令和４年度 島田樟誠高等学校生徒募集要項
「 輝 樟誠

Next Stage

主役は君だ！ 」

本校が目指すこと
① 「知識・技能を身につける」…学力の定着と発展、自ら考え判断する力の育成
② 「新しい自分を発見する」…様々なことへの挑戦、個性の伸長、進路目標の明確化
③ 「人間性を高める」…高い倫理観と道徳性の醸成、基本的生活習慣の徹底
１

募集定員（学則定員）とコースの概要
全日制課程普通科…計 280 人
○特別進学コース
・国公立大学現役合格を目指します。
・目標達成に向け毎日ハイレベルな７時間授業と放課後学習を行います。
・土曜授業を月４回程度実施します。
・充実した特待生制度があります。
（特待生制度については、
「９ 特待生制度」参照）
○進学探究コース
・四年制大学、短期大学、専門学校等上級学校への進学を目指し、１年生から進学先の研究を進めます。
・授業内容は、一般選抜（一般入試より改称）
、学校推薦型選抜（推薦入試より改称）
、総合型選抜（AO 入
試より改称）に対応しています。
・毎日６時間授業で部活動との両立が可能です。
・土曜授業を月２回程度実施します。
○キャリア探究コース
・一人一人のキャリア（将来の生き方）を探究して、進路目標（進学又は就職に対応）を見つけ、その実現
を目指します。
・国語、数学、英語を中心にキャリアの土台となる基礎学力を身に付けます。
・授業、部活動を通じて社会人の基礎となる生活力の向上を目指します。
・毎日６時間授業で部活動との両立が可能です。
・土曜授業を月２回程度実施します。
（注） コースは、出願の際、第１希望と第２希望を選択します。第１希望を最優先しますが、クラス編成上の
都合等により、第２希望又はその他のコースになる場合があります。
２ 出願資格
（１） 令和４年３月に中学校を卒業する見込みの者
（２） 中学校を卒業した者
（３） 学校教育法施行規則第 95 条により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
３ 出願手続
（１） 出願方法と出願期間
ア 出願は、本校ホームページ Web 出願フォームから入力してください。
（別紙「Web 出願について」参照）
イ 入学検定料納入方法等
（ア） 入学検定料 15,000 円は、本校ホームページ Web 出願フォームから手続の上、納入してください。
（ク
レジットカード、コンビニ支払、ペイジーから選択）
（イ） 納入された入学検定料は返還しません。
ウ 出願情報事前入力期間（中学校の先生方が受検生の入力を確認できる期間です。
）
令和４年１月６日（木）９時から１月 11 日（火）
エ Web 出願（入学検定料の納入期間）
令和４年１月 12 日（水）９時から１月 20 日（木）15 時まで
（２） 必要書類（中学校が作成し提出するもの）
ア 調査書（静岡県私学協会又は静岡県教育委員会所定の様式）
イ 志願者一覧表（Web 上からプリントアウトしたもの）
ウ 特待生申請書（本校所定の様式）…該当者
エ 同窓会奨学生申請書（本校同窓会所定の様式）…該当者
オ 追検査願（本校所定の様式）…該当者

カ 追加検査願（様式不問）…該当者
キ 受検上の配慮事項申請書(静岡県教育委員会所定の様式参照）…該当者
（３） 必要書類の提出及び期間
ア 受検者のいる中学校が必ず提出する書類（調査書、志願者一覧表）
令和４年１月 25 日（火）９時から１月 26 日（水）15 時までに提出してください。
※ 調査書と引き換えに受検票をお渡しします。
※ 遠方の中学校は郵送でも可とします。
（事前に本校に連絡）
イ 該当者が中学校を経由して提出する書類
（ア）特待生申請書
令和４年１月 25 日（火）９時から１月 26 日（水）15 時までに提出してください。
（イ）同窓会奨学生申請書
令和４年１月 25 日（火）９時から１月 26 日（水）15 時までに提出してください。
（ウ）追検査願
令和４年１月 26 日（水）15 時までに、病気その他やむを得ない理由により、当日の検査を受検で
きないことが明らかな者は、事前に本校に連絡するとともに、中学校を通して「追検査願」を令和４
年１月 25 日（火）９時から１月 26 日（水）15 時までに提出してください。
上記期間を経過した後に、病気その他やむを得ない理由により受検できない者は、事前に本校に速
やかに連絡するとともに、中学校を通して「追検査願」を面接検査日の 15 時までに提出してくださ
い。
（エ）追加検査願（新型コロナウィルス感染症に係る者）
令和４年１月 21 日（金）以降、新型コロナウィルスに感染した者及び濃厚接触者は、中学校を通
して本校に連絡するとともに、中学校長名による「追加検査願」
（様式不問）を令和４年２月９日（水）
までに提出してください。
① Web 出願

②入学検定料納入

③調査書提出の３つが揃い出願が完了します。

４ 検査日
（１） 学力検査 令和４年２月１日（火）
５教科（第１時国語、第２時数学、第３時英語、第４時社会、第５時理科）各 50 分 ※受付 8：00～
（２） 面接
令和４年２月２日（水） ※受付 前日の学力検査後に受検生に連絡します。
（３） 追検査
令和４年２月７日（月）を予定しますが事情により変更する場合もあります。
（４） 追加検査（新型コロナウィルス感染症に係る者）令和４年２月 17 日（木）を予定します。
５ 選抜資料
（１） 調査書
（２） 学力検査
（３） 面接
６ 合格発表
（１） 発表日
令和４年２月 10 日（木）正午以降
（２） 方法
ア 合格通知書交付（中学校長宛に送付）
イ 本校掲示板に掲示
ウ 本校ホームページ Web 出願フォーム
※ 本校ホームページでの合格発表は補助的なものです。必ず合格通知書又は本校掲示板で確認してくだ
さい。
なお、
新型コロナウィルス感染症等の状況によっては掲示板での合格発表を行わないこともあります。
その場合には、本校ホームページで連絡します。
（３） 注意事項
単願者の合格は、募集定員（学則定員）以内とします。
７ 入学手続
（１） 入学金納入期間
ア 単願者は、令和４年２月 10 日（木）正午から２月 14 日（月）正午まで
イ 併願者は、令和４年３月 15 日（火）正午から３月 16 日（水）正午まで
（２） 入学金納入方法等
ア 入学金 100,000 円は、本校ホームページ Web 出願フォームから納入してください。
イ 納入された入学金は返還しません｡

ウ 入学金が納入されない場合は、入学の意志がないものとみなします。
（３） 入学関係書類の配布及び制服の注文
ア 単願者は、令和４年２月 19 日（土）
イ 併願者は、入学金納入後の令和４年３月 15 日（火）又は３月 16 日（水）
８ 再募集
（１） 再募集には、Ａ日程（２月中旬）とＢ日程（３月中旬）があります。
（２） 本校は、募集定員（学則定員）に満たない場合に実施することがあります。そのときは別途発表します。
なお、Ａ日程での再募集は実施しません。
（３） 合格者で他の高等学校の再募集に出願する者は、事前に中学校長を経て「入学辞退届」を提出してください。
公立高等学校進学予定者等で本校への入学の意志がない者は、
公立高等学校入学者選抜合格者発表当日に中
学校長を経て「入学辞退届」を提出してください。
９ 特待生制度
中学校長の推薦が得られる単願の受検者で、次の（１）
、
（２）
、
（３）のいずれかに該当する場合は、申請後
の審査により、ＡＡ～Ｃのいずれかの特典が与えられます。
（１） 特別学業特待生
ア 該当コース
特別進学コース
イ 資格
人物及び学業に優れるとともに、卒業後、国公立大学への進学を希望する者
（２） 学業特待生
ア 該当コース
全コース（特別学業特待生に該当しない者を対象とします｡）
イ 資格
人物及び学業に優れるとともに、学習意欲にあふれている者
（３） スポーツ特待生
ア 該当部活動
野球（男） 卓球（男・女） 柔道（男・女） バレーボール（男） サッカー（男）
イ 資格
人物、学業・体育的活動に優れるとともに、学習意欲にあふれ、入学後もリーダーとしてその成果がさ
らに期待できる者
（４） 特典の種類と内容
特典

納付金
入学金

支給金

施設設備費（入学時）

奨学金（月額）

ＡＡ

0円

0円

34,500 円

Ａ

0円

60,000 円

24,600 円

Ｂ

100,000 円

60,000 円

17,600 円

Ｃ
0円
60,000 円
0円
ア 網掛け部分が特典内容です。
イ 特待生の毎月の納付金は、在籍コースの毎月の納付金から「奨学金、就学支援金及び授業料の減免額
の合計」を差し引いた金額です。余剰金が出た場合は、給付します。
特待生の毎月の納付金 ＝ 在籍コースの毎月の納付金 －（奨学金＋就学支援金＋授業料の減免額）
ウ 野球部については、奨学金相当額を在籍コースの毎月の納付金から免除します。
10

同窓会奨学生制度
中学校長の推薦が得られる単願の受検者で、本校同窓会の審査で認められた次のいずれかに該当する者は、奨
学金が与えられます。
（１） 学業成績、運動能力又はその他の技能のいずれかが優れ、将来が嘱望されると認められる者
（２） 就学上経済的援助が必要と認められる者
11 樟誠寮・くすの木寮
樟誠寮への入寮は、原則として遠隔地からの男子のスポーツ特待生を対象とします。
くすの木寮への入寮は、原則として遠隔地からの女子のスポーツ特待生を対象とします。
12 納付金等
（１） 入学手続時

入学金
100,000 円
（２） オリエンテーションまで及び５月以降に納める納付金（毎月の授業料を含む。
）
特別進学コース
進学探究コース
キャリア探究コース
（令和３年度の額）
オリエンテ 施設設備費
60,000 円
60,000 円
60,000 円
ーションま 入会金（生徒会、PTA、体育・文化後援会）
2,000 円
2,000 円
2,000 円
での納付金 ４月分納付金
87,200 円
79,200 円
77,400 円
合計
149,200 円
141,200 円
139,400 円
５月以降の納付金（月額）
51,600 円
47,600 円
47,600 円
（３） その他の経費
制服、体育衣料、教科書、副教材等を２月中旬の物品販売日及び３月のオリエンテーション当日に購入し
ていただきますが、コース及び男女の別により金額が異なります。
（約 115,000 円～170,000 円）
13
就学支援金及び授業料減免
（１） 保護者等の世帯年収目安が 910 万円未満程度であれば、就学支援金が支給されます。
（２） 保護者等の世帯年収目安が 350 万円未満程度の場合、又は年収目安 590 万～750 万円未満程度の場合は、
県の授業料減免が併せて受けられます。
（３） 就学支援金及び授業料減免は、保護者等の「課税所得」を基準として判定し、月額 9,900 円、16,500 円、
33,000 円又は 34,500 円のいずれかが支給されます。
（４） 就学支援金及び授業料減免は、学校を経由して静岡県に申請し、県が保護者等のマイナンバーを基に、
「課
税所得」の算定や就学支援金支給の判定を行います。県から学校へ判定結果が通知され次第、各家庭にお知
らせします。
（５）就学支援金及び授業料減免の目安（令和３年度の額）
保護者等の世帯年収の目安
授業料
就学支援金 授業料減免額
授業料納入額
34,500円
33,000円
1,500円
0円
年収350万円未満程度
年収350万～590万円未満程度
34,500円
33,000円
0円
1,500円
年収590万～700万円未満程度
34,500円
9,900円
23,100円
1,500円
年収700万～750万円未満程度
34,500円
9,900円
6,600円
18,000円
年収750万～910万円未満程度
34,500円
9,900円
0円
24,600円
年収910万円以上
34,500円
0円
0円
34,500円
※ 世帯年収は、両親、高校生、中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の目安であり各家庭の家
族構成等により異なります。
※ 就学支援金及び授業料減免は、静岡県から判定結果が通知された後に清算します。
14 静岡県私立高等学校等奨学給付金
当該年度の県民税所得割額と市町村民税所得割額が非課税の世帯で、７月１日に在学している場合に支給さ
れます。
（返還不要）
給付額は、生活保護受給、扶養している兄弟の有無、年齢等の条件により一人当たり年額 52,600 円、129,600
円又は 150,000 円のいずれかとなります。
（令和３年度の額）
15 その他
地震等緊急事態が発生した場合は、入学者選抜検査の日程の変更、又は中止をする場合があります。その際に
は、中学校を通じてお知らせします。また、本校ホームページにも情報を掲載します。

■所在地等
〒427-0034
TEL
FAX
URL

■略図
静岡県島田市伊太 2075 の 1
0547（37）3116
0547（37）3129
http：//www.shosei.ed.jp

（島田樟誠高等学校のホームページにアクセスできます。
）
■交通の案内
JR 東海道本線 島田駅下車
コミュニティバス田代の郷温泉線「島田樟誠高校」下車 → 徒歩１分
相賀線「三ツ合町東」下車 → 徒歩８分
伊久美線「三ツ合橋」下車 → 徒歩９分

