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　　　　　　　理系進学コース　　　　　４０名　　　　文系進学コース　　　　　４０名　　　　　　　　

〔専願受験生優遇措置制度〕  

　 全コース受験生に対して入試３教科試験結果に加点を行います。

　 調査書の内容等を総合的に判断します。

番号  第１志望     →   第２志望  →   第３志望 番号

1  特別進学理系 →   理系進学  →   総合進学 3

2  特別進学文系 →   文系進学  →   総合進学 4

5

　２月１０日（木） 全コース共通問題使用　(各教科１００点満点　合計３００点満点）

   9:00　　　　　　入室  　○試験当日は、受験票・筆記用具を持参して下さい。

   9:10～10:00     国語 　○受験票の裏面の受験心得をよく読んでおいて下さい。

  10:25～11:15     英語 　○併願者のうちで必要と認める者に対しては、面接を行う場合が

  11:40～12:30     数学 　　あります。

  13:30～          面接（専願者のみ) 　※面接がある生徒は昼食をご持参下さい。 

募集人員

受験資格

出願期間 　受付時間：令和４年３月２２日(火)・２３日(水）午前9時～午後4時

　３月２４日(木)

   9:00　　　　　　入室

   9:10～10:00     小論文 

  10:20～          面接（全受験者）

合格発表

※２次入試の出願書類受験料・志望コース番号の選択・出願手続・第２第３志望合格については１次入試に準じます。

※２次入試の合否判定につきましては調査書の内容を重視します。

志望
コース
番号の
選択

 第１志望   →  第２志望 

入学試験
教科
期日等

合格発表
　２月１４日(月)中学校長先生宛に合否通知を郵送いたします。(県内は2/14午前到着予定）

第２第３
志望合格
について

　○合否・得点に関するお問い合わせはご遠慮下さい。

　　そのコースの合格者として認定します。（志望コース番号5を除く)

　○いったん納入された受験料は学則によりいかなる事由がありましてもお返しできません。

　④受験料　　20,000円（あらかじめ銀行振込して下さい。)　

　○第１志望コースの合格点に達しなかった場合、第２または第３志望コースの合格点に達していれば、

募集人員

　普通科　　　特別進学理系コース　　　３０名　　　　特別進学文系コース　　　３０名

　　　　　　　総合進学コース　　　　２２０名

受験資格

〔資格〕

　① 令和４年 ３月中学校卒業見込の者。

　③出身中学校長が専願であることを確認した者。

出願期間

専願制度

　郵送での受付のみ（中学校からの一括郵送）

　○ATM、インターネットでの振込はしないで下さい。

 文系進学   →  総合進学

　③調査書　　本校所定の書式を使用し、出身中学校長が作成したもの。

  ②本校を専願し、合格の際は本校に入学することを確約する者。

　①入学願書　本校所定の用紙を使用し、下記の志望コース番号と必要事項を記入して下さい。

 総合進学

 理系進学   →  総合進学

出願書類
受験料

　(併願) 中学校卒業又は令和４年３月中学校卒業見込の男子・女子

　○銀行振込依頼書には中学校コード番号を必ず記入して下さい。　　　　　　　

　令和４年度　１次入試

　令和４年１月２１日(金)～１月２８日(金)必着 

　②写真　　　入学願書に貼付。( 近３か月以内に撮影した上半身正面脱帽の横3cm・縦4cmのもの）　

　(専願) 令和４年３月中学校卒業見込の男子・女子

　令和４年度　２次入試

　普通科　　　　　各コース　　若干名

入学試験期
日等

　○試験当日は、受験票・筆記用具を持参して下さい。

　３月２４日(木)　午後１時３０分　本校会議室　　 ○合否・得点に関するお問い合わせはご遠慮下さい。

　(専願)令和４年 ３月中学校卒業見込の男子・女子　

　○受験票の裏面の受験心得をよく読んでおいて下さい。



　○合格者は、入学申込金・施設設備資金その他の費用を指定の期日までに

　　納入して下さい。期日までに納入されない時は、入学の意志が無きもの

　　として合格は無効となります。

　○いったん納入された入学申込金及び施設設備資金その他の費用は学則により

　　いかなる事由がありましてもお返しできません。

【１次入試専願合格者】

 ①～⑥入学申込金・施設設備資金その他の費用(474,000円)の納入  ①～⑥入学申込金・施設設備資金その他の費用(474,000円)の納入

〔納入期間〕２月１４日(月)～２月２１日(月)

〔納入方法〕専用の銀行振込依頼書を利用して、 〔納入方法〕専用の銀行振込依頼書を利用して、

　　　　　　 寄の銀行からみなと銀行 　　　　　　 寄の銀行からみなと銀行

　　　　　　板宿支店本校口座へお振込み下さい。 　　　　　　板宿支店本校口座へお振込み下さい。

入学手続 入学手続

○入学手続につきましては詳細を合否通知に同封いたします。 ○入学手続につきましては詳細を合否通知に同封いたします。

　ご確認の上保護者同伴で出席して下さい。 　ご確認の上保護者同伴で出席して下さい。

【２次入試合格者】

 ①～⑥入学申込金・施設設備資金その他の費用(474,000円)の納入

〔納入日〕３月２６日（土)　〔納入場所〕本校事務室

入学手続

○入学手続につきましては詳細を合否通知に同封いたします。

　ご確認の上保護者同伴で出席して下さい。

　制服等費用(税込）

 冬制定品  冬制定品

 ブレザー・ズボン・長袖カッターシャツ（白）  ブレザー・冬スカート・長袖ブラウス（白）・リボン

 ネクタイ・制カバン・制靴・学年バッジ 56,800円  ハイソックス・制カバン・制靴・学年バッジ 57,150円

 夏制定品  夏制定品

 半袖ボタンダウンシャツ(白）・夏ズボン 15,200円  半袖ボタンダウンシャツ（白）・夏スカート 17,600円

計72,000円 計74,750円

 自由購入品  自由購入品

 長袖カッターシャツ（白・青） 各 4,100円  長袖ブラウス（白・青・ピンク） 各 4,000円

 半袖ボタンダウンシャツ（白・青） 各 4,200円  冬スカート（紺・ワインレッド） 各14,000円

 ベスト（ネイビー） 6,700円  青リボン 2,000円

 セーター（アイボリー・グレー・ネイビー） 各 7,300円  制靴（茶） 6,500円

 サマーカーディガン 7,800円  夏スカート（青） 13,500円

 半袖ボタンダウンシャツ（白・青・ピンク） 各 4,100円

 ベスト（アイボリー） 6,700円

 セーター（アイボリー・グレー・ネイビー） 各 7,300円

 サマーカーディガン 7,800円

 体操服等一式  体操服等一式

 トレーニングウェア上下・半袖シャツ・ハーフパンツ  トレーニングウェア上下・半袖シャツ・ハーフパンツ

 体育館シューズ 計16,990円  体育館シューズ 計16,990円

 ※上記表中の冬・夏制定品・自由購入品（セーター以外）の購入については合否通知に同封の詳細をご確認下さい。

 ※セーター（自由購入品）の購入は後日となります。

３月２６日（土）

男子生徒 女子生徒

２月２６日（土） ３月２６日（土）

合計 474,000円

③　生徒諸費

②　施設設備資金

⑤　育友会入会金 

※35,000円

⑥　同窓会入会金 3,000円 　※学習支援システム・学習支援アプリ利用料を含みます。

【１次入試併願合格者】公立校合格発表まで延納を認めます。

〔納入期日〕３月１６日(水)～３月２４日（木）

3,000円

230,000円

　入学手続について

①　入学申込金 200,000円

④　生徒会入会金 3,000円



　入学後の授業料等納付金等・修学旅行費

国内　北海道コース

総額 138,000円　月額 9,200円

海外　ハワイコース

総額 228,000円　月額15,200円

　各学年で必要となる費用

　生徒諸費35,000円 ※学年により費用が変わります。

　別途教材費・模擬試験・資格検定試験受験費用等が必要になります。

　その他経費

　3月30日（水）本校にて販売予定　※費用は所属コースにより、かわります。

　剣道・柔道の授業の選択により、かわります。

　４月中旬本校にて販売予定

 ※入学手続・その他経費等につきましては、合格通知書類にて詳細をご確認下さい。

　育英高等学校奨学金制度・学費免除制度

(対象)専願併願受験生　全コース

　中学在籍時の学業成績が優秀かつ出席状況が良好で、本校が「育英高等学校特別奨学生I」に認定した生徒に対し

　入学申込金・施設設備資金(430,000円)を免除します。

(対象)専願併願受験生　特別進学理系・特別進学文系・理系進学・文系進学コース

　入試成績が合格者全体の上位５パーセント以内にある場合

　入学申込金・施設設備資金(430,000円)を免除します。 　 

(対象)専願受験生　総合進学コース

　出身中学校長から「特別選考推薦書」を提出された生徒のうち、硬式野球については５名

　バスケットボール・ハンドボール・剣道・柔道・卓球の各部については若干名の奨学生制度(学納金免除）を設けています。

　対象は、それぞれの種目における専門的技量に優れ、学業及び生活面で支障なく学校生活を継続できる生徒とします。

(対象)全学年・全コース

　人物・学業ともに優秀な生徒に対し、学費を免除します。

　第２・３学年生徒は前年度の実績で決定され、１学期より学費免除が開始されます。

　第１学年生徒は1学期の実績で決定され、２学期より学費免除が開始されます。

兵庫県授業料軽減制度・公的奨学金制度について

　　授業料補助・軽減事業

　授業料を補助する制度として､国や都道府県から交付される「高等学校等就学支援金」「授業料軽減補助金」

　「奨学給付金」があります。詳細につきましては､文部科学省・各都道府県のホームページをご確認下さい。

　主な奨学金制度は次の通りですが、この他にも各種制度があります。

　1. 兵庫県私学振興協会私立高等学校入学資金貸付 　4. 日本学生支援機構（３年次大学予約のみ　貸与・給付）

　2. 兵庫県高等学校教育振興会奨学資金 　5. 交通遺児育英会奨学金（貸与）

　3. 各市奨学金 　6. その他（あしなが育英会奨学金・ひまわり奨学金など）

合計

部活動後援会費

34,000円

修学旅行費

１年次１０月より振替予定

（月額）  44,000円
(ICT教育機器を含む)

令和３年度　第１学年生実績

施設設備費

1,000円

1,100円

7,200円

700円

　教科書 約30,000円

育英高等学校特別奨学生I

育英高等学校特別奨学生Ⅱ

育英高等学校部活動特別奨学生

育英高等学校学費免除制度

奨学金制度

　授業料等納付金

授業料

　竹刀  約2,000円

　柔道着  約5,000円

育友会費

生徒会費



部活動について

部活動の分類について

部活動・委員会活動・同好会活動はＡ～Ｃに分類され、コースにより入部所属制限があります。

Ａ　総合進学コース生徒のみ所属可能

　　総合進学コース生徒は６限終了後参加

Ｂ　総合進学・理系進学・文系進学各コース生徒所属可能

　　総合進学コース生徒は６限終了後参加　　　理系進学・文系進学コース生徒は７限終了後参加

Ｃ　全コース生徒所属可能

　　総合進学コース生徒は６限終了後参加　　　理系進学・文系進学コース生徒は７限終了後参加

　　特別進学理系・特別進学文系コース生徒は８・９限講習終了後参加

 運動部 文化部・委員会・同好会

 硬式野球部 ※ 男 Ａ  吹奏楽部 男女 Ｂ

男 Ａ  囲碁将棋部 男女 Ｃ

男 Ａ  写真部 男女 Ｃ

男 Ａ  科学部 男女 Ｃ

男 Ａ  美術部 男女 Ｃ

男女 Ａ  書道部 男女 Ｃ

男 Ｂ  生徒会 男女 Ｃ

男 Ｂ  新聞委員会 男女 Ｃ

男女 Ｂ  放送委員会 男女 Ｃ

男女 Ｂ  女子バスケットボール同好会 女 Ｂ

男 Ｂ  女子卓球同好会 女 Ｃ

男女 Ｂ

男女 Ｂ

男女 Ｃ ※印の部活動は第２グラウンドで活動を行います。

　所属コース 　入部可能な部活動・同好会

　特別進学理系コース 　バレーボール部・囲碁将棋部・写真部・科学部・美術部・書道部・全委員会

　特別進学文系コース 　女子卓球同好会

　理系進学コース 　ハンドボール部・サッカー部・陸上競技部・テニス部・軟式野球部

　文系進学コース 　バドミントン部・ダンス部・バレーボール部・全文化部・全委員会・全同好会

　総合進学コース 　全部活動・全委員会・全同好会

○部活動につきまして、入部希望者多数の場合は選考を行うことがあります。

　チャレンジテスト

　○理系進学コース・文系進学コース・総合進学コース新入生のうち、希望者は

　　チャレンジテストを受験することができます。

　　その結果により、特進理系コース・特進文系コース・理系進学コース・文系進学コースへの

　　編入が認められる場合があります。

　○２次入試合格者は希望コースに関わらず、全員受験して下さい。

　チャレンジテスト受験希望者は入学手続（専願合格者は2/26・併願合格者は3/26）で

　「志望コース調査票」（合格通知に同封）を提出して下さい。

期日 　３月２９日(火)詳細については合格通知に同封しています。

発表 　３月３０日(水)新入生登校日に事務室前に掲示します。

入学手続終了後の日程

令和４年 ３月２９日(火）　チャレンジテスト ３月３０日(水）　新入生登校日・教科書販売

４月　８日(金）　入学式（午後）

その他

○第１学年での｢柔道」または｢剣道」の履修に関して特に事情のある場合は中学校の先生を通してご相談下さい。

○受験当日インフルエンザ等体調不良の場合は別室受験にて対応します。

〇追試験を実施する場合はホームページにてご案内いたします。

 バスケットボール部

内容

手続

 バレーボール部

 陸上競技部 ※

 卓球部 ※

 剣道部

 ダンス部

 ハンドボール部

 サッカー部

 ゴルフ部

 柔道部

 バドミントン部

 テニス部 ※

 軟式野球部


