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市電

桜町バスターミナルから

JRから

上熊本駅から

熊本駅から

●各社バス……………「県庁・健軍」方面乗車～「味噌天神」下車、徒歩7分
●都市バス利用………「県立劇場」方面乗車～「県立劇場」下車、徒歩2分
 「大江6丁目」行乗車～「市立図書館」下車、徒歩1分（正門）
 「水前寺北口」行乗車～「開新高校前」下車

●市電利用……………「健軍」方面乗車～「味噌天神」下車、徒歩7分
●都市バス利用………「第一環状線」子飼橋方面乗車～「大江渡鹿」下車、徒歩8分
 「昭和町線」乗車～「県立劇場」下車、徒歩2分

●市電利用……………「健軍」方面乗車～「味噌天神」下車、徒歩7分
●産交バス利用………「木山」・「沼山津」方面乗車～「味噌天神」下車、徒歩7分
●都市バス利用………「第一環状線」大学病院方面乗車～「消防局・防災センター前」下車、徒歩8分
 「中央環状線」大学病院方面乗車～「開新高等学校前」下車
●JR利用 …………… 「豊肥線」水前寺駅下車、徒歩7分

鹿児島本線・三角線から熊本駅で豊肥線へ乗り換え、水前寺駅下車、徒歩7分

本校は熊本市中央区大江6丁目にあり、交通は次の通りです。（下の略図参照）
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［工 業 科］

［総合学科］

［普 通 科］

  合  　計

自動車科 / 80名　　機械科 / 80名　　土木建築科 / 80名　　電気情報科 / 80名

情報ビジネス系列・国際コミュニケーション系列・社会福祉系列 / 80名

特進・普通 / 100名

令和5年度（2023 年）　生徒募集要項

500名　　全学科　男女共学

1.募集人員

2.受験要項
入試区分 奨学生入試（学業・体育） 専願生入試 一般生入試

入学志願者
資格　　　

出願期間

出願手続

入学者選考

志望科の
選択　　

合格発表

入学手続

⑴令和5年3月中学校卒業見込み
の者。

⑵出身中学校校長より推薦を受
けた者。

⑶学業奨学生は人物・学業成績
ともに優れていると認められ
た者。

⑷体育奨学生は技能・学業・人物
ともに優れていると認められ、
合格後必ず入学する者。

⑴令和5年1月10日㈫午前8時30分〜令和5年1月12日㈭午後4時ま
で必着のこと。

　但し、土曜・日曜・祝日は受け付けません。

○入学願書（写真貼付）
○調査書
○受験料10,000円 ※郵送の場合は郵便為替でも可。（返信用の封筒は不要です。）

○第1志望のみ選択。

令和5年1月23日㈪
合否通知は全受験者および中学校校長に文書で通知します。

⑴学業奨学生
○入 学 届（本 校 所 定 の 様 式 で

3月7日㈫午後1時までに本
校事務室へ提出）

※期日までに手続きがない場合
は、入学許可を取り消します。

⑵体育奨学生
○入 学 届（本 校 所 定 の 様 式 で

1月30日 ㈪ 午 後3時 ま で に
本校事務室へ提出）

※期日までに手続きがない場合
は、入学許可を取り消します。

○入学届（本校所定の様式で招
集日に提出）

○入学金　80,000円
○施設拡充費　40,000円
○納入方法
　入 学 金・施 設 拡 充 費 の 合 計

120,000円全額を1月30日㈪
までに学校指定の銀行口座へ
振り込み送金する。

○入学届（本校所定の様式で招
集日に提出）

○入学金　80,000円
○施設拡充費　40,000円
○納入方法
　　一括納入：入学金・施設拡充

費の合計120,000円全額を
2月27日 ㈪までに学校指定の
銀行口座へ振り込み送金する。

　　分 割 納 入：8 0 , 0 0 0 円 を
2 月 2 7 日 ㈪ 、4 0 , 0 0 0 円 を
3月7日㈫までに学校指定の
銀行口座へ振り込み送金する。

令和5年2月20日㈪
合否通知は全受験者および中学
校校長に文書で通知します。

⑴日時：令和5年1月18日㈬  午前8時20分集合。

⑵場所：本校・天草会場

⑶方法：①調査書　②学力検査（国語・数学・英語）　③個人面接

※英語の試験はリスニングを含む。

○第1、第2志望はどの科でも選択できます。
○第3志望を希望する場合は「どの科・どのコースでもよい」に○印、

希望しない場合は「第1・第2志望以外不可」に○印をすること。

⑴日時：令和5年2月15日㈬
　　　  午前8時20分集合。
⑵場所：本校
⑶方法：①調査書
 ②学力検査（国語・数学・英語）

※英語の試験はリスニングを含む。

⑴令和5年2月2日㈭午前8時30分〜令和
5年2月7日㈫午後4時まで必着のこと。

⑴令和5年3月中学校卒業見込み
の者。

⑵出身中学校校長より推薦を受
け、合格後必ず入学する者。

⑴中学校卒業または令和5年3月
中学校卒業見込みの者。

3.校納金（月額）

6.奨学生の特典　入学時、毎月の費用は下記の通りです。

授業料

施設拡充費 校納金（月額）合計入学金

免除免除

S奨学生
A奨学生
B奨学生
C奨学生

0円
7,500円
27,000円
46,500円

例：就学支援金9,900円の場合

0円
7,500円
22,050円
36,600円

運営費・教育充実費・実験実習費 その他 合計

33,000円 7,000円 6,500円 46,500円
※その他の内訳は、冷暖房費・施設費・生徒会費・育友会費・父母の会費です。

5.就学支援金

両親（保護者）の年収目安 支給月額
590万円未満

590万円 以上 910万円未満

910万円以上

33,000円
9,900円

0円

7.寄宿舎について

8.奨学金制度

寄宿舎は本校内にあり、1年生は20名程度を募集します。（ただし、定員になり次第締め切らせてもらいます）

・熊本県育英資金奨学金
・熊本市育英資金奨学金
その他、民間の奨学金があります。

9.その他

入寮費（入寮時のみ）

50,000円

※就学支援金を申請する前の金額です。
　奨学生は、通常の授業料よりそれぞれの就学支援金額を減額した後、授業料等の全額免除又は一部免除を行います。
※4に記載した端末使用料は含んでいません。
※S奨学生については、A奨学生の中から決定し、合格発表の際に報告いたします。
※奨学生は各学年10月と3月に奨学生としての適性について審査を行います。
　また、特別な理由（学業不振、素行不良、部活動退部等）がない限り3年間継続します。

食費（月額）

41,000円
管理費（月額）

3,000円
冷暖房費（月額）

3,000円
月額合計

47,000円

4.端末使用料（月額）
文科省が推奨するICTを活用した学習活動で使う端末使用料です。入学者全員、上記校納金とともに請求します。

端末使用料 2,750円

両親（保護者）の年収に応じて「就学支援金」が支給されます。
尚、就学支援金は、学校が代理受領し授業料負担額に充当します。（保護者様には該当金額を減額して請求します。）
申請には、マイナンバー（個人番号）が必要となります。
※家族構成や収入状況によって該当区分は変わります

・調査書は、各都道府県教育委員会の様式のコピーも可。
・入学手続きは、いずれも指定期日までに完了すること。
・専願・奨学生入試の追試験（コロナウイルス感染症等）は一般入試実施日（一般入試問題、個人面接）に行います。
・令和2年7月豪雨で被災し、半壊以上の罹災証明書の交付を受けた世帯の生徒は入試受験料を免除します。罹災証明書
 （写しでも可）を提出してください。長期避難世帯の認定がなされる場合も同様の取り扱いとします。
・選考日はスリッパ（上履き）を持参すること。
・時計は各会場に準備しているので必要ありません。
・一度受理した校納金等はいかなる理由があっても返却しません。
・天草会場：奨学生、専願生入試のみ
　　　　　JA本渡五和　天草市南新町9-22　TEL0969-23-2231


