私立高等学校授業料
「 実 質 無償化」がスタート！
国

県

SUPPORT

高等学校等就学支援金を
増額
◉

支給上限額
〈年間〉◉

＋

SUPPORT

授業料減免補助金

432,000円［全日制］

17,498円［定時制：1単位当たり］ ◉13,123円［通信制：1単位当たり］

高校生に対する就学支援金など援助が拡大！

令和2年度から国の高校生に対する就学支援金制度が変更になり

高等学校の就学支援金〈月額〉

が支給されるようになり、高知県もこの制度を補充する目的で、各

●年収700万円〜910万円未満

ました。特に家計のきびしい家庭に対しては、
これまで以上の支援金
学校の授業料減免制度に対する補助金制度をつくっています。

申込方法

●年収590万円〜700万円未満

18,000円 給付

●年収350万円未満

36,000円 給付

●年収350万円〜590万円未満

学校を通して行います。

入学時などに、通っている学校から案内があります。
その案内に沿って申し込みを行ってください。

事業のイメージ

高知県の独自支援①
県内私立高校の平均授業料（施設整備費等含む）年額
432,000円と就学支援金との差額を減免

432,000円

33,000円 給付

※年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人（16歳以上）、中学生1人の4人世帯の目安
※単位制の学校に関しては、直接お問い合わせください。

貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。

授業料減免補助金

9,900円 給付

私立高校［全日制・定時制］の場合

国の支給上限額の引き上げ
就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料を
勘案した水準（年額396,000円）
まで引き上げ

396,000円

高知県の独自支援②

297,000円

216,000円

237,600円

就学支援金
270万円

178,200円

授業料
減免補助金

県内私立高校の平均授業料(施設整備費
等を含む）の1/2の216,000円と就学支
援金との差額を減免

118,800円
（公立高校の授業料額）

350万円

590万円

700万円

年収700万円未満世帯が加算対象となる

支給なし
〈所得制限〉
910万円

年収目安（※）

（※）年収は両親のうちどちらか一方が働き、
高校生１人（16歳以上）、中学生１人の４人世帯の目安

◉定時制課程の就学支援金の支給上限額＝17,498円（1単位当たり）
：年収350万円未満世帯（授業料減免補助金を含む）
：年収350万円未満世帯（授業料減免補助金を含む）
◉通信制課程の就学支援金の支給上限額＝13,123円（1単位当たり）
その他の奨学金制度や授業料減免制度について独自の減免制度を設けている学校もあります。各校の奨学金制度や授業料減免制度をご確認ください。

高知県私立中学高等学校連合会
▼就学支援金等に関するお問い合わせ

各校および
高知県文化生活スポーツ部 私学・大学支援課

高知県文化生活スポーツ部 私学・大学支援課
〒780 - 8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号（本庁舎5階）
私学関係 TEL：088 - 823 -9135 E-mail：140901@ken.pref.kochi.lg.jp

「こうち私立高校ガイド」を開いていただきありがとうございます。
この冊子は、私学各校の特色や成果を多くの皆様に知っていただき、中学生の進
路選択の一助になればとの思いから作成いたしました。
高知県の私立高等学校９校はそれぞれの建学の精神に基づいて独自の教育活
動を行い、勉学はもちろんスポーツや文化活動など様々な分野で実績をあげてい
ます。
近年、高知県では高校生の約30％が私学で学んでいます。このことは、高知の私
学に対する厚い信頼とご理解の賜物であると感謝いたしております。
現在、左ページに掲載しているように私立高校生への授業料支援制度が充実し、
経済的な理由で私立進学をあきらめなくてもよい状況ができています。
見開き2ページに各校の情報をまとめています。独自性と多様性をもつ高知の私
学9校ですから、中学生の皆さんの成長を後押しする高校が見つかると考えます。
興味をもった学校の詳しい情報はホームページ等でぜひ確認してください。
この冊子が、私学を知る窓として中学生の皆さんに活用していただければ幸い
です。
令和3年9月
高知県私立中学高等学校連合会 会長

橋本

掲載順
１

高知高等学校

２

高知学芸高等学校

３

高知中央高等学校

４

清和女子高等学校

５

太平洋学園高等学校

６

土佐高等学校

７

土佐塾高等学校

８

土佐女子高等学校

９

明徳義塾高等学校

この冊子は、高知県私立中学高等学校連合会ホームページでもご覧になれます

kochi-shiritsuchuko.com

和紀

高知高等学校
●
●
●
●
●
●
●
●

高知学園大学
高知リハビリテーション専門職大学
高知学園短期大学
高知高等学校
高知中学校
高知小学校
高知学園短期大学附属 高知幼稚園
高知リハビリテーション学院

「信頼される人物の育成 」を建学の精神に
本校は明治３２年（１８９９年）、現在の桜井町に創立された「江陽学舎」に端を発しております。
昭和３１年に学校法人の名称を高知学園に変更するとともに、校名も高知高等学校・高知中学校に改称、その翌年には校
舎を現在の北端町に移転し、平成３１年春をもって、創立１２０周年を迎えることができました。この間、高知幼稚園及び高
知小学校の設立、高知学園短期大学の設置、リハビリテーション学院の開校、平成３１年４月には日本初の専門職大学の
開学。また、令和 2 年 4 月には高知学園大学の開学に至るなど、県内唯一の総合学園に発展してまいりました。歴史と伝
統を誇る学園です。

教

育

方

針

教 育 目 標

教育方針

緑豊かな理想の環境と長い歴史と伝統のもと、輝かしい未来をめざ
す、正しい判断力とたくましい行動力をそなえ、心身を労して自らの
将来を開拓し、社会に貢献する人間を育成するために、次の5項目を
目標としてかかげ、全校教職員・生徒がともにこれを実践する。
1

たくましい心とからだ

コース 紹 介
幅広い視野で変化に対応し
未 来への道を切り拓く力を育てる
スポーツ進学コース

文理コース

こころ豊かに力強く生きる人間に

応用力あふれた視野の広い人間に

運動部に所属し、スポーツ活動に力を注

中学の普通コースをさらに進化させた
スの実現を目指して、基礎学習を中心

粘り強い努力のできる心身を養う。

ぎたい、そんな気持ちに応えるコース。

知識を深め、教養を高める基礎をつくる。

もに、より高みを目指して本当にやりた

思いやりがあり、美を愛する心を求める。

強い生き方を貫く気持ちに応えます。

2

たしかな基礎学力

進学に対応できる基礎学力をつけるとと

3

豊かな情操

いことに一生懸命に取り組む、そんな力

4

信頼される人間

5

集団のルールを守り、自他の権利を尊重し、
責任を果たすことのできる人間を育てる。

自立

生涯を意欲的に生き抜く力を養う。

学校生活の三原則

コース。勉強と部活動とのグッドバラン
に、様々な進路に対応できる授業内容

で、学ぶ楽しさを実感しながら目指す進
路へと導いていきます。

特進コース

・正しい身なり
・清掃の徹底
・挨拶の励行

GAKUEN LIFE

幅広い知識で考えられる人間に
中学の特進コースをさらに進化、発展させたコース。国公
立、難関私立大学を目指す生徒たちに向けたレベルの高い

授業と、豊富なカリキュラムから自身の受験科目に合わせ
本学園の建学の精神は「人に信頼される人物の育成」です。この建学の精神を具現化
て選択できるコース設定等、大学受験に向けた強力なサ
するため、右の3項目を学校生活三原則として設定し、全校をあげて取り組んでいま
ポート体制を確立。
す。この三原則は、人間として健全な社会生活を行うための最も基本となる行動様式
また、受験指導に特化した補習や春・夏・冬の特別講座、
であるとともに、学力充実の基礎となるものと考え、その徹底を期しています。
勉強合宿等といったフォローアップも万全です。

大学入試合格状況（過去10年間）
国公立大学等
高知大、高知県立大、高知工科大、帯広畜産大、北見工業大、新潟大、東京学芸大、埼玉大 京都大、和歌山大、島根大、
岡山大、広島大、山口大、 香川大、徳島大、愛媛大、鹿屋体育大、首都大東京、愛知教育大、神戸市外大、兵庫県立大、
下関市立大、北九州市立大、長崎県立大、防衛大学校

私立大学
早稲田大、慶応大、中央大、立教大、法政大、明治大、東京理科大、国学院大、日本大、東洋大、駒沢大、武蔵野大、専修大、
明治学院大、東京農大、芝浦工業大、大東文化大、国士舘大、順天堂大、亜細亜大、東海大、名城大、立命館大、京都産業大、
龍谷大、関西大、近畿大、関西学院大、甲南大、摂南大、追手門学院大、京都橘大、桃山学院大、神戸学院大、関西外国語大、
佛教大、福山大、岡山理科大、松山大、徳島文理大、四国学院大、福岡大
高知学園大、高知リハビリテーション専門職大

高

大

連

携

事

業

医療・健康系
進学プログラム

入学時から卒業後の 進路を
具体的に考えることのできる
プログラム

医療・健康系国家資格取得と
就職を確実にするための
確かな選択（適性と理解）の
もとに意欲の醸成を目指します
高知学園は、幼稚園から大学までの
7つの学校からなる県内唯一の総合
学園です。本校は、系列大学（短大）
である高知学園大学、高知リハビリ
テーション専門職大学、高知学園短期
大学と連携し、大学の活動に参加する
ことができる医療・健康系進学プロ
グラムを用意しています。
在学中に大学(短大)の授業や実習に
参加し体験することで、入学時から
卒業後の進路までを具体的に考える
ことができる総合学園、高知高等学
校だけの取り組みです。

高知学園
短期大学附属

高知幼稚園

高知小学校

高知中学校

● 管理栄養学科

● 臨床検査学科

高知学園大学

取得できる国家試験受験資格

高知学園短期大学

取得できる国家試験受験資格

・管理栄養士 ・臨床検査技師

高知高等学校
● 看護学科

● 歯科衛生学科

高知学園系列校だからできる

1.

・歯科衛生士 ・看護師

3つのメリット

大学（短大）の授業が受けられる
高大連携授業修了による特別選抜

2.

高大連携授業修了による特別選抜

3.

入学金の一部免除優遇制度

● 理学療法学専攻

高知リハビリテーション専門職大学

● 作業療法学専攻

取得できる国家試験受験資格

●言語聴覚学専攻

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

進学プログラムの流れ
高校1年次

高校 2年次

オリエンテーションと登録

系 列 大 学（ 短 大 ）の 紹 介 、
医療・健康系進学プログラ
ムのオリエンテーションに参
加し、進学プログラムに登録
します。

高校 3年次

見る・知る・体験する

学ぶ・出願

希望する7つの学科・専攻
について、それぞれの施設
見学、授業体験、実習体験
などに参加し、自分の関心
のある学科・専攻を決定し
ます。

自分の関心のある分野に
ついて学び、将来の大学で
の 学 び に つ な げ 、意 欲 を
醸成させます。

文武両道、文武不岐
学園生活をさらに豊かにする部活動

部活PR動画

学園魂
高知学園では日常の勉強はもちろん
部活動を軸とした教育に力を入れています
先輩や後輩との関わり、コミュニケーションや協調
性などを通して心身共に成長をし、
「人としてあた
り前のことができる人格を養う」
、それこそが学園
の文武両道なのです。

CULTURAL CLUB 文 化 部
アートから国際交流にまで及ぶ幅広いジャン
ルが、豊かな感性と時代の息吹をとらえる敏
感なココロに応えます。趣味をさらに深める
ことも、また、各種の検定試験や資格の取得
を目指すこともできる、多彩な出会いと喜び
に満ちています。

SPORTS CLUB

全国大会出場実績（過去 4 年間）

運 動 部

強い心と体を育むだけではなく、学びから逃
げないたくましさもつくる運動部。仲間との絆
を大切に全国大会を目指す、そんな熱い意志
を原動力に、今日も創立以来の文武両道を実
践する、熱いエールがこだまします。

入試日程
入 試 説 明 会【 中 高合 同 】2021 年 10 月 30 日（土）
入 試 説 明 会【 高 校 入 試 】2021 年 12 月 ５ 日（日）
推薦入試
出願期間：2021 年 12 月 6 日（月）～ 2022 年 1 月 11 日（火）
試験日程：2022 年 1 月 13 日（木）
一般入試
出願期間：2021 年 12 月 6 日（月）～ 2022 年 1 月 18 日（火）
試験日程：2022 年 1 月 21 日（金）

写真部、吹奏楽部、軽音楽部
野球部、サッカー部、バレーボール部、テニス部、体操部、
ライフル射撃部、弓道部、柔道部、剣道部、空手部、
少林寺拳法部、水泳部、陸上部

学校の最新情報・詳細はＨＰとＳＮＳから!
☆学校ホームページ

☆ Instagram

☆ Youtube

☆ Twitter・faceBook のアカウントもあるよ！

高知学芸高等学校

入試説明会
2021

9/25 (土)

個別相談 随時受付中！
お気軽にご相談ください。

令和３年度 大学合格実績
国公立大学／１８４名（高知県内でトップ）

早慶／１２名

東京大学／４名 京都大学／２名 大阪大学／５名

早稲田大学／８名 慶応大学／４名

北海道大学／１名 名古屋大学／３名 九州大学／３名

ＭＡＲＣＨ／１７名

東京工業大学／１名 一橋大学／２名 筑波大学／１名

明治大学／６名 青山学院大学／１名 立教大学／３名

東京医科歯科大学／１名 東京学芸大学／２名 埼玉大学／２名

中央大学／４名 法政大学／３名

千葉大学／１名 大阪教育大学／２名 神戸大学／６名

関関同立／５６名

岡山大学／１５名 広島大学／３名 愛媛大学／７名

関西大学／１２名 関西学院大学／１９名

徳島大学／６名 香川大学／９名 高知大学／４４名

同志社大学／９名 立命館大学／１６名

東京都立大学／１名 京都府立大学／２名 静岡県立大学／１名
大阪府立大学／３名 大阪市立大学／１名 兵庫県立大学／３名

進学校なので勉強のイメージが
根強いですが、行事や部活動にも
全力で取り組む学校です。
先生方も優しくて、
学ぶことが楽しくなる授業を
受けることができます。

岡山県立大学／１名 山口東京理科大学／１名 島根県立大学／１名
長崎県立大学／１名 高知工科大学／１６名 高知県立大学／１３名
他２０名

国公立大学医学部医学科／８名

馬路中学校出身 式部 更紗 さん

「勉強だけじゃない」充実した学校生活

練習も万全。さあ勝負！

本番さながらの紅白戦。ライバルあってこその成長

家族旅行も楽しいけど、友だちと一緒はもっと楽しい！

譜面を通してつながる心

短冊に願いを込めて

学芸の行事は生徒が中心

令和４年度 入試情報
選考日

令和４年１月２１日（金）９時集合

出願期間

令和４年１月６日（木）～１９日（水）必着
日曜日、祝日は受付しておりません

合格発表

令和４年１月２５日（火）１５時頃

学校のことや入試のこと、
学芸のことをもっと知りたい方は

ホームページで最新情報公開中！
http://www.kochi-gakugei.ed.jp/

入学手続き 令和４年１月３０日（日）１１時集合
〒780-8084 高知県高知市槙山町 11-12

Tel 088-844-1831

自 らを主 人公として
独 りで立 つ

高知中央 高等学校
【学校概要】
◯設置科：普通科（ スポーツコース／アントレコース
・看護学科
公務員コース／特別進学コース ）
◯生徒数：1,027 名
◯所在地：高知市大津乙 324 番地1
◯電 話：088-866-3166
◯E-mail：kochi-chuo@kochi-chuo.ed.jp

本校の教育理念は、
『 自主独立』です。
自由と規律の中で生徒の皆さん一人ひとりの個性を活かしながら、自立
のための教育を実践し、有為有能な社会人・職業人の育成を目指しています。
変化が激しく将来を予測する事が困難だと言われる時代にあって、生徒の
皆さん一人ひとりが自らの力で人生を切り拓き、これからの時代を逞しく
生き抜く力を備えられるよう全力で指導・支援をしていきます。
本校には、自らの力で一歩一歩確実に前に進もうとするとともに、人への
感謝の気持ちを持ち、人と人との絆を大切にする、そうした仲間となる
生徒が集っています。
高知中央高等学校で、生涯にわたり助け合い支え合える友人を見つけ、
人生における大きな財産としてほしいと思っています。

普通科／スポーツコース

仲間と共に切磋琢磨し、高みを目指す！

将来プロスポーツ選手になりたい、もしくは指導者を目指したい。また、それに関わる職業に
就きたいなど、スポーツに対する夢や情熱を持った生徒のためのコースです。本校では日本代表
経験や、全国大会出場経験を経た高いレベルの指導者が、親身に生徒の夢を後押しします。その
ほか、海外からのスポーツ留学生を受け入れ、高いレベルで切磋琢磨し異文化コミュニケーション
を図ることで、グローバルな視野を持つ事も身に付けていきます。

普通科／アントレコース 得意・興味を掘り下げ、プロフェッショナルを目指そう！
ダンスをはじめエンターテインメント分野に特化した「エンタメグループ」や、調理飲食分野の
「フードグループ」、ネイルやヘアメイクなどの「理容美容グループ」、工業系の資格や技術の習得
を目指す「TECグループ」、介護の専門知識や実習、ヘルパー資格取得を目指す「介護福祉グループ」
など、将来専門性の高い職業に就きたい生徒のためのコースです。各分野のプロを講師として招き、
特別な授業を展開していきます。

普通科／公務員コース

自ら判断し、即座に行動できる人を育てる

公務員コースは、自衛隊員を目指す「自衛隊グループ」と警察官・消防士を目指す「警察・消防
グループ」があり、どちらも“知・徳・体を兼ね備え、社会に貢献できる人材となる”ことを目標とし、
地域住民の安全・安心な暮らしを支える警察官・消防士・自衛官の各種採用試験合格を目指します。
普段の学校生活をはじめ、公務員試験対策や面接対策などの支援体制を整え、クラス担任と
コース長、そしてグループ担当の三者が連携して、生徒の学習・生活指導をサポートします。

普通科／特別進学コース

目標は難関志望校！目指せ現役合格！

一人ひとりの希望進路実現に向け、受験に必要なポイントを絞って進学を目指します。最大の
特長は、一斉授業ではなく、個別授業の形式を取っているところです。リクルート社の『スタディ
サプリ』を活用し習熟度に合わせて講座を受講し、中学校の復習から難関大の受験対策まで
対応していきます。定期的に模擬試験や各種検定を通じて学力を測り、進学に向けた様々な
サポートをします。

看護学科

最短5年で看護師国家試験受験資格を取得！

5 年一貫という看護基礎教育の中で、基礎に重点を置き、さらに専門性の高い知識・技術を習得
しながら看護師の免許取得を目指します。そして「人を看ていく」準備として、まず自分の健康
管理から始まり、人体や病気のメカニズム、そして患者の看護へと学びを深めていき、看護師と
して人に寄り添うために必要な「豊かな人間性」、高度化する医療に対応していくための「生涯
学び続ける力」を育みます。

なんと！在校生の制度利用率は

看護学科
【病院委託奨学生制度】

奨学金

94.1
※2021年度4月現在

中央高校ならではの、楽しいイベントが盛りだくさん！

％

み
楽し んなで
工夫
いイ
ベ
し
頑張 ントに て
ってい なるよ
う
ます
！

全額返済無し！
※1

ード
部がリ
ダンス 楽しい
！
します い出を
思
夏の しょう！
作りま

※2

●入 学 時 に県 内 外 の 約 3 0 施 設 の 病 院 へ 就 職 が 内 定
●在学時の勤務はなし。高校生活を有意義に過ごせる
※3

「病院委託奨学生制度」は特別推薦入試 合格者に適用されます。
2021年度4月現在では、看護学科生（専攻科含む）458名中431名の生徒が
この制度を利用しており、その利用率は94.1％に上ります。

再びオ
舞台に レンジホー
戻
ル
芸術祭 れる日が来 の
を盛り上
る
げて行こ まで
う！！

好きなキャ
ラに
なりきって
思いっきり
目立っちゃ
おう！

※1：適用条件がございます。 ※2：年度により施設数の増減がございます。
※3：最終的な委託奨学金の適用可否については、委託病院側の審査により決定します。
詳しくは病院委託奨学金制度パンフレットをご確認、
または本校までお問い合わせください。

病院委託奨学生制度【コース紹介】
月々の奨学金（高校生3万8千円・専攻科生4 万円）と
入学金35万円（高校生入学金20万円・専攻科進級金15万円）が貸与されます。

Ⅰ

入学時
納入金

コース

0

0

月々の
納入金

＋

円

適 用条件

・看護師国家試験合格
・卒業後、
委託病院で
4 年間の勤務

円

月々の奨学金（高校生2万8千円・専攻科生3万円）と
入学金35万円（高校生入学金20万円・専攻科進級金15万円）が貸与されます。

Ⅱ

入学時
納入金

コース

0

1

月々の
納入金

＋

円

Ⅲ

20
＋
専攻科進級金 15 万円

コース

万円

月々の
納入金

1

5年間で
207万8千円
適 用条件

振り付けから歌、衣装まで考え参加している「よさこい祭り」を
はじめ、模擬店出店で売上を競う「中央祭」。登校してから下校
時間まで仮装で過ごす
「ハロウィン」
。
県内最大のイベントホール
“オレンジホール”で開催される「芸術祭」など、高知中央高校な
らではの楽しいイベントが毎年行われます。
※昨年はコロナ禍の為よさこい、中央祭は中止。芸術祭は本校体育館で開催しました。

・看護師国家試験合格
・卒業後、
委託病院で
3 年間の勤務

万円

月々の奨学金（高校生2万8千円・専攻科生3万円）が貸与されます。
入学時納入金

5年間で
267万8千円

万円

5年間で
172万8千円
適 用条件

・看護師国家試験合格
・卒業後、
委託病院で
2 年 6 ヶ月間の勤務

充実路線で安心・便利「無料スクールバス」
！
■来年度予定路線図
旭線

※利用乗客数により路線系統の改変や通過時間が変更になる場合があります。

ローソン朝倉店 イオン旭店 上町5丁目 上町2丁目 上町1丁目

7:35

7:45

7:50

7:52

学校

県庁前

7:53

7:55

甲殿

7:33
仁ノ

200円食べ放題学食で学べる食育の推進！
TBS系バラエティ番組など、多くのマスコ
ミに取り上げられた食堂では糖質、脂質、
たんぱく質の３大要素にビタミン、ミネラ
ル、食物繊維とバランスのとれた食事を昼
食時には200円食べ放題で提供し、特に夕
食時は親元を離れた寮生たちと、担当教職
員が共に食事を摂りコミュニケーション
をとりながら食事マナーや栄養バランス
を考えた食事方法を指導しています。

鳴川通り

7:14

新居立石東

7:28

7:26

大谷東

7:07

7:25

7:20
槇山

神原船戸

多ノ郷駅

神田縄

池の内第一

7:18

7:24

南横町

春野新川通り

7:03

6:42

須崎線

城山

いの線

7:15

7:13

高岡線

7:46

横浜ニュータウン第一

7:45

7:30

7:33

南ニュータウン1丁目

7:32

城山線

春野線

種間寺

7:17

元春野庁舎

7:20

7:43

蓮池線

山田駅通

7:52

古町通

7:48

工科大入口

7:42

工科大線

7:41

南ニュータウン3丁目

長浜線

7:58

桟橋1丁目

高知駅線

長宗我部元親像

7:10

7:13

団地西口

横浜ニュータウン

河の瀬

長谷寄通

7:35

変電所前

7:33

7:10

7:18

変電所通

7:35

7:25

一宮神社前

7:53

瀬戸サニーマート

天王サンプラザ前

7:19

7:54

桟橋5丁目

7:38

7:35

7:20

7:14

7:10

横浜

勝負川

サニーマート東口

高岡高校

7:39

家俊

塚地集会所前

7:19

7:42

7:40

桟橋3丁目

7:52

山田西町3丁目

7:52

高知駅
天王

西灘

伊野駅

7:07

7:24

8:04

枝川

サニーアクシス前

山田西町

後免駅線

高知駅

7:44

明ヶ谷

宇佐東町

7:13

7:25

7:21

新崎

7:50

針木

茶園

8:03

JR後免駅

バイパス八代通
国立病院前

7:13

白菊園前

西芝

7:20

JR後免駅

8:01

8:00

天崎

7:31

後免西町

平和団地西

7:25

高知駅
7:58

乗車場所
通過予定
時刻

※図は各コースのイメージ図です。
※通過予定時間は、交通事情等に
より前後します。

様々な部活動が全国の舞台で活躍中！
銃剣道部

女子硬式野球部

第33回
全国高校生銃剣道大会

第25回全国高等学校
女子硬式野球選手権大会

団体

甲子園

日本一

準優勝

ダンス部

全国高等学校
ダンスドリル選手権大会2021
HIPHOP男女混成small
HIPHOP女子small

準優勝
世界3位・日本一8回

陸上部

サッカー部

第100回
全国高校ラグビー大会

第71回全国高校学校
駅伝競走大会2020予選

令和3年度
高知県高等学校総合体育大会

通算6回

全国高校駅伝出場

インターハイ
通算3回出場

優勝

優勝

ハンドボール部

第73回全国高等学校
バスケットボール選手権大会
ウィンターカップ2020

令和3年度
全国高等学校総合体育大会
インターハイ

ベスト16

3位

テニス部

ラグビー部

花園出場

女子バスケットボール部

令和3年度
高知県高等学校総合体育大会
男子団体・シングルス・ダブルス
女子シングルス・ダブルス

優勝
インターハイ
通算2回出場

少林寺拳法部
令和3年度
高知県高等学校総合体育大会

男女団体演武

優勝
インターハイ
通算3回出場

入試日程

入試情報および
各種お問い合わせは
こちらから！

看護学科
令和 3年

特別推薦入学試験

12 18 土

願書締切
令和3年

12月13日（月）

全学科
令和 4年

推薦入学試験

1 13 木

願書締切
令和4年

1月6日（木）

全学科
令和 4年

一般入学試験

1 21 金

願書締切
令和4年

1月18日（火）

清和女子 高等学校

〒783-0007
高知県南国市明見 98
TEL（088）863-1200
Email seiwa612@seiwa-girl.ed.jp

清和で「幸せな高校生活」を過ごしてください
高校進学を考える時に 「楽しい高校生活を送りたい」 と願うのはふつうです。 問題は 「楽しい」 の中身です。 楽しいとは一
般的に「満ち足りて快適なこと」です。「楽しい＝楽（らく）」ではありません。 転入生だった卒業生が文集に次のように書きました。
「以前の学校は片道たった 10 分の通学がしんどくて仕方なかったのに、 清和へ毎日 40 分かけて自転車で通うのは、 まったく
しんどいとは思いませんでした。」 この言葉からも 「楽しい高校生活＝楽な高校生活」 ではないことがわかります。 楽しい高校
生活には、 心がつらくなった時に、 自分を受けとめてくれる人がいることや、 物事がうまくいかず空回りした時に、 自分を受
け入れてくれる空気があることが必要です。 清和はそうした人と空気でいっぱいです。 楽しいと感じると肩の力が抜けて、 自
分らしく過ごせるようになります。 エネルギーが湧いてきて学びたくなります。 それを言い換えると 「幸せな高校生活」 となり
ます。 清和でぜひ幸せな高校生活を過ごしてください。

「幸せな高校生活」 は毎日の授業から始まります
1 日 6 ～ 7 時間の授業をただガマンして受けるとしたら、 これほどつらくむなし
いことはありません。 清和は授業を受ける生徒たちの立場に立って進めます。 各
教科の取り組み方をいくつか紹介します。
国語

心に触れる瞬間と手応えを大切にする時間

数学

「数学を学ぶ」 ではなく 「数学で学ぶ」 を大切にする時間

英語

使える英語を自分のものにして 「世界に通じる窓」 を開く時間

理科

科学の不思議を一緒に感動する時間

芸術

一人ひとりに与えられた賜物 （才能） を引き出す時間

聖書

自己肯定感をしっかり持った人になるための時間

「幸せな高校生活」 には
行事への取り組みと達成感が欠かせません
清和の学校生活に行事は欠かせません。 行事に取り組むことで得られる
達成感が毎日の授業に積極的に取り組むエネルギーになります。 準備段
階から本番までのプロセスと、 生徒の主体的な取り組みを大切にします。
行事が苦手な生徒も、 苦手なりの取り組み方があると考えています。

SEIWA Jr. & Sr. High School

「幸せな高校生活」 がその先の生活につながります
清和は 120 年前の創立当初から心身のバランスが取れ
た人を育てるために、 キリスト教による人間教育を行って
きました。 高校 3 年間の進路指導もその考えに基づいて行
います。 一人ひとりに寄りそう進路指導ができるのは小人
数だからです。

保護者の方にとって 「幸せな高校生活」

「幸せな高校生活」 を過ごした
卒業生の言葉を紹介します

とは何かを考えました
「私立高校はお金がかかる」 というのは一つの思
い込みです。 10 年前から、 私立高校の授業料を国
が支援する就学支援金制度という仕組みが設けられ
ています。 この制度によって、 現在清和に通う約
70％の生徒は、 年間授業料 396,000 円 （施設
設備費を含む） が無償になっています。 また、 清
和独自の奨学金制度もあります。

先生が生徒の人間性をちゃんと見てくれるし、 誰かが
怒鳴られながら叱られるのを見たこともありませんでし
た。 私が清和で学んだことは、 自分を大切にすること
が、 どれだけ大事かということです、 睡眠をちゃんと
とること、 好きなことに時間を費やすこと、 そうやっ
てできた心の余裕は、 他人に優しくするためのエネル
ギーになることでした。」

Event Information

11.6（土） 11 月のオープンスクール
11 月
～ 12 月

「この学校では、 勉強がすべてではありませんでした。

詳しい「清和の教育」は
ホームページか学校案内をご覧ください。

イブニング個別相談会

進路実績

部 活 動

2022 年度入学試験日程
推薦 ・ 特待生入学試 験 日

一 般 入 学 試験 日

2022 年

2022 年

1/13

木

願書受付 2020 年 1/4 ～ 1/12

1/21 金
願書受付 2020 年 1/4 ～ 1/20

奨学金制度
お問合わせ ・ ご相談はお気軽にご連絡ください。

℡ （088） 863-1200
月
日
当番

太平洋学園高等学校

太平洋学園高等学校は「昼間定時制課程」と「通信制課程」の学校です。
本来、定時制課程は月曜日から金曜日まで1日4時間授業では卒業までに4年かかりますが、定通併修制度という
制度を利用して3年間で卒業を可能にしました。
「定時制課程」と「通信制課程」のある学校だからできるカリキュラムです。

定時制課程
定時制課程は二部制です。9：00～14：55の時間帯に、自分のライフスタイルに合わせて登校時間を選び、月～
金に1日3～4時間の授業受講により3年間で卒業を目指します。登校時間は半年ごとに変更も可能です。
通信制課程
通信制課程は定められた回数のレポート（報告課題）を提出期限内に合格することと、定められた時間のスク
ーリング（面接指導）を受講して単位認定試験を合格することにより、3年間で卒業を目指します。

・スクールソーシャルワーカーが常駐しています。また、スクールカウンセラーやキャリアカウンセラーにも
相談できる体制があり、相談内容によって専門的立場で支援できる体制があります。
・学習支援員として大学生や大学院生が授業や補習に入り、学習のサポートをしてくれたり、仲間づくりの手
伝いや相談相手にもなってくれています。
・自分が相談しやすいと感じる教員を選んで登録する「スクールアドバイザー制度」があります。
・中学校の学び直しや、上級学校進学に向けた補習の時間があります。また、その補習の時間にも教員と学習
支援員を常駐させており、誰でも気軽に勉強が出来る環境を作っています。
・長期休業期間は進学希望者には進学補習を実施し、就職希望者で就労に不安を抱える生徒には県内企業と連
携して職業体験を実施しています。
進路
本校は、進学は4年制大学・専門学校・職業訓練校等、就職も県内外の企業や支援機関と連携して進路実現を目
指すなど、生徒の幅広いニーズに応えて対応しています。近年では、県内国公立大学への進学者も継続して出
ております。進路指導では、進学補習や進路ガイダンスなどの全体的な支援だけでなく、きめ細やかな個別対
応も心掛けています。また各種奨学金や、その他教育費についての相談も丁寧に対応しています。
2022年度入学検定試験
学校長推薦・特別推薦①
出願期間 ： 2022年1月4日（火）～7日（金）
検 定 日 ： 2022年1月13日（木）
一般・自己推薦・特別推薦②
[定時制課程]
出願期間 ： 2022年1月19日（水）～1月28日（金）※土日は除く
検 定 日 ： 2022年2月 5日（土）
一般・特別推薦②
[通信制課程]
出願期間 ： 2022年3月10日（木）～3月17日（木）※土日は除く
検 定 日 ： 2022年3月10日（木）～3月17日（木）※土日は除く
パンフレット、入試要項の配布や学校見学のご相談も気軽にお問い合わせください。
〒780-0061 高知市栄田町1丁目3番8号

TEL 088－822-3584

FAX 088－822-3585

土 佐 塾 高等学校
山の上から未来を望む

＜一般入試＞
1. 試験日日

令和 4 年 1 月 21 日(金)

2. 受験資格

下記(1)(2)の要件をともに満たす方
(1)令和 4 年 3 月中学校卒業見込みの方、又は令和 3 年 3 月中学卒業の方
(2)本校の教育方針に賛同される保護者の子女

3. 募集人数

第 1 学年男女合計 45 人（推薦・一般入試合計）

4. 試験科目

数学・英語(リスニングテスト含む)・面接

＜推薦入試＞
1. 試験日

令和 4 年 1 月 13 日(木)

2. 受験資格

下記(1)(2)の要件をともに満たす方
(1)令和 4 年 3 月中学校卒業見込みの方
(2)本校の推薦基準を満たし、中学校長が責任をもって推薦する方

3. 推薦基準

下記(1)～(3)の要件を満たしていること。
(1)中学 3 年時の成績がクラス又は学年の上位にあるか、この基準に達しない場合でも、芸術・文
化・スポーツ・その他の活動において顕著な実績を挙げ、学校を代表する生徒として推挙ができ
ること。
(2)大学進学を目指し、自ら土佐塾高等学校で学ぶことを志願している生徒であり、健康面・学習能
力面で入学後の勉学に支障がないこと。
(3)合格した場合、土佐塾高等学校への入学を確約できること。

4. 募集人数

第 1 学年男女合計 45 人（推薦・一般入試合計）

5. 選抜方法

作文および面接の結果と、本人および中学校より提出された出願書類を総合審査し、合否を判定する。

土佐女子 高等学校
こんな学校です

明朗・聡明・愛情・気品

を教育方針に、社会の変化に対応

した女性の育成を目指します。

↑ 礼法・茶道・華道・着付けの授業の一環、「８月７日夏のオープンスクール」でのおもてなしの様子
本校の歴史は古く、1902年(明治35年）に私立土佐女子として、高知市升形に校舎を構え4月18日に開校しまし
た。翌年、高知共立学校と合同し、現在の追手筋に移転しました。
それから歴史を刻み、来年2022年には、創立120周年を迎えます。
1949年(昭和24年)から1990年(平成2年)までの約41年間の長きにわたり学校長を務めた、木戸耕作先生は「女
子が男性の活躍の陰になってはいけない。女性は一個の人間として自分の能力を開花することが必要だ、そして
女性の能力をよりよく開花させるには女子校が適している。」と女子教育を貫きました。先人たちの熱き思いを
継承し、土佐女子独自の女子教育を通して多様化する時代にも通用する人間力を養います。
日本伝統の作法を学び、場に応じた美しい立ち居振る舞いや作法を体得し、女性としての品格を高めます。

授業の風景

礼 法

華 道

茶 道

着付け

卒業生は３万人を超え、様々な分野で活躍をしています。その中には、
著名な人物が多数存在します。スポーツ界では、世界を舞台に活躍した、
オリンピアン３名と世界選手権代表選手２名を輩出しています。
（写真）左から

竹島晶代（モスクワオリンピックバレーボール日本代表）、宮
本葉月（東京オリンピック飛込日本代表）、濵田美穂（世界選手権サラエボ大会
卓球ダブルス優勝）

土佐女子の一員となるために
令和３年度（令和４年入学生）土佐女子高等学校入試概要
推薦入学試験

試 験 日：令和4年1月13日(木)午前8時30分～(合格発表14日付で通知)
出願期間：令和3年12月20日(月)～令和4年1月11日(火)午後1時まで
試験科目：小論文(60分)・面接
一般入学試験 試 験 日：令和4年1月21日(金)午前8時30分～(合格発表22日ホームページ上に掲載)
出願期間：令和4年1月11日(火)～令和4年1月19日(水)午後1時まで
試験科目：国語(50分)・英語(50分)・数学(50分)・面接

高校１年生では、中学校時の基礎期に身につけた学力を土台として、応用

高校生活の様子です

力や自己考察力を伸ばす充実期とします。
高校２年生、３年生では、きめ細やかな指導で志望校への進学を実現させ
るための発展期とします。

その１． クラス編成 個々のニーズに合わせて希望の進路への実現をサポート
〈高１〉５クラス
〈高２〉５クラス
〈高３〉５クラス

特別進学クラス（１）
特別進学クラス（１）
特別進学クラス（１）

一般選抜を中心に多様な入試に対応

〈進路先〉難関国公立大学・難関私立大学

進学クラス（３）
進学クラス（４）
進学クラス（４）

新入生クラス（１）

総合型・学校推薦型選抜など多様な入試に対応

国公立大学・私立大学・短期大学・専門学校

新入生クラス……高校から入学する皆さんは、このクラスに所属し、基礎学力定着と部活動等の両立を図り
ます。礼法、華道、茶道、着付けなどの授業で美しい立ち居振る舞いを身に付けます。

進学クラス……基礎学力定着と部活動等を両立させます。各種検定取得のサポートや表現力を充実させます。
特別進学クラス…授業でも発展的演習に取り組みます。放課後補習や長期休暇補習で実践力を養成します。
その２． 充実した設備 見て聞いて伝え合う、多種多様な学びで実力を身につける
電子黒板内蔵プロジェクター全教室に設置：デジタル教材を用いて、たくさんの情報をもとに他者との対
話を深め、自分の考えを整理し、言葉を紡ぐといった体験を大切にした授業を行います。

多種多様な特別教室 スポーツや芸術分野において、潜在する能力の開花や個性を生かし伸ばしていきます。
（例：音楽に関する教室は７教室、家庭科３教室、美術３教室、和室２室など、プールは５階屋上です。）

冷暖房全教室に完備：季節に応じ、健康管理に十分な配慮のもと快適な学校生活を送ります。
食堂・自動販売機 セブンイレブンの自動販売機を設置、食堂や図書室屋上テラスをはじめ校内のベンチで、
自分に合わせた食事を仲間と楽しくいただきます。

その３． 部活動 「文武両道」の志のもと、全国の舞台で活躍する選手を多数輩出
熱心な指導者のもと、授業では得られない貴重な成長の機会が得られます。
運動部：バスケットボール部・バレーボール部・バドミントン部・ソフトテニス部・テニス部・卓球部
陸上部・水泳部・弓道部・剣道部・体操新体操部・ダンス部・バトン部・空手同好会（全14部）
文化部：コーラス部・ピアノエレクトーン部・吹奏楽部・邦楽部・フォークソング部・美術部・書道部
華道部・茶道部・家庭科部・社会部・放送部・生物部・化学部・天文部・写真部・ＰＦＣ部
ＥＳＳ部・ＪＲＣ部・演劇部・囲碁部・マンガサークル部・紅茶研究会（全23部）

祝

令和３年度全国大会（全国総合体育大会・全国総合文化祭他）出場部活動〔令和3年8月31日現在〕
◎バドミントン部 ◎卓球部 ◎水泳部 ◎弓道部 ◎バトン部 ◎邦楽部 ◎生物部 ◎放送部

その４． 学校行事 他者と過ごす学校生活の中で、思いやりの心と自立心を育む

本校厳選行事は!! ♪ 入学式・創立記念日（4月） ♪ 校内音楽コンクール・進路ガイダンス（6月）
♪ 音楽会・文化祭・運動会（9月） ♪ 修学旅行（10月） ♪ 予餞会（1月）
♪ 高校卒業式（1月） ※その他、たくさんの行事があります。
入学から３年後の、高校卒業式では感動のクライマックスが待っています。本校の式典は、厳粛で盛大であり
伝統のある自慢の行事です。巣立った卒業生たちは、さらに自身を高めるために次のステージへと進みます。

卒業後の進路状況です

（過去３年間の主な進路先）

【国立大学】お茶の水女子大・大阪大・神戸大・茨城大・山梨大・島根大・香川大・愛媛大・高知大・
熊本大
【公立大学】都留文科大・神戸市外大・高知県立大・高知工科大 他
【私立大】明治大・青山学院大・立教大・法政大・獨協大・東洋大・明治学院大・國學院大・同志社大
立命館大・関西大・関西学院大・京都女子大・同志社女子大・神戸女学院大・松山大 他
土佐女子高等学校は、〒780-0842 高知市追手筋2-3-1 ℡:088(875)3111 mail:orange@tosajoshi-jh.ed.jp です。

個性を育てる︑

のびのび学べる︑

私立のチカラ

高知高等学校

高知学芸高等学校

http://www.kochigakuen.jp/

http://www.kochi-gakugei.ed.jp/

〒780-0956 高知市北端町100
TEL.088-840-1111
FAX.088-844-7578
E-mail kochi-h@kochigakuen.jp

〒780-8084 高知市槙山町11-12
TEL.088-844-1831
FAX.088-840-3236
E-mail gakugei@kochinet.ed.jp

高知中央高等学校

清和女子高等学校

http://www.kochi-chuo.ed.jp/

http://seiwa-girl.ed.jp/

〒783-0007 南国市明見98
TEL.088-863-1200
FAX.088-863-1289
E-mail seiwachs@seiwa-girl.ed.jp

〒781-5103 高知市大津乙324-1
TEL.088-866-3166
FAX.088-866-1400
E-mail info@kochi-chuo.ed.jp

太平洋学園高等学校

土佐高等学校

http://www.taiheiyo.ed.jp/

https://www.tosa.ed.jp/

〒780-0061 高知市栄田町1丁目3-8
TEL.088-822-3584
FAX.088-822-3585
E-mail taiheiyo@taiheiyo.ed.jp

〒780-8014 高知市塩屋崎町1丁目1-10
TEL.088-833-4394
FAX.088-833-7373
E-mail tosa@tosa.ed.jp

土佐塾高等学校

土佐女子高等学校

https://www.tosajuku.ed.jp/

https://www.tosajoshi-jh.ed.jp/

〒780-8026 高知市北中山85
TEL.088-831-1717
FAX.088-831-1573
E-mail koho@tosajuku.ed.jp

〒780-0842 高知市追手筋2-3-1
TEL.088-875-3111
FAX.088-875-2726
E-mail orange@tosajoshi-jh.ed.jp

明徳義塾高等学校

〒785-0195 須崎市浦ノ内下中山160
TEL.088-856-1211
FAX.088-856-3214
E-mail info@meitoku-gijuku.ed.jp

https://www.meitoku-gijuku.ed.jp/

それぞれの高等学校に関する個別のお問い合わせは、
直接各校までお願いします。

発行元

高知県私立中学高等学校連合会

〒780-0842 高知市追手筋2-3-1 学校法人土佐女子高等学校内
TEL.088-825-3363 FAX.088-881-6986
E-mail kochi-shigaku@mc.pikara.ne.jp

kochi-shiritsuchuko.com

乱丁・落丁のお取り替え、あるいは追加のご希望など、この冊子に関するご連絡は上記事務局までお願いします。

