

国・愛知県の授業料補助・入学納付金補助制度

名古屋市をはじめとする市町村授業料補助等の制度

おもな奨学金制度

入学時の納付金 １ヶ月当たりの納付金（年４期に分納）
入学金　　　　200 , 000円
（前納分20 , 000円・後納分180 , 000円）

授業料 32 , 000円
教育充実費 7 , 000円
保護者会費 800円
生徒会費 200円
※その他学年費・修学旅行積立金等がありますが、
コースにより多少金額が異なります。

支援制度の対象となる各種検定・資格取得の2級（一部準2級・3級）以上の合格者に対して、その検定料を全額
補助します。

①入学時に、兄姉が本学園に在学中の場合、入学金を全額還付します。
②兄弟、姉妹が本学園に同時入学する場合、それぞれの入学金を半額還付します。
③入学時に、父母・兄姉が本学園の同窓生の場合、入学金を半額還付します。
注） 本校入学金から愛知県入学納付金補助額（下記表参照）を差し引いた実質負担額（①は上限20万円、②③

は上限10万円）を還付します。ただし、実質負担額が０円となる甲Ⅰ・甲Ⅱの方には、制服夏冬一式セット代金お
よび体操服セット代金の相当額を還付します。

※還付は入学後となります。

国および愛知県の補助制度に基づき、保護者の所得に応じて、授業料・入学納付金の全額もしくは一部が還付され
ます。入学金・授業料は期日までに納入していただき、区分に合わせて後日還付されます。詳細は愛知県HP等でご
確認ください。

各市町村にも、授業料補助等の制度があります。詳細は、各市町村役場にて直接お尋ねください。

※「所得割額」とは、県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算となります。
① 所得割額が507 ,000円以上の世帯は、補助金の対象外となります。
② 所得基準の年収は、４人家族で扶養家族が妻と子供２人の場合の参考年収で、あくまで目安です。
③ 生徒および保護者がともに県内に在住していない方は、愛知県授業料補助および入学納付金補助は対象外となりますので、国の就学支援金のみの支給となります。
④ 奨学生制度（学業奨学生１・２、技能奨学生Ａ・Ｂ・Ｃ）に該当した場合は、愛知県授業料補助および入学納付金補助の全額あるいは一部が受けられない場合があります。ただし、国の就学支援金
は対象となります。

⑤ 授業料補助合計額の上限額は、本校授業料となります。授業料の他に、教育充実費・学年費等の支払いが必要となります。

１．尾張学園育英資金 ………………………… 年額60 , 000円給付（返済不要）
２．東本願寺奨学金 …………………………… 年額50 , 000円程度給付（返済不要）
３．愛知県教育委員会 愛知県高等学校等奨学金 …… ※右記アイのいずれか一方　ア月額30 ,000円　イ月額11 ,000円　貸与
４．公益財団法人　愛知私学奨学資金財団 … 月額10 , 000円貸与

※詳しくは本校事務室までお問い合わせください。

区分 ※保護者の所得基準
　（父母の合算収入）

補助金（平成31年度入学生）
就学支援金【国】＋愛知県授業料補助【県】（月額） 入学納付金補助【県】

甲Ⅰ 生活保護または所得割額が非課税の世帯
【年収250万円未満程度】 入学金　200,000円

200,000円
（実質負担額　０円）甲Ⅱ 所得割額が85 ,500円未満の世帯

【年収350万円未満程度】

乙Ⅰ

所得割額が257 ,500円未満の世帯
【年収590万円未満程度】 入学金　200,000円

133,000円
（実質負担額　67,000円）所得割額が272 ,500円未満の世帯

【年収610万円未満程度】

乙Ⅱ 所得割額が452 ,500円未満の世帯
【年収840万円未満程度】

入学金　200,000円

100,000円
（実質負担額　100,000円）

その他 所得割額が507 ,000円未満の世帯
【年収910万円未満程度】

入学金　200,000円

0円
（実質負担額　200,000円）

学校法人 尾張学園

【国】24 ,750円+【県】7 ,250円

【国】19 ,800円+【県】12 ,200円

【国】14 ,850円+【県】7 ,250円

【国】9 ,900円+【県】12 ,200円

【国】9 ,900円+【県】6 ,700円

【国】9 ,900円+【県】０円

（実質負担額　０円）

（実質負担額　０円）

（実質負担額　9 ,900円）

（実質負担額　9 ,900円）

（実質負担額　15 ,400円）

（実質負担額　22 ,100円）

補助額　32 ,000円

補助額　32 ,000円

補助額　22 ,100円

補助額　22 ,100円

補助額　16 ,600円

補助額　9,900円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

文理進学コース

令和2年度

生徒募集要項
募集定員540名（すべて男女共学です）

〒467‒8511 名古屋市瑞穂区高田町4-19（地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅下車④番出口徒歩４分）

TEL 052 ‒852‒1121　FAX 052 ‒852‒2358　http：//nagoyaotani.owari.ac.jp

学科 コース（ 概要 ） 募集定員

普
通
科

特別進学コース（特進）
★国公立大学および難関私立大学への合格をめざします。
○7限授業・8限演習・土曜ゼミを行います。
○授業後も専用の自習室での自主学習環境が整えられています。
○長期休業中は進学補習および合宿を行います。

30名

特別選抜コース（選抜）
★文武両道を基本とし、国公立大学および有名私立大学への合格をめざします。
○勉学（進学）と部活動（指定部活動）の両立をめざします。
※指定部活動：陸上競技・剣道・バスケットボール・ソフトテニス・柔道・サッカー＊・硬式野球＊・
卓球・弓道・演劇・放送・吹奏楽（＊は男子のみ）

○1年次より週1回7限授業を行い、学力向上を図ります。

30名

福祉・医療進学コース（福・医）
★介護・福祉・保育および看護・医療技術系の上級学校への進学をめざします。
○土曜日や夏休みのボランティア活動・１日職場体験を実施します。
○福祉進学クラスは、介護職員初任者研修（ホームヘルパー2級相当）の資格取得
をめざします。
○医療進学クラスは、看護医療系学校への進学をめざします。

80名

文理進学コース（文理）
★多様な適性に応じ、大学・各種専門学校への進学をめざします。
○早い時期からの自己発見リサーチを行います。
○進路目標を設定し、学力の向上をめざします。
○勉学と部活動の両立をめざしながら、高校生活を充実させます。

295名

商
業
科

★専門教育の特色を生かし、大学・各種専門学校への進学、優良企業への有利な
就職をめざします。
○高い検定合格率が大谷の商業科の力です。
○簿記検定やIT系の検定等、きめ細かい検定指導で進路実現を有利にします。
○充実したPC環境で、表計算やワープロ・プレゼンテーション・プログラミング・グラフィッ
ク等のソフトを使いこなす技能を身につけます。

105名

学費・その他 （平成31年度入学生のものです）

検定・資格取得支援制度

入学後の本校独自の入学金減免・入学支援制度

国・愛知県の授業料補助・入学納付金補助制度

名古屋市をはじめとする市町村授業料補助等の制度

おもな奨学金制度

入学時の納付金 １ヶ月当たりの納付金（年４期に分納）
入学金　　　　200 , 000円
（前納分20 , 000円・後納分180 , 000円）

授業料 32 , 000円
教育充実費 7 , 000円
保護者会費 800円
生徒会費 200円
※その他学年費・修学旅行積立金等がありますが、
コースにより多少金額が異なります。

支援制度の対象となる各種検定・資格取得の2級（一部準2級・3級）以上の合格者に対して、その検定料を全額
補助します。

①入学時に、兄姉が本学園に在学中の場合、入学金を全額還付します。
②兄弟、姉妹が本学園に同時入学する場合、それぞれの入学金を半額還付します。
③入学時に、父母・兄姉が本学園の同窓生の場合、入学金を半額還付します。
注） 本校入学金から愛知県入学納付金補助額（下記表参照）を差し引いた実質負担額（①は上限20万円、②③

は上限10万円）を還付します。ただし、実質負担額が０円となる甲Ⅰ・甲Ⅱの方には、制服夏冬一式セット代金お
よび体操服セット代金の相当額を還付します。

※還付は入学後となります。

国および愛知県の補助制度に基づき、保護者の所得に応じて、授業料・入学納付金の全額もしくは一部が還付され
ます。入学金・授業料は期日までに納入していただき、区分に合わせて後日還付されます。詳細は愛知県HP等でご
確認ください。

各市町村にも、授業料補助等の制度があります。詳細は、各市町村役場にて直接お尋ねください。

※「所得割額」とは、県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算となります。
① 所得割額が507 ,000円以上の世帯は、補助金の対象外となります。
② 所得基準の年収は、４人家族で扶養家族が妻と子供２人の場合の参考年収で、あくまで目安です。
③ 生徒および保護者がともに県内に在住していない方は、愛知県授業料補助および入学納付金補助は対象外となりますので、国の就学支援金のみの支給となります。
④ 奨学生制度（学業奨学生１・２、技能奨学生Ａ・Ｂ・Ｃ）に該当した場合は、愛知県授業料補助および入学納付金補助の全額あるいは一部が受けられない場合があります。ただし、国の就学支援金
は対象となります。

⑤ 授業料補助合計額の上限額は、本校授業料となります。授業料の他に、教育充実費・学年費等の支払いが必要となります。

１．尾張学園育英資金 ………………………… 年額60 , 000円給付（返済不要）
２．東本願寺奨学金 …………………………… 年額50 , 000円程度給付（返済不要）
３．愛知県教育委員会 愛知県高等学校等奨学金 …… ※右記アイのいずれか一方　ア月額30 ,000円　イ月額11 ,000円　貸与
４．公益財団法人　愛知私学奨学資金財団 … 月額10 , 000円貸与

※詳しくは本校事務室までお問い合わせください。

区分 ※保護者の所得基準
　（父母の合算収入）

補助金（平成31年度入学生）
就学支援金【国】＋愛知県授業料補助【県】（月額） 入学納付金補助【県】

甲Ⅰ 生活保護または所得割額が非課税の世帯
【年収250万円未満程度】 入学金　200,000円

200,000円
（実質負担額　０円）甲Ⅱ 所得割額が85 ,500円未満の世帯

【年収350万円未満程度】

乙Ⅰ

所得割額が257 ,500円未満の世帯
【年収590万円未満程度】 入学金　200,000円

133,000円
（実質負担額　67,000円）所得割額が272 ,500円未満の世帯

【年収610万円未満程度】

乙Ⅱ 所得割額が452 ,500円未満の世帯
【年収840万円未満程度】

入学金　200,000円

100,000円
（実質負担額　100,000円）

その他 所得割額が507 ,000円未満の世帯
【年収910万円未満程度】

入学金　200,000円

0円
（実質負担額　200,000円）

学校法人 尾張学園

【国】24 ,750円+【県】7 ,250円

【国】19 ,800円+【県】12 ,200円

【国】14 ,850円+【県】7 ,250円

【国】9 ,900円+【県】12 ,200円

【国】9 ,900円+【県】6 ,700円

【国】9 ,900円+【県】０円

（実質負担額　０円）

（実質負担額　０円）

（実質負担額　9 ,900円）

（実質負担額　9 ,900円）

（実質負担額　15 ,400円）

（実質負担額　22 ,100円）

補助額　32 ,000円

補助額　32 ,000円

補助額　22 ,100円

補助額　22 ,100円

補助額　16 ,600円

補助額　9,900円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

授業料　32 ,000円

文理進学コース※「所得割額」とは、県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算となります。文理進学コース※「所得割額」とは、県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算となります。文理進学コース文理進学コース文理進学コース



推薦入試 一般入試

推薦入試の奨学生制度 （授業料等は、原則３年間です。奨学金には、国の就学支援金を含みません。）

一般入試の奨学生制度 （授業料等は、原則3年間です。奨学金には、国の就学支援金を含みません。）

１　受験資格 １　受験資格

学業奨学生……普通科全コース・商業科の合格者の中で成績優秀な者。

学業奨学生……普通科全コース・商業科の合格者の中で成績優秀な者。

※技能奨学生については、入試の成績が優秀であれば、学業奨学生 １・２となる場合があります。

技能奨学生……部活動の技能に特に優れ、成績優秀にして本校の事前審査に合格し、中学校長から推薦された者。
　　　　　　　　 ただし、「特別進学コース」は、除きます。硬式野球部の技能奨学生は5名以内です。

２　出願期間および時間
２　出願期間および時間

３　出願書類
３　出願書類

６　入学試験

６　入学試験
５　出願方法

５　出願方法

７　合格発表

７　合格発表

８　入学手続き

８　入学手続き

４　受験料　　１３，０００円（銀行振込）

４　受験料　　１３，０００円（銀行振込）

（1） 中学校を、令和2年3月卒業見込みの者
（2） 本校のみを志願する者
（3） 心身ともに健康で、学力・人物が優れ、中学校長が推薦する者

（1） 原則、中学校を令和2年3月卒業見込みの者
（2） 心身ともに健康で、学力・人物が優れ、3年間学校生活をやり通すことができる者

（1） 令和2年1月22日（水）～24日（金）
（2） 午前9時より午後4時まで

（1） 令和2年1月27日（月）～1月31日（金）（但し、1月29日（水）は除く）
（2） 午前9時より午後4時まで

（1） 入学願書：本校所定の推薦入試用のもの
（2） 調査書：中学校が作成したもの
（3） 推薦書：本校所定のもの

（1） 入学願書：本校所定の一般入試用のもの
（2） 調査書：中学校が作成したもの

（1） 日時

（2） 入試科目
（3） 面接
（4） 持ち物

（1） 日時

（2） 入試科目

（3） 持ち物

令和2年1月29日（水）　（本校において実施）
 ・集合　午前8時30分　　・試験開始　午前9時
国語・数学・英語（各科・コース共通、各30分、各100点、マークシート方式）
学力試験終了後
受験票、筆記用具（HB以上の鉛筆またはシャープペンシル）、消しゴム、上履き、昼食、湯茶

令和2年2月5日（水）　（本校において実施）
 ・集合　午前8時30分　　・試験開始　午前9時
（各40分、各100点、マークシート方式、英語リスニング有り）
特別進学コース ………… 国語・数学・英語・社会・理科
特別選抜コース ………… 国語・数学・英語・社会・理科
福祉・医療進学コース … 国語・数学・英語
文理進学コース ………… 国語・数学・英語
商業科 …………………… 国語・数学・英語
受験票、筆記用具（HB以上の鉛筆またはシャープペンシル）、消しゴム、上履き、湯茶
※「特別進学コース」・「特別選抜コース」の受験者は、昼食の用意をしてきてください。

「3」の出願書類を直接本校事務室「願書受付」に提出して、「受験票」を受け取ってください。

「３」の出願書類を直接本校事務室「願書受付」に提出して、「受験票」を受け取ってください。

令和2年1月30日（木）に本人宛に郵送（速達）します。郵便事情により到着が翌日以降になることもあります。（合
否結果は、出身中学校へも連絡します。）
※合格通知書等、願書通りの人名漢字が検索できない場合は、常用漢字にて表記させていただくことがあります。

令和2年2月7日（金）に本人宛に郵送（速達）します。郵便事情により到着が翌日以降になることもあります。（合否
結果は、出身中学校へも連絡します。）
※合格通知書等、願書通りの人名漢字が検索できない場合は、常用漢字にて表記させていただくことがあります。合格者は、2月4日（火）午後3時までに、銀行窓口で入学金200 , 000円を三菱UFJ銀行の指定口座へ振り込んで

ください。なお、一旦納入された入学金は、原則として返金いたしません。

（1） 合格者は、2月17日（月）午後3時までに、銀行窓口で入学金前納分20 , 000円を三菱UFJ銀行の指定口座
へ振り込んでください。

（2） 上記の手続きをした後、公立高校合格発表後の3月19日（木）午後4時までに、入学金後納分180 , 000円を
直接本校の事務室「窓口」へ持参してください。

※土・日・祝日は窓口業務を行いません。なお、一旦納入された入学金は、原則として返金いたしません。

受験料は、三菱UFJ銀行の指定口座へ、「銀行窓口」で振込み、願書に取扱銀行収納印を受けてください。「銀
行ATM」からの振込も可です。その場合は、「出身中学校コード番号」と「志願者氏名」を入力して振込み、振込
を証明する「明細書」等（原本）を願書の裏面（指定枠）に貼付してください。
振込手数料は、振込人のご負担でお願いします。一旦納入された受験料は原則として返金いたしません。

受験料は、三菱UFJ銀行の指定口座へ、「銀行窓口」で振込み、願書に取扱銀行収納印を受けてください。「銀
行ATM」からの振込も可です。その場合は、「出身中学校コード番号」と「志願者氏名」を入力して振込み、振込
を証明する「明細書」等（原本）を願書の裏面（指定枠）に貼付してください。
振込手数料は、振込人のご負担でお願いします。一旦納入された受験料は原則として返金いたしません。

種別 特典の概要 選考方法

学業奨学生１ 入学金全額（20万円）を免除し、授業料・教育
充実費全額相当分を給付します。

学習成績と入試点により選考し、合格通知と
併せて通知します。学業奨学生２ 入学金後納分（18万円）を免除し、授業料・教

育充実費半額相当分を給付します。

学業奨学生３ 年額60 , 000円を給付します。
種別 特典の概要 選考方法

学業奨学生１ 入学金全額（20万円）を免除し、授業料・教育
充実費全額相当分を給付します。

学習成績と入試点により選考し、合格通知と
併せて通知します。学業奨学生２ 入学金後納分（18万円）を免除し、授業料・教

育充実費半額相当分を給付します。

学業奨学生３ 年額60 , 000円を給付します。

種別 特典の概要 対象部活動

技能奨学生A 入学金全額（20万円）を免除し、授業料・教育
充実費全額相当分を給付します。

技能奨学生B 入学金後納分（18万円）を免除し、授業料・教
育充実費半額相当分を給付します。

技能奨学生C 入学金後納分（18万円）を免除します。 ソフトテニス／弓道／サッカー／硬式野球／
バスケットボール（女）／卓球／演劇／放送

陸上競技／剣道／柔道／
バスケットボール（男）／吹奏楽

推薦入試 一般入試

推薦入試の奨学生制度 （授業料等は、原則３年間です。奨学金には、国の就学支援金を含みません。）

一般入試の奨学生制度 （授業料等は、原則3年間です。奨学金には、国の就学支援金を含みません。）

１　受験資格 １　受験資格

学業奨学生……普通科全コース・商業科の合格者の中で成績優秀な者。

学業奨学生……普通科全コース・商業科の合格者の中で成績優秀な者。

※技能奨学生については、入試の成績が優秀であれば、学業奨学生 １・２となる場合があります。

技能奨学生……部活動の技能に特に優れ、成績優秀にして本校の事前審査に合格し、中学校長から推薦された者。
　　　　　　　　 ただし、「特別進学コース」は、除きます。硬式野球部の技能奨学生は5名以内です。

２　出願期間および時間
２　出願期間および時間

３　出願書類
３　出願書類

６　入学試験

６　入学試験
５　出願方法

５　出願方法

７　合格発表

７　合格発表

８　入学手続き

８　入学手続き

４　受験料　　１３，０００円（銀行振込）

４　受験料　　１３，０００円（銀行振込）

（1） 中学校を、令和2年3月卒業見込みの者
（2） 本校のみを志願する者
（3） 心身ともに健康で、学力・人物が優れ、中学校長が推薦する者

（1） 原則、中学校を令和2年3月卒業見込みの者
（2） 心身ともに健康で、学力・人物が優れ、3年間学校生活をやり通すことができる者

（1） 令和2年1月22日（水）～24日（金）
（2） 午前9時より午後4時まで

（1） 令和2年1月27日（月）～1月31日（金）（但し、1月29日（水）は除く）
（2） 午前9時より午後4時まで

（1） 入学願書：本校所定の推薦入試用のもの
（2） 調査書：中学校が作成したもの
（3） 推薦書：本校所定のもの

（1） 入学願書：本校所定の一般入試用のもの
（2） 調査書：中学校が作成したもの

（1） 日時

（2） 入試科目
（3） 面接
（4） 持ち物

（1） 日時

（2） 入試科目

（3） 持ち物

令和2年1月29日（水）　（本校において実施）
 ・集合　午前8時30分　　・試験開始　午前9時
国語・数学・英語（各科・コース共通、各30分、各100点、マークシート方式）
学力試験終了後
受験票、筆記用具（HB以上の鉛筆またはシャープペンシル）、消しゴム、上履き、昼食、湯茶

令和2年2月5日（水）　（本校において実施）
 ・集合　午前8時30分　　・試験開始　午前9時
（各40分、各100点、マークシート方式、英語リスニング有り）
特別進学コース ………… 国語・数学・英語・社会・理科
特別選抜コース ………… 国語・数学・英語・社会・理科
福祉・医療進学コース … 国語・数学・英語
文理進学コース ………… 国語・数学・英語
商業科 …………………… 国語・数学・英語
受験票、筆記用具（HB以上の鉛筆またはシャープペンシル）、消しゴム、上履き、湯茶
※「特別進学コース」・「特別選抜コース」の受験者は、昼食の用意をしてきてください。

「3」の出願書類を直接本校事務室「願書受付」に提出して、「受験票」を受け取ってください。

「３」の出願書類を直接本校事務室「願書受付」に提出して、「受験票」を受け取ってください。

令和2年1月30日（木）に本人宛に郵送（速達）します。郵便事情により到着が翌日以降になることもあります。（合
否結果は、出身中学校へも連絡します。）
※合格通知書等、願書通りの人名漢字が検索できない場合は、常用漢字にて表記させていただくことがあります。

令和2年2月7日（金）に本人宛に郵送（速達）します。郵便事情により到着が翌日以降になることもあります。（合否
結果は、出身中学校へも連絡します。）
※合格通知書等、願書通りの人名漢字が検索できない場合は、常用漢字にて表記させていただくことがあります。合格者は、2月4日（火）午後3時までに、銀行窓口で入学金200 , 000円を三菱UFJ銀行の指定口座へ振り込んで

ください。なお、一旦納入された入学金は、原則として返金いたしません。

（1） 合格者は、2月17日（月）午後3時までに、銀行窓口で入学金前納分20 , 000円を三菱UFJ銀行の指定口座
へ振り込んでください。

（2） 上記の手続きをした後、公立高校合格発表後の3月19日（木）午後4時までに、入学金後納分180 , 000円を
直接本校の事務室「窓口」へ持参してください。

※土・日・祝日は窓口業務を行いません。なお、一旦納入された入学金は、原則として返金いたしません。

受験料は、三菱UFJ銀行の指定口座へ、「銀行窓口」で振込み、願書に取扱銀行収納印を受けてください。「銀
行ATM」からの振込も可です。その場合は、「出身中学校コード番号」と「志願者氏名」を入力して振込み、振込
を証明する「明細書」等（原本）を願書の裏面（指定枠）に貼付してください。
振込手数料は、振込人のご負担でお願いします。一旦納入された受験料は原則として返金いたしません。

受験料は、三菱UFJ銀行の指定口座へ、「銀行窓口」で振込み、願書に取扱銀行収納印を受けてください。「銀
行ATM」からの振込も可です。その場合は、「出身中学校コード番号」と「志願者氏名」を入力して振込み、振込
を証明する「明細書」等（原本）を願書の裏面（指定枠）に貼付してください。
振込手数料は、振込人のご負担でお願いします。一旦納入された受験料は原則として返金いたしません。

種別 特典の概要 選考方法

学業奨学生１ 入学金全額（20万円）を免除し、授業料・教育
充実費全額相当分を給付します。

学習成績と入試点により選考し、合格通知と
併せて通知します。学業奨学生２ 入学金後納分（18万円）を免除し、授業料・教

育充実費半額相当分を給付します。

学業奨学生３ 年額60 , 000円を給付します。
種別 特典の概要 選考方法

学業奨学生１ 入学金全額（20万円）を免除し、授業料・教育
充実費全額相当分を給付します。

学習成績と入試点により選考し、合格通知と
併せて通知します。学業奨学生２ 入学金後納分（18万円）を免除し、授業料・教

育充実費半額相当分を給付します。

学業奨学生３ 年額60 , 000円を給付します。

種別 特典の概要 対象部活動

技能奨学生A 入学金全額（20万円）を免除し、授業料・教育
充実費全額相当分を給付します。

技能奨学生B 入学金後納分（18万円）を免除し、授業料・教
育充実費半額相当分を給付します。

技能奨学生C 入学金後納分（18万円）を免除します。 ソフトテニス／弓道／サッカー／硬式野球／
バスケットボール（女）／卓球／演劇／放送

陸上競技／剣道／柔道／
バスケットボール（男）／吹奏楽


