嘉麻市立稲築東中学校

進路通信

Ｎｏ．14

Ｈ２９．１１．１７（金）
文責

坂本

今週、２時間にわたって進路学習を行いました。みなさん、
入試の種類や今後のスケジュールなど、大事な情報がきちんと
伝わったでしょうか？早いもので、あと２か月後には本格的に
入試がスタートします。入試に向けて、学力アップとともに
少しずつ心の準備もしていきましょう。
さて、今回の進路学習後に、みなさんから質問されたことや注意してほしいことな
どを、以下に記載しています。最終進路希望調査は２４日（金）朝 9 時提出締切
です。今回の進路学習の資料や進路通信も参考にしながら保護者の方と
しっかり話し合い、締め切り厳守で提出してください。

○

公立高校に合格後、どのような手続きがありますか。

各高校で入学説明会が開かれます。欠席の場合は合格が取り消される場合もあるの
で、必ず保護者同伴で出席してください。説明会の日程、持参するもの、必要な金額
など、詳しいことは、３月に入試の事前指導の際に配布するプリントを見て確認して
ください。参考までに、昨年度の日程を掲載します。
主な公立高校の入学者説明会の日程
※昨年度の日程です！
高校名
稲築志耕館
稲築志耕館
(合格者テスト)

嘉穂
嘉穂東
嘉穂総合

日時

その他

３月１６日（木）

受検票・体育館用上履き・筆記用具を必ず持参。物品

１３：００～１６：３０

購入費として約 3 万円必要。

３月１７日（金）

合格者本人のみ出席し、国・数・英のテストを受ける。

８：４５～１３：００

受検票・筆記用具持参。（中学校の制服を着て行く）

３月１７日（金）

筆記用具・上履き・下足入れを持参。

１３：００～

教科書等の購入のため約 5 万円必要。

３月１７日（金）
１３：３０～
３月１６日（木）
１３：００～

嘉穂総合

３月１６日（木）

大隈城山校

１２：３０～

筆記用具・上履き・下足入れを持参。物品販売がある
ので約１万５千円が必要。
筆記用具・上履き・下足入れを持参。
物品購入費として約２万円２千円が必要。
筆記用具・上履きを持参。制服採寸や体育館シューズ
等の申し込みがある。

○

推薦入試を受検する場合の詳しいスケジュールについて

今年度のスケジュールは以下のようになります（あくまで予定で、変更になる場合
もあります）。公立・私立問わず、推薦希望者は、
「最終進路希望調査」
「推薦希望理由
書」「推薦申込書」を締め切り厳守で提出してください。
進路学習でも説明したとおり、推薦入試を受ける場合は、「作文・
面接・スピーチ・実技」等の推薦入試に向けた取り組みと、一般入
試の勉強を両立しなければなりません。推薦入試を受けようと考え
ている人は、以下のスケジュールできちんと勉強も両立できるかど
うかもきちんと考えてください。

日時

行事等

内容

１１月２４日（金）

「最終進路希望調査」提出締切

朝 9 時まで

※推薦希望者は必ず「推薦」に〇をつける

「受験に関する資料（様式１）」提出締切
※全員提出する書類です。
「推薦入学希望理由書（様式Ｂ）」提出締切

１１月３０日（木）
１１月３０日（木）

私立受験手続「私立高校受験申込書（様式３）」

１２月７日～13 日

三者懇談会

１２月２１日（木）

説明会

１月

９日（火）

始業式

１月

１０日（水） 実力テスト

１月

１９日（金）

公立推薦志願理由書、受検願書清書締切

１月

２２日（月）

私立推薦・専願入試事前指導

１月

２３日（火）

１月

２５日（木）

２月

２日（金）

公立推薦入試事前指導

２月

５日（月）

２月

６日（火）

筑豊地区私立高校一般入試合格発表
公立高校推薦入試

２月

１３日（火）

２月 14 日～16 日

推薦入試手続「推薦申込書（様式Ａ）」提出
校内推薦者発表、保護者同伴説明会
課題提出（面接シート、志願理由書下書き、作文等）
受検申込書（様式２）、受検料提出締切（公立推薦者）
私立受験面接指導開始

福岡県私立推薦・専願入試
公立推薦面接・作文指導開始
福岡県私立高校推薦・専願入試合格発表

公立推薦選考結果通知
期末試験

３月

７日（水）

公立高校一般入試①

３月

８日（木）

公立高校一般入試②

３月

９日（金）

３月

１５日（木）

卒業式
公立高校合格発表

○

公立推薦入試の詳しい内容を教えてください。

12 学区の公立高校のＨ28 年度の推薦入試の主な内容です。
稲築志耕館高等学校

作文
６００字

４５分

面接
10 分程度

個人面接

その他

作文
面接
５分程度

個人面接

作文

「良い人間関係を築くために大切なこと」（３００字）
「良い人間関係を築くために高校入学後に心がけること」（３００字）
・中学校時代に打ち込んだこと、それによって学んだことは何か
・合唱コンクール（ダンスリーダー）で苦労したことは何か
・総合学科の特徴、知っていることは何か
・実技試験で何を頑張ったか、また何が苦労したか
・最近気になったニュースとその理由
・総合活性化部門は２分程度のスピーチがある。
・スポーツ・芸術部門は実技試験がある。

嘉穂総合高等学校
「高校でチャレンジし、努力したいこと」（６００字４５分）
・志望理由
・高校で頑張ること
・好きな教科とその理由
・毎日家でやっていること、続けていること
・部活動を通じて学んだこと、成長したこと

普通科

６００字

４５分

など

英語科

など

嘉穂東高等学校
「友人とよりよい人間関係を築くために必要なことは何か。自分の体
験もふまえて書きなさい。」
「一か月ホームステイする際、ホームステイ先のファミリーとどのよ
うな生活を送りたいか。また、日本の良いところを紹介するならばど
んなところか。」
・自分がしていたスポーツの魅力はどんなところか。スポーツを通じ
て、どんなことを学んだか
・部活動と学業の両立のためにどんなことをしていくか。

面接

普通科

・文化祭と体育祭とどちらに魅力を感じるか、理由もあわせて
・あなたの中学校のよいところはどんなところか

1５分程度

など

・志願理由、なぜ普通科ではなく英語科を志望したか

集団面接

・英語の勉強をしていてうれしかったこと

英語科

・英語のどのようなことが好きか
・中学校生活で一番頑張ったこと
・自己アピール

その他

・英語科は、３～４行の英文音読がある（英検３級レベル）

など

作文

理数科

６００字

４５分

普通科

理数科

面接
15 分程度

集団面接

○

普通科

嘉穂高等学校
「社会的ジレンマについて、コンビニやファミリーレストランなどは
２４時間営業、テレビやラジオも２４時間放送している。これらは私
たちにとって便利であるが、その一方で、エネルギー消費量も多くな
り、地球温暖化が進んでいる。このことについて思うことを、高校生
活と関連付けて書きなさい。」
日本では、幸せだと感じることの上位が「健康」
「お金」
「家族の人間
関係」であるが、ブータンの上位は「地域の人間関係」
「家族の平和」
などである。日本とブータンで幸せと感じる基準の違いから思うこと
を高校生活と関連付けて書きなさい。
・少人数でグループをつくるとき、どのような人をリーダーにするか
・最近、人々の努力によって二酸化炭素の排出量は減ってきているが、
その努力にはどのようなものがあるか
・最近気になったニュースとその理由
・課題研究にしたいこと
など
・将来の夢とそれをかなえるためにどのようなことを頑張るか
・今まで人に感謝されたこと、感謝したこと
・携帯電話の普及により学力低下やコミュニケーションの減少が問題
になっているがそれはなぜか。また、自分はどうしていきたいか
・自分の長所と、それがどんなときにいかされるか
など

私立高校を受験する場合の手続きはどうすればいいの？

まずは、「最終進路希望調査」に、受験したいと考えている私立
高校の高校名、学科・コース名、受験区分（推薦、専願、一般）等
を、保護者ときちんと相談したうえで記入し、提出してください。
それをもとに、中学校が各高校の願書を取り寄せて準備します。
飯塚・大和青藍受験者は第２希望のコースまで記入してください。
そして、１２月の三者懇談会終了後、図書室にて、私立願書の記入を行います。
（願
書は受験者本人が手書きします。大和青藍高校は受験料も中学校で預かりますが、
近畿、飯塚、福智など、その他の私立は金融機関からの振り込みとなります。振り込
み後、再び願書や納付用紙を中学校に提出してください。
１月に、中学校が出願手続きを行い、受験の事前指導の際にみなさんに受験票を渡
します。
※

福岡県外の高校は、入試の日程や手続きの方法が、まったく異なります。注意
してください。

○

私立高校は、１校しか受験できないの？

私立推薦・専願入試は、１校しか受験できません。また、合格すれば必ず入学する
ことが前提の入試です。合格した場合は、他の学校を受験することはできません。
私立高校一般入試の場合は、入試日が重なっていなければ、複数校受験することが
可能です。ただし、①受験するのに受験料がかかること、②合格後、期日までに「入
学予約金」を納入しなければ合格が取り消しになることに注意してください。
私立高校に入学することを決めた場合、さらに「入学申込金」を期日（ほとんどの
高校が、公立一般入試の合格発表日の数日後）までに納めなければなりません。

○

私立推薦・専願入試で、転科合格になった場合、入学辞退はできるの？

私立の推薦・専願入試は、合格すれば必ず入学することが前提の入試です。自分が
第１希望としている学科やコースでなくても、転科・転コース「合格」となれば、基
本的には入学手続きを行わなければなりません。ただし、高校によっていろいろと規
定が異なります。推薦・専願入試を視野に入れている人は、必ず早めに担任や進路の
先生に相談してください。また、自分でも高校のホームページや要項を確認したり、
オープンキャンパスに参加したりして、情報収集を行いましょう。
近畿大学付属福岡高校の専願入試についておもな注意事項
学科

普通科

看護科

〇

注意事項
①Ｓ特進コースを受験して特進や進学コースに転コース合格になる場合、また、
特進コースを受験して進学コースに転コース合格になる場合があります。
②合格の場合（転コース合格も含む）は必ず入学手続きをしてください。
③転コース合格の場合、一般入試を再受験することができます。ただし、一般入
試では学業奨学生の対象にはなりません。
④再受験する場合は、再度受験手続が必要です（願書、受験料１５０００円、専
願入試の受験票を持参する）。なお、他校との併願はできません。
①普通科に転科合格になる場合があります。
②転科合格の場合、一般入試を再受験できます。なお、普通科合格として予約手
続きをする場合、専願入試の予約手続き締切日までに、予約金として３万円を
納入してください。他校との併願は可能になります。

私立高校は学費はどのくらいですか？

高校や学科によって異なりますが、私立高校の授業料は毎月２～３万５千円と、公
立高校の毎月の授業料９９００円に比べると、高い印象があるかもしれません。しか
し、
「高等学校等就学支援金制度」という国の支援制度や、福岡県の授業料軽減補助金
の制度があり、これらの支援を受けられる場合は、授業料が軽減されます。
また、高校入学時には制服・体操服代・教科書代なども必要です。毎月の費用とし
て、生徒会費、冷暖房費、修学旅行費積立金、課外授業料、模擬テスト代、学科によ
っては「実習教材費」などが必要になる場合があります。さらに、交通費、昼食代、

部活動に入ればその費用なども必要になります。これらの費用も考慮しなくてはいけ
ません。
高等学校就学支援金制度の主な注意点
① 高校に申請をしなければ、授業料無償や補助制度を受けることができません。
※高校入学後、高校から配布される申請書と、課税証明書などの書類を提出してください。
②「所得制限付き」です。市町村民税所得割額が３０万４２００円未満の世帯の生徒が対象
となります。
③ 支援を受けた場合、就学支援金が支給されて、 公立高校は毎月の授業料が０円になり

ます。私立高校は、授業料が軽減されます。
（私立は、市町村民税の所得割額により、支
給額が５段階に区分されています。不明な点は、各高校までお問い合わせください。）

○

私立高校の「奨学生制度」とは？

高校の奨学生制度とは、入試の成績や、部活動の実績等が優秀な生徒に対して、高
校側が入学金を免除したり、学費の何割かまたは全額を免除したりする制度です。た
だし、入学後の成績・実績・生活態度によっては、奨学生の資格を失う場合もありま
す。高校によって奨学生制度が異なります。気になる人は、自分が受験したい高校の
ホームページや要項を見て確認しましょう。

生徒全員へ大切なお知らせ

高校入学後の就学支援金制度・奨学給付金等について
○就学支援金
高校入学後、申し込みをすれば公立高校は授業料を納める必要がなくなります。
私立高校では、授業料が軽減されます。詳しいことは、合格者説明会のときに、説明
があります。多くの家庭が支援の対象となるので、必ず、手続きを行ってください。
返還の必要はありません。

〇奨学給付金
家庭の経済状況が厳しい場合は、受けることができます。
条件によって、年間３万円から１３万円程度が一時金として
支給されます。詳しいことは、進学先の事務室でご相談ください。
返還の必要はありません。
○福岡県教育文化奨学財団奨学金
高校入学後に、在学募集（年 1 回、4 月上旬～募集開始）があります。公立は貸与
月学１万円～１万８千円、私立は貸与月学１万円～３万円です。高校卒業後、9 年間
で返還していきます。奨学金を希望される方は、進学した高校の奨学金窓口に申し出
てください。予約募集で内定した場合については、高校入学後に奨学金貸与月額選択
届を（入学支度金内定者は入学支度金誓約書も）高校に提出してください。

