
高岡第一高等学校 令和５年度 生徒募集要項
募集人数

試験区分

推薦入試区分

推 薦 入 試（募集人数245名の50％程度）

令和５年１月14日（土）8:50～12:55　本校

普通科　245名（特別進学・特別進学Ａ・進学・未来創造の４コース）

推薦Ⅰ（専願）・推薦Ⅱ（併願）

9,000円（手数料は各自でご負担願います。）

提出書類を総合して判定します。

推薦Ⅰ 推薦Ⅱ

推薦Ⅰ 推薦Ⅱ

推薦Ⅰ
推薦Ⅱ

特別進学
30 以上
32 以上

特別進学Ａ
25 以上
30 以上

進　学
20 以上
24 以上

未来創造
16 以上
22 以上

推薦Ⅰ（専願）合格者 推薦Ⅱ（併願）合格者

（書類審査）

出願資格

出願手続き

受験料

令和５年１月19日（木） 16時　本校ホームページ合格発表

試験日時･会場

選考方法

入学手続き

〈一般入試の受験について〉

①中学校またはこれに準ずる学校を令和５年３月に卒業する見込みの者で、人物が優れており、出
身中学校長の推薦を得た者
②推薦Ⅰについては、本校への進学について明確な志望理由があり、合格後は必ず本校に入学する者
③２・３年次の欠席日数が、特別な理由を除き、いずれも20日を超えない者
④３年次の９教科評定合計が表の基準を満たす者

⑤保護者あるいは親権者と同等の責任を持つ者のもとから通学可能な者

基礎テスト、面接 および 提出書類を総合して判
定します。
（基礎テストは、国語＜作文含む＞40分、数学・
英語各30分）

⑴入学金130,000円を下記期間中に納めてくだ
さい。

⑵入学確約書を下記期間中に出身中学校長を
経て提出（送付）してください。

　令和５年１月19日（木）～１月26日（木）

入学金130,000円を下記期間中に２回に分けて、
納めてください。
[１次手続き]　50,000円
 令和５年１月19日（木）～１月26日（木）
[２次手続き]　80,000円
 令和５年３月15日（水）～３月17日（金）

⑴インターネット出願登録期間（受験生は事前にインターネット登録をする必要があります。）　　
令和４年12月１日（木）～12月22日（木）

⑵調査書等提出日（郵送の場合は期間内に必着のこと。）　　　　　　　　　　　　　　　　
令和５年１月５日（木）9:00～17:00、６日（金）9:00～15:00

⑶提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
出願状況一覧表、推薦書、調査書

※推薦Ⅰ、推薦Ⅱいずれも出願資格を満たしている生徒の中から判定します。
※選考結果によっては、出願コースと異なるコースで合格となる場合もあります。

推薦入試の出願者は、無料で一般入試を受験することができます。
推薦入試と異なるコースでの出願も可能です。

※手数料は各自でご負担願います。
※期日までに手続きが行われなかった場合は、推薦入試での入学資格は取り消しになり、奨学生の
　対象にもなれません。
※いったん納入された受験料 および 入学金は返金いたしません。



試験区分

一般入試区分

一 般 入 試

令和５年２月２日（木）8:50～15:10  本校 または 高岡法科大学（事前に各中学校へ連絡します。）

ア．中学校またはこれに準ずる学校を令和５年３月に卒業する見込みの者
イ．中学校またはこれに準ずる学校を卒業した者

一般Ａ（専願）・一般Ｂ（併願）

9,000円（手数料は各自でご負担願います。） ※推薦入試出願者の受験料は免除されます。

一般Ａ 一般Ｂ

一般Ａ（専願）合格者 一般Ｂ（併願）合格者

出願資格

出願手続き

受験料

令和５年２月10日（金） 16時　本校ホームページ合格発表

選考方法

試験日時･会場

入学手続き

追試験

①次のいずれかに該当する者

②一般Aについては、合格後は必ず本校に入学する者
③保護者あるいは親権者と同等の責任を持つ者のもとから通学可能な者

国語･社会･数学･理科･英語の学力試験中の高得点
３教科 および 提出書類等を総合して判定します。
（各50分40点満点、合計120点満点）

国語･社会･数学･理科･英語の学力試験 および 
提出書類等を総合して判定します。
（各50分40点満点、合計200点満点）

⑴入学金130,000円を下記期間中に納めてくだ
さい。

⑵入学確約書を下記期間中に出身中学校長を
経て提出（送付）してください。

　令和５年２月10日（金）～２月17日（金）

入学金130,000円を下記期間中に２回に分けて、
納めてください。
[１次手続き]　50,000円
 令和５年２月10日（金）～２月17日（金）
[２次手続き]　80,000円
 令和５年３月15日（水）～３月17日（金）

⑴インターネット出願登録期間（受験生は事前にインターネット登録をする必要があります。）　　
令和４年12月１日（木）～令和５年１月19日（木）

⑵調査書等提出日（郵送の場合は期間内に必着のこと。）　　　　　　　　　　　　　　　　
令和５年１月25日（水）9:00～17:00、26日（木）9:00～15:00

⑶提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
出願状況一覧表、調査書  ※推薦入試出願者は調査書を提出する必要はありません。

※英語は聞き取りテストを含みます。
※選考結果によっては、出願コースや推薦入試の合格コースと異なるコースで合格となる場合もあります。
※必要な場合、面接をすることがあります。

※手数料は各自でご負担願います。
※期日までに手続きが行われなかった場合は、入学資格は取り消しになり、奨学生の対象にもなれ
　ません。
※いったん納入された受験料 および 入学金は返金いたしません。

次のいずれかに該当し、推薦入試（推薦Ⅰ）、一般入試を欠席した者のうち、所定の手続を行った
うえ本校校長からの許可を得た場合は、追試験を受験することができます。
　・新型コロナウイルス感染者、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者で発熱等の症状がある者
　・インフルエンザ罹患等により別室における受験も困難な者
　・やむを得ない理由がある者

入学説明会
令和５年３月27日（月）10:00～（予定） 本校
入学予定者に入学準備についての説明会を実施します。保護者同伴での出席をお願いします。
説明会当日、教科書・制服等も購入・注文していただきます。



令和５年度 入学生　納入金・奨学制度等について

１. 入学手続き、入学後に納入する金額

＜国・県の支援制度＞

※毎月の授業料について、高等学校等に通う所得等の要件を満たす世帯の生徒に対し、国や県から就学支援金が支給されます。
学校への毎月の納入金はこの就学支援金の額を差し引いたものになります。

※1 令和４年度より本校ではすべての入学生に、タブレット型ＰＣを教材のひとつとして購入していただきます。生徒は、自分のタブ
レット型ＰＣを持って学校生活を送ります。双方向型の学習指導、教材プリントや学習動画配信、成長の記録や多様な活動履
歴の蓄積、ホームルーム、学校行事などで活用し、学校生活のみならず家庭学習も強力にサポートしていきます。（タブレット型
ＰＣは、レンタル貸与ではなく、入学時の購入品です。卒業時に返却する必要がなく、卒業後も引き続き活用できます。）

※2 ４月臨時徴収金は、部活動後援会費、校務支援システムBLEND使用料、日本スポーツ振興センター会費、高体連・高文連加盟
費、生徒手帳代金等。

〇高等学校等就学支援金制度
　国･県による授業料支援の仕組みです。返還は不要です。就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授
業料に充てます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。就学支援金の支給額は保護者等の「課税所
得」を基準として判定されます。入学時に申請していただく必要があります。

〇高校生等奨学給付金制度
　生活保護世帯、住民税所得割非課税の世帯を対象とした制度で、教科書費・教材費など授業料以外の教育費支
援の仕組みです。返還は不要です。支給額は世帯の状況により変わりますが、入学後手続きが必要です。手続きは
毎年９月頃になります。

〇入学金補助制度
　生活保護世帯、住民税所得割非課税の世帯および多子世帯（保護者が扶養する23歳未満の子が3人以上）を対
象とした制度で、入学金に対する補助として124,350円が支給されます（令和４年度実績）。返還は不要です。支給
額は世帯の状況により変わりますが、入学後手続きが必要です。手続きは毎年９月頃になります。

その他の経費（金額は令和４年４月入学生の実績による概算です。）参考

130 ,0 0 0円

32 ,0 0 0円

800円

600円

700円

34 ,100円

入学手続き

学 納 金
（月額）

入 学 金

授 業 料

保護者会費

生徒会費

空 調 費

合 計 2 ,100円 20,900円 34,100円

590万円未満 590万円以上
910万円未満 910万円以上保護者の年収の目安

負 担 額（月額 ）

113 ,0 0 0円
制服等

（体育ウェア・シューズ等を含む）
スラックス型

65 ,0 0 0円

20 ,0 0 0円

月額6,0 0 0円程度（1年次8月～2年次12月積立）

128 ,0 0 0円
スカート型

タブレット型ＰＣ※1

教科書代金

模擬試験・検定試験・副教材費等

４月臨時徴収金※2

修学旅行積立金

38 ,0 0 0円
特進・特進Ａ

25 ,0 0 0円
未来創造

30,0 0 0円
特進・特進Ａ

29,0 0 0円
進学

17,0 0 0円
進学

12 ,0 0 0円
未来創造
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２. 奨学制度

⑴ 奨学制度の種類

⑵ 奨学生の種類と支給額

※上記に加え、推薦Ⅰ（専願）の合格者のうち、成績が特に優秀な生徒には毎月10,000～30,000円の奨学金を支給します。
※奨学金の支給は５月以降になります。

・推薦Ⅰ（専願）の合格者の中から、「基礎テスト・面接・調査書」により選考。
・一般Ａ（専願）の合格者の中から、「一般入試（高得点3教科）・調査書・面接」により選考。
※部活動やその他の実績、検定･資格の取得も考慮します。

推薦Ⅰ（専願）の合格者のうち、部活動などで顕著な活動実績をもち、本校入学後もその
能力を発揮できる生徒の中から、「基礎テスト・面接・調査書」により選考。
［対象となる部活動］
野球（男）、バスケットボール（男・女）、バレーボール（男・女）、サッカー（男）、
ラグビー（男）、バドミントン（男）、柔道（男・女）、空手道（男・女）
※野球部においては日本高等学校野球連盟の方針により１学年５名までとします。

推薦Ⅱ（併願）と一般Ｂ（併願）の両方を受験した生徒の中から、「一般入試得点・調査書」により
選考。

専願奨学制度

部活動奨学制度

一般奨学制度

奨学生の種類 奨学金支給額

Ｓ奨学生

Ａ奨学生

Ｂ奨学生

200,000円（制服等・タブレット一式 購入費用に相当）

130,000円（制服等 購入費用に相当）

 80 ,000円（タブレット一式 購入費用に相当）

STEP1 生徒に「エントリーシート」を提出させて出願校の確認をする
チェック欄

STEP2
出願校の出願サイトヘアクセスする（まだIDを取得していない生徒は、まず取得する）

画面の指示に従い入力する（「エントリーシート」を見ながら入力する）

STEP3 生徒が入力した内容を先生が確認する

STEP4

受験料の支払い方法を選択する

クレジットカード払いを選択

コンビニにて支払い

支払い完了メールの確認

「受験票」を自宅等で印刷する

出身中学校専用サイトから「出願状況一覧表」を印刷する

必要書類の作成

調査書（推薦書）と出願状況一覧表を各高校に提出する

STEP5 試験当日 生徒が受験票持参

保護者・生徒
自宅で行う

保護者・生徒
自宅で行う

中学校

払込番号確認

クレジットカードで支払い

コンビニ払いを選択

ATM払い（ペイジー）を選択 ATM（ペイジー）にて支払い

払込番号確認

〒933-8508 高岡市本郷２丁目１番１号
TEL（0766）22-6336  FAX（0766）26-3644
URL http://www.takaoka1-h.ed.jp/  高岡第一高校 検索

HPを
Check!


