
１. 募集定員 

普通科（共学） 総合ビジネス科（共学） 看護学科（5年制・共学） 計 

160名 80名 80名 320名 

 

２. 願書登録・出願・入試日程   ＜受付時間＞ 平日 9:00～16:00 （注）郵送の場合：期間最終日必着 

入試制度 WEB情報入力期間 出願期間 試験日 合格発表日 

学 力 奨 学 生 

専 願 生 

スポーツ専願生 

１２月１日（木）～ 

    １月１0日（火） 

１月１0日（火）～ 

    １月１2日（木） 

１月１8日（水） 

8時 30分集合 
１月２4日（火） 

一 般 生 
１２月１日（木）～ 

     ２月 2日（木） 

２月 2日（木）～ 

    ２月 6日（月） 

２月１4日（火） 

8時 30分集合 
２月１7日（金） 

  ※２次募集は実施しない。 

【追試】対象者 出願期間 試験日 合格発表日 

学 力 奨 学 生 

専 願 生 

スポーツ専願生 

中学校長からの書類提出 

2023年 2月 6日（月）必着 

※その他の出願書類は不要 

２月１4日（火） ２月１7日（金） 

※中学校長から連絡があった新型コロナウイルス感染症等による上記入試制度未受験者のみ、 

学力奨学生・専願生・スポーツ専願生の受験資格で受験可能（再出願不要） 

（注） 学力奨学生追試者の試験科目は、国語・数学・英語（リスニング含む）・個人面接となる。 

普通科芸術創造コース志望者は、実技試験も実施する。 

 

３. 出願手続 

(１) 入学願書 ※本校ホームページにWEB情報入力サイト（願書作成）を１２月１日より設置する。 

（注）「受験票」は切り離して試験当日に持参する。中学校は、本校受付に願書のみを提出する。 

(２) 調査書（公立高校提出用可） 

(３) 受験料 10,000円 

（注） 令和２年度７月豪雨災害のうち半壊以上の家庭においては、出願時に該当欄に☑ を入れ、 

り災証明書のコピーを提出することで免除となる。 

(４) 中学校名と氏名を記載した演奏楽譜や伴奏楽譜（芸術創造コース音楽専攻志望者のみ） 

 

４. 試験当日 

■持参物：受験票、上履き、昼食、マスク、筆記用具 

日  程 【学力奨学】 【専願】 【芸術創造】 【一般】 

8時 30分～9時 00分 集合・点呼 集合・点呼 集合・点呼 集合・点呼 

9時 00分～9時 50分 国語 国語 国語 国語 

10時 10分～11時 00分 英語 英語 英語 英語 

11時 20分～12時 10分 数学 数学 数学 数学 

12時 10分～13時 00分 連絡・昼食 連絡・昼食 連絡・昼食 連絡・昼食 

13時 10分～14時 00分 理科 
個人面接 

実技 

個人面接 
個人面接 

14時 20分～15時 10分 社会 

※面接試験受験者は、終了時間が各自で異なる。 

 

５. 合格発表 

(１) 本校において受験番号のみを掲示する（午前 9時）。 電話等による合否の問い合わせには一切応じない。 

(２) 各中学校宛に「合否一覧表」・「合否通知書」を時間帯指定郵便で郵送する。  



６. 入学手続き（入学金：60,000円 施設拡充資金：40,000円） ＜受付時間＞ 平日 9:00～16:00 

■免除と締切日 学力奨学生 専願生 スポーツ 
一般生 

入試制度 SS～B C SS～B C 専願 SS～A 

入学金 免除 免除 免除 免除 ２/3 免除 ２/２4 

施設拡充資金 免除 ３/8 免除 ２/3 ２/3 免除 ３/8 

入学届 ３/8 ３/8 ２/3 ２/3 ２/3 ２/3 ３/8 

（注）「入学金」「施設拡充資金」の入金は、午後 3時締切。理由を問わず返金しない。 

      「入学届」は午後 4時締切。 

◎入学者招集日：２０２3年 3月 17日（金） 

 

■特典段階の入学時納入金免除額（202３年度予定額） 

内 訳 SS A B C  

入 学 時 免 除 額 100,000円 100,000円 100,000円 60,000円  

内訳：入学金 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円  

施設拡充資金 40,000円 40,000円 40,000円 ―  

 

７. 毎月の校納金（２０２３年度予定額） 

※授業料は、世帯所得に応じた就学支援金（国からの支援）により下表のとおり軽減される。 

 就学支援金の支給基準（世帯の年収目安） 

学  科 普通科 ・ 総合ビジネス科 看護学科 

年  収 約５９０万円未満 約９１０万円未満 約９１０万円以上 約５９０万円未満 約９１０万円未満 約９１０万円以上 

合  計 22，2００円 ４5，3００円 ５5，2００円 ２３，２００円 ４６，３００円 ５６，２００円 

授業料 ３３，５００円 ３３，５００円 ３３，５００円 ３３，５００円 ３３，５００円 ３３，５００円 

△就学支援金 △３３，０００円 △９，９００円 △０円 △３３，０００円 △９，９００円 △０円 

教育充実費 9，5００円 9，5００円 9，5００円 ９，０００円 ９，０００円 ９，０００円 

実習費※1 ２，５００円 ２，５００円 ２，５００円 ４，０００円 ４，０００円 ４，０００円 

図書費 １００円 １００円 １００円 １００円 １００円 １００円 

生徒会費 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 ６００円 

後援会費 １，０００円 １，０００円 １，０００円 １，０００円 １，０００円 １，０００円 

旅行積立金※２ ８，０００円 ８，０００円 ８，０００円 ８，０００円 ８，０００円 ８，０００円 

※１ 看護学科２年・３年次５，０００円   

※２ 旅行積立金（修学旅行費用）は、１年次のみ。（２・３年次は、卒業積立金 2,000円程度となる。） 

※ 看護学科看護専攻科 月額７4，5００円 別途就学支援金制度がある。 

※ 兄姉免除は、教育充実費と後援会費を免除する。 

 

■特典段階の毎月の校納金（202３年度予定額）  ※就学支援金の支給額に関わらず、以下の額になる。 

学 科 普通科 ・ 総合ビジネス科 看護学科 

特 典 SS A SS A 

支払額 12,200円 21,700円 13,700円 22,700円 

※ SS段階は、授業料と教育充実費を免除する。入寮を希望する場合は別途免除する。 

※ A段階は、授業料を免除する。 

※ 授業料は、就学支援金を差し引いた全額を奨学費として支給し、授業料と相殺された納付額はない。 

  



８. 入試制度 

■学力奨学生（併願） 

出願 資格 
① 中学校卒業見込みまたは卒業した者 

② 人物・学業成績ともに優れている者 

試験 内容 🔶国語・数学・英語（リスニング含む）・理科・社会 ※1教科 50分・100点 

特 典 SS・A・B・C の特典を与える。 

備 考 
第 2志望ができる。但し、普通科芸術創造コースを選択することはできない。 

他校と併願できる。 

※特典については、各年度末に奨学生としての適性について審査を行う。 

なお専攻科については別途規定により新たに募集する。 

 

 

■専願生 

出願 資格 
① 中学校卒業見込みまたは卒業した者 

② 第 1志望・第 2志望のいずれも合格すれば必ず本校に入学する者 

試験 内容 🔶国語・数学・英語（リスニング含む） ※1教科 50分・100点  🔶個人面接 

特 典 特に入試の成績が優秀な者には、SS・A・B・Cの特典を与え、専願特待生とする。 

備 考 第 2志望ができる。但し、普通科芸術創造コースを選択することはできない。 

※特典については、各年度末に特待生としての適性について審査を行う。 

なお専攻科については別途規定により新たに募集する。 

 

 

■スポーツ専願生 

出願 資格 

① 中学校卒業見込みまたは卒業した者 

② 人物、学業成績、スポーツ技能ともに優れていると認められる者 

③ 第 1志望・第 2志望のいずれも合格すれば必ず本校に入学する者 

試験 内容 🔶国語・数学・英語（リスニング含む） ※1教科 50分・100点  🔶個人面接 

特 典 
入試の成績と中学時代の競技成績が優秀な者（県大会上位を原則とする）には、 

SS・Aの特典を与える。 

備 考 第 2志望ができる。但し、普通科芸術創造コースを選択することはできない。 

※特典については、各年度末に特待生としての適性について審査を行う。 

 

 

■一般生（併願） 

出願 資格 
① 中学校卒業見込みまたは卒業した者 

② 他校と併願できる 

試験 内容 🔶国語・数学・英語（リスニング含む） ※1教科 50分・100点  🔶個人面接 

特 典 なし 

備 考 
第 2志望ができる。但し、普通科芸術創造コースを選択することはできない。 

他校と併願できる。 

※本校学力奨学生入試で、第 2志望の学科に合格した者は、第 1志望の学科を再受験することができる。 

 

（注） 普通科芸術創造コース志望者は、いずれの入試制度を受験しても試験内容は下記とする。 

🔶国語・数学・英語（リスニング含む） ※1教科 50分・100点  🔶個人面接  🔶芸術科目実技  



９. 普通科芸術創造コースの芸術科目実技内容及び注意事項 

音楽専攻 

実技試験内容 

自由曲を 1 曲、楽器演奏（ピアノ、その他の楽器）、または歌唱する。楽譜は見て

もよい。 

※音楽の教科書より選曲もできる。音楽関係の部活動経験がある者は、部活動

で学習した曲の中からの選曲もできる。 

楽器演奏は無伴奏で行う。歌唱の伴奏は本校で用意する。 

受験者が準備するもの 
ピアノ以外の楽器（大型楽器については、本校で準備できるものもあるため、問

い合わせること） 

注意事項 

楽器演奏の場合は楽譜のコピー、歌唱の場合は伴奏楽譜のコピー、また楽譜と

封筒に「受験番号・受験者氏名・中学校名」を記入し、入学願書とともに提出す

る。 

 

美術専攻 

実技試験内容 
鉛筆による静物デッサン…机上に配置された２～３個の静物をデッサンする。 

製作時間…２時間 ※準備、片付けを含む。 

受験者が準備するもの 鉛筆（HB・B・2B）、消しゴム 

注意事項 画用紙・画版は本校で準備する。 

 

書道専攻 

実技試験内容 

臨書（楷書…半紙に 1題・行書…半紙に 1題） 

及び、創作（書体自由…半紙に 1題）する。 

製作時間…１時間３０分 ※準備、片付けを含む。 

受験者が準備するもの 書道道具一式（大筆・小筆・墨液・硯・下敷・文鎮） 

注意事項 半紙は本校で準備する。 

 

１０. 寮費（2022年度実績） 

入寮費（入寮時のみ） 寮費（月額） 食費（月額） 

30,000円 １１,５00円（光熱費含む） ※1 30,500円 

※1 学校休日（土、日、祝日など）の昼食を除く（希望者は別途個食を計算する） 

※  夏休みの光熱費と食費は別途計算する。 

※  SS段階の者が入寮を希望する場合は、入寮費（30,000円）と寮費（光熱費を除く６，０００円）を免除する。 

 

１１. 奨学金制度 

(１) 熊本県育英資金（修学貸与） 

≪月額 10,000～30,000円（自宅）≫・≪月額 15,000～35,000円（自宅外）≫から選択できる。 

(２) 熊本市育英奨学生 ≪加算額 10,000円・月額 30,000円≫ 

(３) 熊本県授業料減免等 要申請 

(４) 熊本県奨学のための給付金 要申請 

 

■本校独自の奨学金制度 

(１) 加寿美会（同窓会）給費制度（１、２年生対象６名・年額５０，０００円 返還義務なし） 

(２) 後援会給費制度（３年生対象３名・年額８０，０００円 返還義務なし） 

(３) 熊本中央高等学校特別奨学金（全学年対象６名・年額５０，０００円 返還義務なし） 

(４) 竹下理事長奨学金（全学年対象１０名・年額５０，０００円 返還義務なし） 


