
  令和 ５ 年度  生徒募集要項 
 

Ⅰ 募集人員 

     普 通 科  特別進学コース      20 名            

           進学コース        40 名     240 名     

           教養コース        180 名            

            ２年次から、教養進学・グローバル・                   280 名 
                (            )             情報ビジネス・パティシエの４コースに分かれます 

 

     食 物 科 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 名 
 

※ 本校の全ての入試において、県外からの出願は県外からの転勤等やむを得ない事情での一家転住を

条件とします。（但し、スポーツ・文化奨学生はこれに含みません。） 
 

Ⅱ 学力奨学生、スポーツ・文化奨学生、専願生試験 

出 願 期 間 
令和５年１月 10 日(火)～１月 12 日(木)  

  午前９時～午後４時まで。 

試 験 日 時 令和５年１月 18 日(水) 午前８時 20 分集合    

試 験 会 場 慶誠高等学校・天草会場（松島観光ホテル岬亭） 

合格発表日時 令和５年１月 23 日(月) 午前８時～正午 

備    考 
出願後、新型コロナウィルス感染により受験ができなかった場合は、一般生試

験の時に学力奨学生、スポーツ・文化奨学生、専願生として受験可。 
 

Ⅲ 一般生試験 

出 願 期 間 
令和５年２月２日(木)～２月７日(火)  

  午前９時～午後４時まで。（土曜、日曜は除く） 

試 験 日 時 令和５年２月 15 日(水) 午前８時 20 分集合   

試 験 会 場 慶誠高等学校 

合格発表日時 令和５年２月 20 日(月) 午前８時～正午 

 

Ⅳ 注意事項 
（１）入学願書・調査書・入学案内の郵送を希望の場合は、返信用封筒（切手不要）を同封して申し込みく

ださい。 

（２）郵送で出願する場合は、出願書類を書留で締切日当日までに必着するように送付して下さい。返信用

封筒は必要ありません。 

（３）合格通知書は、合格者個人への書類と共に各中学校へ配達時間帯指定郵便（午前８時～正午）にて郵

送いたします。その他の場合は、事前にご連絡下さい。 

※校内掲示はいたしません。※電話などでの合否の問い合わせもお断りいたします。 

（４）入学手続きを期日までに完了しないときは、入学の意志がないものとみなします。 

（５）一旦受け付けた書類・受験料および入学手続き時の納金は返却いたしません。 

（６）英語はリスニングテストも実施しますので、特別な配慮を必要とする場合は事前にご連絡ください。 
 

Ⅴ 受験者の携行品 
受験者は、受験票、弁当（スポーツ・文化奨学生受験生は不要です。）、上履き、筆記用具、消しゴム、

定規、コンパスを持参する。ただし、分度器及びその機能付きの文房具、下敷き、電卓、計算機能・辞書

機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）等、試験上公正を欠くものの考査場への持

ち込みは出来ません。 



入試区分 学力奨学生入試 

学科･コース 
普通科 

特別進学コース 

普通科 

進学コース 

普通科 

教養コース 

専願・併願 併願可※(注１) 併願可※(注１) 併願可※(注１) 

奨学生区分 ＳＳ・Ｓ・Ａ Ａ・Ｂ・Ｃ Ｃ・Ｄ 

出願時の男女別 男・女 男・女 男・女 

出願資格 

①令和５年３月中学校

卒業見込みの者 

②国・公立の４年制大

学への進学を目指

し、学力優秀かつ人

物良好な者 

 

①令和５年３月中学校

卒業見込みの者 

②進学を目指し、学力

優秀かつ人物良好な

者 

①令和５年３月中学校卒業見込みの者 

②高い進路意識を持ち、学力優秀かつ人物良好な

者 

出願手続 

①入学願書 

②調査書 

③写真 （3.5×5.0cm） 

（本校所定用紙に貼付） 

④受験料 10,000 円 

①入学願書 

②調査書 

③写真 （3.5×5.0cm）

（本校所定用紙に貼付）

④受験料 10,000 円 

①入学願書 

②調査書 

③写真 （3.5×5.0cm） 

（本校所定用紙に貼付） 

④受験料 10,000 円 

試験教科 
国語・英語(リスニングテストを含む)･ 

数学・理科・社会の５教科 

国語・英語(リスニングテストを含む)･

数学・理科・社会の５教科

国語・英語(リスニングテストを含む)・数学・理科・

社会の５教科 

試験時間 各教科 50 分 各教科 50 分 各教科 50 分 

面接の形式 集団面接 集団面接 集団面接 

入学確約書 要〔３月 17 日(金)午後２時迄〕 要〔３月 17 日(金)午後２時迄〕 要〔３月 17 日(金)午後２時迄〕 

入学手続 

合格者は、入学の意志

が確定したら本校所定

の入学確約書を公立高

校合格発表後の３月17

日(金)午後２時までに

提出して下さい。 

合格者は、入学の意志

が確定したら本校所定

の入学確約書を公立高

校合格発表後の３月17

日(金)午後２時までに

提出して下さい。 

ただし、教養コースで

合格した場合は、右の

教養コースの入学手続

の要領に従って手続き

をして下さい。 

奨学生Ｃの合格者は、入学の意志が確定したら本

校所定の入学確約書を公立高校合格発表後の３

月17日(金)午後２時までに提出して下さい。 

 

奨学生Ｄの合格者は、２月１日(水)までに入学金

の一部、20,000円を本校へ持参の上、納入される

か、合格通知書に同封の振込み用紙にて、指定の

銀行に振り込みください。入学の意志が確定した

ら、公立高校合格発表後の３月17日(金)午後２時

までに入学確約書と入学金の残金(20,000円)及

び施設拡充費(30,000円)の合計50,000円を本校

へ持参の上、納入されるか、振込み用紙にて３月

16日(木)までに振込みください。 

※入学金の一部（30,000円）は免除されます。 

第２希望として進学コ

ースへの変更を認めま

す。 

第２希望として教養コ

ースへの変更を認めま

す。 

 

備  考 

※(注１) 学力奨学生入試で合格した生徒は他校との併願は可能ですが、本校の一般入試は受験 
     できません。 



スポーツ・文化奨学生入試 専願生入試 一般生入試 

普通科 

(進学コース・教養コース) 

普通科(進学コース･教養コース) 

食物科 

普通科(進学コース･教養コース) 

食物科 

専願 専願 併願可※(注２) 

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ 

※食物科は、専願入試合格者の中か

ら若干名奨学生ＡかＢとして採用

します。 

 

 

男・女 男・女 男・女 

①令和５年３月中学校卒業見込み

の者 

②本校を第１希望とし成績優秀か

つスポーツ・文化に秀でた者 

①令和５年３月中学校卒業見込み

の者 

 

①令和５年３月中学校卒業見込み

の者 

①入学願書 

②調査書 

③写真（3.5×5.0cm） 

（本校所定用紙に貼付） 

④推薦書（本校指定の推薦書） 

⑤受験料 10,000 円 

①入学願書 

②調査書 

③写真（3.5×5.0cm） 

（本校所定用紙に貼付） 

④受験料 10,000 円 

①入学願書 

②調査書 

③写真 （3.5×5.0cm） 

（本校所定用紙に貼付） 

④受験料 10,000 円 

国語・英語(リスニングテストを含む)・数学の 

３教科 

国語・英語(リスニングテストを含む)・数学・

理科・社会の５教科 

国語・英語(リスニングテストを含む)・数学・

理科・社会の５教科 

各教科 50 分 各教科 50 分 各教科 50 分 

なし 集団面接 集団面接 

要〔２月１日(水)迄〕 不要 要〔３月 17 日(金)午後２時迄〕 

本校所定の入学確約書を２月１日

(水)までに提出してください。 

合格者は、100,000円〔入学金70,000

円・施設拡充費30,000円〕を２月１

日(水)までに本校へ持参の上、納入

されるか、合格通知書に同封してあ

る振込み用紙にて銀行に振込みく

ださい。 

合格者は、３月２日(木)までに入学

金の一部、50,000円を本校へ持参の

上、納入されるか、合格通知書に同

封の振込み用紙にて、指定の銀行に

振り込んでください。入学の意志が

確定したら、公立高校合格発表後の

３月17日(金)午後２時までに入学

確約書と入学金の残金(20,000円)

及び施設拡充費(30,000円)の合計

50,000円を本校へ持参の上、納入さ

れるか、振込み用紙にて３月16日

(木)までに振込みください。 

合格者は必ず本校に入学すること。 

進学コースを希望する場合、入試の

結果により教養コースに変更する

こともあります。 

なお該当する部は、次の通りです。 

バレーボール部（女子）  奨学生 

バスケットボール部（男･女） 区分 

卓球部（男･女）           Ｓ･Ａ 

サッカー部（男子）    Ｂ･Ｃ 

合格者は必ず本校に入学すること。

食物科受験生は、第２希望として普

通科教養コースへの転科を認めま

す。 

普通科進学コース受験生は、第２希

望として教養コースへの変更を認

めます。 

奨学生・専願生試験の不合格者の再

受験の場合、願書・受験料のみ提出、

調査書の提出は不要です。 
食物科受験生は、第２希望として普

通科教養コースへの転科を認めま

す。 
普通科進学コース受験生は、第２希

望として教養コースへの変更を認

めます。 
サッカー部（女子）  
           
陸上競技部（男･女）  Ａ･Ｂ･Ｃ 
           
吹奏楽部（男･女） 

 ※(注２)併願は他校との併願を 

    意味します。 



※入学手続きは、合格発表翌日から指定日時までにお願いします。 

事務室での受付時間は午前９時から午後４時までです。（土曜・日曜・祝日は除く） 

 

Ⅰ 校納金について 
  令和４年度の校納金です。令和５年度は変更の場合があります。  
○普通科の場合（月額） 
 授業料は、就学支援金（国からの返済不要の支援金）により、保護者の所得に応じて下表のとおり軽減されます。 

 就学支援金の支給基準（保護者の年収目安）※１ 
 年収約 590 万円未満 年収約 910 万円未満 年収約 910 万円以上

授業料 33,000 円 33,000 円 33,000 円

△就学支援金 △33,000 円 △9,900 円 0 円

冷暖房費 1,000 円 1,000 円 1,000 円

教育充実費 4,000 円 4,000 円 4,000 円

委託徴収金※２ 2,450 円 2,450 円 2,450 円

合計 7,450 円 30,550 円 40,450 円

※１ 年収は目安であり、審査は別に定める判定方法に基づき行います。 
※２ 委託徴収金の内訳は後援会費 750 円、校友会費 900 円、文化体育奨励費 800 円となります。 
○食物科は実験実習費として月額 2,000 円が必要です。 
○２年次でパティシエコースを選択した場合は実験実習費として月額 3,000 円、 
グローバルコースを選択した場合は月額 1,000 円が必要です。  

Ⅱ 本校の奨学生制度について 
奨 
学 
生 
区 
分 

入 学 金 
70,000 円 
施設拡充費 
30,000 円 

 
授 業 料 

 
33,000 円 

 
冷 暖 房 費

 
1,000 円 

 
教育充実費 

 
4,000 円 

 
委託徴収金 

 
2,450 円 

ＳＳ 免除 免除 免除 免除 免除 

Ｓ 免除 免除 免除 免除  

Ａ 免除 免除 免除   

Ｂ 免除 半額免除    

Ｃ 免除     

Ｄ 入学金 30,000 円免除   

 ※ 就学支援金の金額は、本校の奨学金制度より優先いたします。 
○ＳＳ・Ｓ・Ａ奨学生の授業料は就学支援金支給額を除く全額を奨学金として支給し、授業料として相殺し
ます。よって、授業料納付額はありません。Ｂ奨学生については就学支援金支給額を除く半額を奨学金と
して支給し、授業料の一部として相殺します。 

○ＳＳ奨学生には次のいずれかの特典があります。 
  (ア)遠方のために通学困難で入寮を希望する人は、入寮費・舎費・食費・光熱水費・冷暖房費を全額、 

学校が負担します。 
  (イ)自宅通学生には月額 20,000 円を給付します。 
○学力奨学生は年度途中で新規採用、区分変更および取り消しもあります。 
○兄弟姉妹での在籍者について（兄弟姉妹いずれもＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂの奨学生でない場合）弟･妹のみＢ奨 

  学生同等の授業料とします。なお、後援会費については奨学生を問わず弟・妹は半額免除となります｡ 
 

Ⅲ 公的な奨学制度(下記は令和４年度の貸与金額)について 
 ＊熊本県育英資金(修学)   返済の義務有り        ＊内村チカ育英財団奨学生  ※返済なし 

 (自 宅)・月額 10,000 円・20,000 円・30,000 円から選択     ・月額 20,000 円 
 (自宅外)・月額 15,000 円・25,000 円・35,000 円から選択 

＊熊本市育英奨学生     返済の義務有り        ＊交通遺児育英会・あしなが育英会など 
・月額 30,000 円 または 15,000 円に減額することも可能 

 

Ⅳ 校内寮について  
（１）校内に３階建（女子）・２階建（男子）。学習室・食堂・浴室・懇談室・洗濯室の設備があります。 

（２）寮費については次の通りです。【月額】（令和４年度の寮費です。令和５年度は変更の場合があります。） 
項目 

男女別     入寮費  舎費 食費(３食) 光熱費 冷暖房費 毎月の納付額（計）

男子寮（36名） 15,000  8,200 32,500 4,500 3,000 48,200 
女子寮（80名） 15,000  6,700 32,500 4,000 3,000 46,200 

（３）入寮手続きは、合格者招集日に行います。 
 

Ⅴ 合格者招集日について 
    ３月 17 日(金) 
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