
平成３１年度（２０１９年度）生徒募集について （早見表：詳細は後掲） 

科 普 通 科 六年制普通科 

入試区分 
❶推薦入試 ❷特別入試 

❸一般入試 ❸一般入試 
専願Ⅰ 専願Ⅱ 国公立併願 専願Ⅲ 専願Ⅳ 

出願資格 ①平成３１年３月中学校卒業見込みの者 

①平成３１年３月中学校 

卒業見込みの者 

②中学校を卒業した者 

普通科一般入試と 

同じ 

出願条件 ＊表１   

出願期間 
平成３０年１２月２７日（木）～平成３１年１月７日（月）正午まで 

【但し、12/29～1/3、1/5の１２時以降、1/6を除く】 

平成31年1月２１日（月）～ 

平成３1年１月２３日（水）正午 

普通科推薦・特別入試

と同じ日時 

提出書類 ①調査書 ②志願書 ③推薦書【様式１】 ＊表２ ①調査書  ②志願書 ①調査書 ②志願書 

奨学生制度の 

有無 
有 ＊表３ 有 ＊表３ 

 
有 ＊表３ 

  
 

試験日 平成３１年１月１２日（土） 平成３１年1月30日（水） 平成３１年１月１３日（日） 

試験内容 ①個人面接 
①作文 

②個人面接 

① 学科試験（各５０分） 

（国語、数学、英語） 

②個人面接 

①学科試験（各６０分） 

（国語、数学、英語） 

②個人面接 

合格発表 平成３１年１月１８日（金） １０時 
平成３１年２月１２日（火） 

１０時 

平成３１年1月１８日（金） 

１０時 

入学手続き 

締切 

平成３１年 

１月３０日（水） 

平成３１年 

３月１８日（月） 

平成３１年 

 １月３０日（水） 

平成３１年 

３月１８日（月） 

平成３１年 

１月３０日（水） 

 

＊表１（推薦および特別入試の専願とは、合格の場合は必ず本校に入学すること、国公立併願とは、国公 

立の高等専門学校や高等学校との併願を認めることを示す。私学の受験は本校のみとする） 

専願Ⅰ 学業・人物に秀で、 

他の模範となりうる 

資質を有する者 

 

５教科（国語・数学・社会・理科・英語）の３カ年の評定合計が 

５５以上 

専願Ⅱ ４５以上 

国公立併願 ４５以上 

 ＊上記合格者は、入学説明会（３／２６）で特別進学コースを希望すれば、入ることができる 

専願Ⅲ 
明るく素直な人柄で、スポーツ活動や文化活動に特性を有し、将来有為な人物になると期待される者 

（但し、本校のクラブ顧問から中学校側担当者に事前連絡を行い、了承した者に限る） 

専願Ⅳ 

本校への入学を強く希望し、素直で向上心を持ち、意欲的に学校生活に取り組める資質を有する者 

➀ ５教科（国語・社会・数学・理科・英語）の３カ年の評定合計が３０以上で、欠席、遅刻、早退が 

多くない者 

➁ 上記の①には該当しないが中学校長が特別に認める者（要意見書） 

 

＊表２（専願Ⅲ・Ⅳの提出書類） 

専願Ⅲ ➀調査書 ②志願書 ③評価書【様式 2】 

専願Ⅳ ➁調査書 ②志願書 ③評価書【様式 3】 ④志望理由書 （⑤条件により校長意見書：形式自由Ａ４版） 

 

＊表３（高水学園奨学制度：返済義務なし） 

専願Ⅰ 入学金の一部（８０，０００円）と授業料の全額を給付する 

専願Ⅱ 授業料の半額を給付する 

専願Ⅲ 入学金の一部（８０，０００円）と授業料の全額を給付する 

＊上記合格者で、入学手続き時に「奨学生申請・誓約書」【様式 5】を提出した者に限る 

＊授業料は奨学生が就学支援金の手続きを行った上で、その差額を給付する。全額給付とは差額分 

の全額を、半額給付とは差額分の半額を給付し、給付額は就学支援金額により異なる 

  ＊在学中に奨学生としての基準に合わなくなった場合はその資格を失効する 

 



 

平成３１年度（2019年度） 生徒募集要項 

 

【Ⅰ】 募集学科及びコースの内容、募集定員 

 普 通 科 六年制普通科 

コ ー ス 特別進学 一般進学  

目  標 

社会の変化に柔軟に対応し、逆境にも屈せず立ち向

かえる資質の向上を目指して、学校教育全体を通じ

たキャリア教育の充実を図っています。本科ではコ

ミュニケーション能力を高め、学業と部活動を両立

してリーダーシップの発揮できる人材を養成しま

す。 

２１世紀を迎え、日本及び日本を取り

巻く国際社会は多くの課題を抱えてい

ます。本科においては、これらの課題

と真正面から対峙し、積極的に立ち向

かえる人材を養成したいと考えていま

す。歴史と伝統を重んじる国際人の養

成を使命と心得て、日本語と英語の運

用能力はもちろん、コミュニケーショ

ン能力、プレゼンテーション能力、マ

ネジメント能力の向上を目指します。 

・個々のレベルに合わせ

たきめ細かい指導で実力

の向上を図ります。 

 

・勉学とクラブ活動の両

立を応援するため、クラ

ブ引退後の集中課外で、

徹底した受験指導を行い

ます。 

 

・原則３年間担任持ち上

がり制による継続指導

で、個々の進路実現を目

指します。 

 

・特別進学の選抜は入学

説明会（3/26）において希

望調査を行い決定し、結

果を３月末までに郵送し

ます。 

【１・２年生】 

基礎学力の定着と、早期

の希望進路目標設定を重

視し、幅広い進路選択に

備えます。 

 

【３年】（進学クラス） 

第１希望進路の実現に向

け、個々の可能性を伸ば

します。 

 

【３年】（ビジネスクラス） 

学校推薦による就職活動

をサポートすると共に、

職業人としての意識を育

てます。 

募集人員 ２１０名（推薦合格者を含む） ７０名（内部進学生を含む） 

 

 

 



❶ 推薦入試 

 専 願 Ⅰ 専 願 Ⅱ 国公立併願 ※１ 

出願資格 

および条件 

平成３１年３月卒業見込みで、学業・人物で他の模範となりうる資質を有する者 

５教科（国語・数学・社会・理科・英語）の 3カ年の評定合計が 

55以上 45以上 45以上 

出願期間 
平成 30年 12月 27日（木）～平成 31年 1月 7日（月）正午まで 

但し、12月 29日（土）～1月 3日（木）、5日（土）12時以降、6日（日）を除く 

提出書類 調査書 ・ 志願書 ・ 推薦書【様式１】 

入学検定料 18,000円  

試験期日 平成 31年 1月 12日（土） 午前 8時３0分 ※２ 

当 日 の 

日 程 

８：００～８：３０  受付 

 ８：３０～８：４０  点呼・諸注意 

 ８：５０～      個人面接 

選抜方法 調査書 ・ 個人面接 

持 参 品 受験票・筆記用具 

合格発表 平成 31年 1月 18日（金）午前 10時 

入学手続き 平成 31年 1月 30日（水）まで 平成 31年 3月 18日（月）まで 

奨学生制度 
合格者全員に適用 

（但し、「奨学生申請・誓約書」【様式５】の提出が条件） 
なし 

備 考 

※１ 国公立併願とは、国公立の高等専門学校や高等学校との併願を認めることであり、 

   私学の受験は本校のみとする 

※２ 国公立併願受験は、時差受験の場合もある 

（詳細についての要項は受験票と一緒に発送） 

◎ 推薦入試合格者は、特別進学コースを希望すれば、必ず入ることができる 

      （希望調査：入学説明会〔３月２６日〕） 

◎ 入試全般の詳細・注意事項等は、後掲の別表にて説明 



❷ 特別入試（専願） 

 専 願 Ⅲ 専 願 Ⅳ 

出願資格 

および条件 

平成３１年３月卒業見込みで、明るく素直で

あり、スポーツ活動や文化活動に特性を有

し、将来有意な人物になると期待される者

で、本校の顧問から事前に中学校側担当者に

連絡を行い、了承した者 

平成３１年３月卒業見込みで、本校への入学

を強く希望し、素直で向上心を持って意欲的

に学校生活に取り組める資質を有し、 

① ５教科（国語・社会・数学・理科・英語）

の 3カ年の評定合計が 30以上で、欠席・

遅刻・早退が多くない者 

② 上記①には該当しないが、中学校長が特

別に認める者 

出願期間 
平成 30年 12月 27日（木）～ 平成 31年 1月 7日（月）正午まで 

但し、12月 29日（土）～1月 3日（木）、5日（土）12時以降、6日（日）を除く 

提出書類 

 

調査書・志願書・評価書【様式２】 

 

調査書・志願書・評価書【様式３】 

志望理由書【様式４】 

（②に関しては、中学校長の意見書：形式自由Ａ４版） 

入学検定料 18,000円  

試験期日 平成 31年 1月 12日（土） 午前 8時３0分 

当 日 の 

日 程 

 ８：００～８：３０  受付 （開場７：３０） 

８：３０～８：５０  点呼・諸注意 

 ９：００～９：４０  作文 （題目は当日発表） 

 ９：５０～      個人面接 

選抜方法 調査書 ・ 作文 ・ 個人面接 

持 参 品 受験票 ・ 筆記用具 

合格発表 平成 31年 1月 18日（金） 午前 10時 

入学手続き 平成 31年 1月 30日（水）まで 

奨学制度 

合格者全員に適用 

（但し、「奨学生申請・誓約書」 

【様式５】の提出が条件） 

なし 

備 考 ◎ 入試全般の詳細・注意事項等は、後掲の別表にて説明 

 



❸ 一般入試 

 普 通 科 六年制普通科 

出願資格 ①平成 31年 3月中学校卒業見込みの者   ②中学校を卒業した者 

出願期間 
平成 31年 1月 21日（月）～ 

平成 31年 1月 23日（水）正午まで 

平成 30年 12月 27日（木）～ 

平成 31年 1月 7日（月）正午まで 

【但し、12月 29日（土）～1月 3日（木）、 

5日（土）12時以降、6日（日）を除く】 

提出書類 調査書 ・ 志願書 

入学検定料 18,000円   

試験期日 平成 31年 1月 30日（水）  平成 31年 1月 13日（日）  

当日の日程 

 7：30～ 8：20 入室（開場 7：30） 

 8：20～ 8：30 点呼 

 8：30～ 8：35 諸注意（放送） 

 8：50～ 9：40 国語（50分） 

 10：00～10：50 数学（50分） 

 11：10～12：00 英語（50分） 

 12：00～12：55 昼食・休憩 

 13：00～    個人面接（最終 16：00頃） 

7：30～ 8：20 入室（開場 7：30） 

  8：20～ 8：30 点呼 

  8：30～ 8：35 諸注意 

 8：50～ 9：50 国語（60分） 

 10：10～11：10 数学（60分） 

 11：30～12：30 英語（60分） 

 12：30～13：10 昼食・休憩 

 13：15～     個人面接 

選抜方法 
調査書・学科試験・個人面接 

（国語・数学・英語：各５０分） 

調査書・学科試験・個人面接 

（国語・数学・英語：各６０分） 

持 参 品 受験票・筆記用具・定規・コンパスおよび昼食 

合格発表 平成 31年２月 12日（火）午前 10時 平成 31年 1月 18日（金）午前 10時 

入学手続き 平成 31年３月 18日（月）まで 平成 31年 1月 30日（水）まで 

奨学制度 なし 

備 考 ◎ 入試全般の詳細・注意事項等は、後掲の別表にて説明 

 

 



【Ⅱ】 入試全般（共通項目） 

出 願 方 法 
本校所定の提出書類を準備し、持参または郵送してください。 

受験票は中学校長宛に発送します。。 

出 願 先 
高水高等学校事務室 

 〒740-0032 岩国市尾津町二丁目 24-18  ☎（0827）31-7191 

入学検定料 

・入学検定料は本校所定の払込取扱票でゆうちょ銀行窓口で払い込んで 

ください。 （ＡＴＭの利用はご遠慮ください） 

・志願書の受付票の指定欄に振込払込受付証明書受付用添付用を貼付して 

ください。 

・払込取扱票の氏名は必ず志願者氏名を記入してください。 

・納入された入学検定料はお返しできません。 

合 格 発 表 

・本校にて合否の結果を出身中学校長に午前 10時からお渡しします。 

・来校、または来校の連絡が正午までにない学校へは、当日午後 4時までに 

 中学校長宛に発送します。 

・掲示発表はいたしません。 

・電話等による問い合わせには応じられません。 

入学手続き 

・入学請書に入学金 130,000円を添えて事務室に提出してください。 

（但し、土・日曜日・祝日は手続きの取り扱いをいたしません） 

・納入された入学金はお返しできません。 

入学説明会 

・３月 26日（火） 午前９時 00分～ 体育館 （約２時間） 

（但し、専願Ⅰ・専願Ⅱ・専願Ⅲで奨学生の申請手続きをした者は 

 午前８時３０分から先に奨学生用説明会を実施。場所は入学手続き時に伝達。 

その後、９：００からの全体説明会へ合流。） 

 



【Ⅲ】 学校法人高水学園奨学制度 （返済義務なし） 

目 的 
他の生徒の模範となり、入学後も学業成績や生活態度の向上に努力する 

ことにより、学園全体の活性化を図る。 

対 象 
推薦入試（専願Ⅰ・専願Ⅱ）と特別入試（専願Ⅲ）の合格者全員を 

対象とし、本校指定の「奨学生申請・誓約書」【様式５】を提出した者。 

手続き方法 入学手続き時に本校指定の「奨学生申請・誓約書」【様式５】を提出。 

継続条件 

・奨学生の期間は原則３年間とするが、進級時に学業成績および生活態 

度の審査を行い、更新認定を受ける。 

・在学中の校則違反、学業成績の著しい低下、専願Ⅲにおいては部活動の 

退部等、選考時の基準に合わなくなった場合には、資格が失効する。 

種別 

 
入学手続き時納入金額 

入学金（１３０，０００円） 

毎月の納入金額額 

（３５，９００円） 

授業料 

（27,500円） 

諸経費 

（8,400円） 

専願

Ⅰ 

入学金の一部 （８０，０００円）を給付 

【手続き時 ５０，０００円納入】 
全額給付 給付なし 

専願

Ⅱ 

給付なし 

【手続き時 １３０，０００円納入】 
半額給付 給付なし 

専願

Ⅲ 

入学金の一部 （８０，０００円）を給付 

【手続き時 ５０，０００円納入】 
全額給付 給付なし 

納入期限 １月 30日（水） 毎月５日まで 

備 考 

・授業料は奨学生が就学支援金の手続きを行った上で、その差額を給付 

する。全額給付とは差額分の全額を、半額給付とは差額分の半額を給 

付し、給付額は就学支援金額により異なる。 

・上記金額は平成 30年度のもので、平成 31年度については変更される 

場合がある。 

 

 

 



【Ⅳ】 納付金・就学支援金等 

（１）入学金及び入会金 

入学金 

130,000円 

（専願Ⅰ・Ⅲ奨学生は 

 50,000円） 

専願Ⅰ～Ⅳ合格者は 1月 30日（水）までに、 

国公立併願・一般合格者は 3月 18日(月)までに、 

本校事務室（第１校舎１階）で納入 

ＰＴＡ入会金 2,000円 
本校所定の払込取扱票（３月の入学説明会にて 

配付）で、ゆうちょ銀行に払い込み  

払込期限 ４月５日（金） 

生徒会入会金 2,000円 

部活動後援会入会金 2,000円 

計 6,000円 

 

（２）校納金（月額）及び就学支援金 

  ①：授業料 

 

 

 

 

 

27,500円 

 

 

 

17,600円 

 

 

12,650円 

 

 

7,700円 

 

275円 

 

 0円 

    ※は私立高等学校授業料免除制度を利用した時の金額 

  ②：その他 

学 習 諸 費 5,500円 （保護者等が生活保護世帯の場合 3,300円） 

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 1,200円  

生 徒 会 費 1,000円  

部活動後援会費   700円  

計 8,400円  

   ※４月分は本校所定の払込取扱票（入学説明会にて配付）でゆうちょ銀行に払い込み 

      払込期限 ４月５日（金） 

       ※５月分以降は口座振替 

 

（３） 私立高等学校授業料免除制度（返済義務なし） 

生活保護世帯 入学金のうち 

 補助額 上限 70,000円 市町村民税所得割額が 51,300円未満の世帯 

 

（４） 奨学金（外部団体：返済義務あり） 

  ①山口県ひとづくり財団奨学センター 

一般 月額 30,000円 

寮・下宿・遠距離等 月額 35,000円 

   ※上記記述内容は平成３０年度のもので、平成３１年度については変更される場合があります。 

保護者等の道府県民税所得割額と 

市町村民税所得割額との合算額 
支援金額 

507,000円以上 ０円 

257,500円以上 507,000円未満 9,900円 

85,500円以上 257,500円未満 14.850円 

100円以上 85,500円未満 19,800円 

非課税 27,225円 

生活保護世帯 27,500円 

４～６月分は全額（３５，９００円）を納入し、

支援金の差額調整は７月以降に行います 

＊ 

※ 

※ 



 

 

平成３１年度 高水高等学校  入試等カレンダー 

 

日  程 
普 通 科 六年制普通科 

専願Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 専願Ⅳ 併 願 一般入試 一般入試 

12月 27日 木 
願書受付開始 

（受付時間 8：30～16：30） 
 

願書受付開始 

8:30～16:30 

1月  7日 月 
願書受付締切 

（正午まで） 
 

願書受付締切 

（正午まで） 

1月 12日 土 入学試験   

1月 13日 日   入学試験 

1月 18日 金 合 格 発 表 （１０時）  合格発表(10時) 

1月 21日 月  願書受付開始  

1月 23日 水  
願書受付締切 

（正午まで） 
 

1月 30日 水 入学手続き締切  入学試験 入学手続締切 

２月 12日 火  
合格発表 

（10時） 
 

3月 18日 月  入学手続き締切  

3月 26日 火 
入学説明会 

8：30～ 

入学説明会 

9：00～ 

4月  9日 月 入  学  式  ９：００～ 

 


