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八戸学院光星高等学校入学検査要項
学校法人光星学院における入学金給付制度について

スクールバス利用について

令和５年度入学検査の概要

特別進学コース
進学コース
総合学習コース
スポーツ科学コース

中学校を卒業、および、令和５年３月中学校
卒業見込みの者とします。

普　通　科

出願資格

科

募集人員：２学科６コース　　合計360名
コ　ー　ス 募 集 人 員

270名（男・女）

90名（男・女）保育福祉科
保育コース
福祉コース

八戸学院光星高等学校 
〒031－8507
青森県八戸市湊高台六丁目14番５号 
TEL　0178－33－4151
FAX　0178－35－2859

願書提出先

１．対　象　者
（１） 本学院が設置する学校の卒業生・卒園生
（２） 本学院が設置する学校の卒業生・卒園生のご子息・ご令嬢
（３） 本学院が設置する学校に在籍する学生・生徒・幼稚園生の兄弟姉妹
（４） 本学院が設置する学校に同時に入学・入園する兄弟姉妹
〈本学院が設置する学校〉
八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部、八戸学院光星高等学校
八戸学院野辺地西高等学校、八戸学院幼稚園、八戸学院聖アンナ幼稚園、八戸学院第二しののめ幼稚園
※八戸学院光星高等学校専攻科、野辺地工学専門学校、しののめ幼稚園、多賀台幼稚園、白銀幼稚園、びわの幼稚園の卒業生、卒園生も対象。

２．給　付　額
● 八戸学院大学 　　  ２７０，０００円   　　　　 ● 八戸学院大学短期大学部　   ２３０，０００円
● 八戸学院光星高等学校 ６０，０００円（二次入学検査での入学者は８０，０００円）　
● 八戸学院野辺地西高等学校 ６０，０００円（二次入学検査での入学者は８０，０００円）

※兄弟姉妹が同時に入学・入園する場合は、一人分の入学金が給付となります。ただし、異なる学校に入学する場合は、上級学

校の入学金を給付します。

３．手続方法
（１） 入学検査合格後、定められた入学手続期間内に入学金を納入してください。
（２） 入学後、４月末までに所定の申込書にて給付の申請をしてください。
　　 〈申請必要書類〉
　（イ） 入学金給付申請書
　　　　 申請書は一日入学の際に配布します。また、本校ホームページよりダウンロードできます。
　　　 　（ＵＲＬ　https://kh.hachinohe-u.ac.jp/）
　（ロ） 親子・兄弟姉妹関係の確認書類
　　　　 入学者と本学院が設置する学校に在籍する学生・生徒・幼稚園生および卒業（園）生との親子関係または
　　　　 兄弟姉妹関係が確認できるもの。（例　健康保険証の写し、住民票、戸籍謄本等のいずれか）

４．給付方法
　入学金の給付決定後、通知の上、６月末までに入学金を指定の口座へ振り込みます。

①月別分割払いはできません。
②バスの利用変更（乗車・路線変更）の場合は必ず事務室窓口に
　て手続きを行ってください。

一般生徒：往復利用
部活動生：片道利用（朝のみの乗車となります。申請時には、部
　　　　　活動顧問の許可が必要となります。）

乗車時期

市内線 46,200円

57,200円
23,100円

28,600円
46,200円

57,200円
23,100円

28,600円市外線
支払時期 6月末 10月末

区　分 一般生徒 部活動生

※上記金額は税込となります。

一般生徒 部活動生

スクールバス維持費と納入金額（令和3年度実績）

前　　期 後　　期

　本校では、通学のためのスクールバスを運行しています。各路線は、
八戸学院大学・短期大学部の学生や生徒との共同利用です。
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⑤ 特待生制度について ⑥ 高等学校等就学支援金制度について（令和2年度から）

令和5年1月6日（金）～1月11日（水）
※窓口受付は平日９：００～１６：００とします。
※郵送の場合は締切日必着とします。

１．出願期間 ・ 出願方法

２．推薦基準

３．出願手続

４．入学検査日
検査内容

検査会場

５．合格発表

６．入学手続

７．学業特待生基準

８．その他

９．特　典

①推薦入学検査 ②一次入学検査 ③二次入学検査

令和5年1月13日（金） 令和5年2月９日（木） 令和5年3月23日（木）

１）中学校長が責任を持って推薦する者
２）合格後、本校への入学を確約できる者
３）生活態度が良好で、心身ともに健康である者
４）欠席が少なく、人物・学業ともに優秀な者

課題作文　600字　４５分　（テーマは検査当日に発表します。）
個人面接（10分程度）

本校会場 本校会場

学力検査　　国語、英語、数学、社会、理科の５教科
個人面接
１）本校会場
２）三沢会場　　きざん三沢（三沢市堀口17-128）
３）十和田会場　上北地方教育会館（十和田市西三番町4-10）

学力検査　　国語、英語、数学の３教科
個人面接

一次入学検査で定員に満たなかった「コース」についてのみ二次入学検査を行う
ため、希望する「コース」を選択できない可能性があります。

１）推薦入学検査願書（本校所定）
２）調査書（本校所定）
　※青森県のみ県立高校の写し可
　※評定は5段階で記載　　
３）推薦書（本校所定）

１）令和5年1月19日（木）～1月２６日（木）
２）「入学確約書」を提出（郵送または窓口持参）
※本校窓口での手続は平日９：００～１６：００とします。
※郵送の場合、1月26日（木）消印有効

（１）学業特待生制度　　　
　①特　典　教育充実費60,000円を免除。奨学金として授業料年額396,000円を上限に、
　　　　　　授業料から就学支援金を引いた金額を支給します。
　②基　準　推薦入学検査において評定平均4.0以上、一次入学検査において350点
　　　　　　以上の得点者について、審査選考の上で決定します。
　③他校との併願は問いません。
　④単願の場合は入学金60,000円も免除します。　　　
（２）技能特待生制度
　①特　典　入学金60,000円・教育充実費60,000円を免除し、奨学金として授業料年額
　　　　　　 396,000円を上限に、授業料から就学支援金を引いた金額を支給します。
　　　　　　 加えて諸費用のうち、学校行事費・文化体育振興費・進路指導費を免除します。
　②本校単願を出願条件とし、技能特待生推薦書（本校指定）の提出が必要です。
　③一次入学検査の受検があります。
（３）修学奨励生　入学後、個別に審査します。

１）令和5年2月16日（木）～2月24日（金）
２）入学金60,000円を指定の金融機関に振り込んでください。
　※本校窓口での手続は平日９：００～１６：００とします。
　※期日までにこの手続がない場合は、入学辞退とみなします。
　※一旦納入された入学金は、理由の如何にかかわらず返還しません。

評定平均４．０以上の者
※ただし、進級後の継続の可否については、年次ごとに審査します。
　

350点以上の得点者について、審査選考の上で決定します。
※ただし、進級後の継続の可否については、年次ごとに審査します。

・ 合格者のうち評定平均4.0未満の生徒が「学業特待生」を希望する場合は、
　一次入学検査を受検することができます。
・ 不合格の場合は一次入学検査を受検することができます。※受検料は不要

入学金60,000円を免除します。

☆技能特待生もこの受検があります。

１）令和5年3月23日（木）
２）入学金80,000円を本校窓口で直接納入してください。
　※本校窓口での手続は15：００～１7：００とします。
　※時間内にこの手続がない場合は、入学辞退とみなします。
　※一旦納入された入学金は、理由の如何にかかわらず返還しません。

１）一次入学検査願書（本校所定）
２）調査書（本校所定）
　※青森県のみ県立高校の写し可
　※評定は5段階で記載　　
3）技能特待生推薦書（技能特待生のみ）

１）二次入学検査願書（本校所定）
２）調査書（本校所定）
　※青森県のみ県立高校の写し可
　※評定は5段階で記載　　

※　※　※　※　※　※　※　※　※

※　※　※　※　※　※　※　※　※

令和5年1月23日（月）～1月27日（金）
※窓口受付は平日９：００～１６：００とします。
※郵送の場合は締切日必着とします。

令和5年3月16日（木）～3月20日（月）
※窓口受付は平日９：００～１６：００とします。
※郵送の場合は締切日必着とします。

令和5年1月19日（木）　午前9時
※本校玄関に掲示、ホームページ掲載、中学校へ通知します。

令和5年2月16日（木） 　午前9時
※本校玄関に掲示、ホームページ掲載、中学校へ通知します。

令和5年3月23日（木）　午後3時
※本校玄関に掲示します。

※　※　※　※　※　※　※　※　※

※　※　※　※　※　※　※　※　※

※　※　※　※　※　※　※　※　※

④ 第1年次の学費及びその他の費用（令和4年度入学生）

入学金50,000円免除制度について

（１）授業料　　　月額 33,000円
（２）入学金・諸費用など
　　入　学　金　　　60,000円
　　教育充実費　　　60,000円（1年次1回）
　　諸　費　用　　 118,000円（年額）
　　　　　　　　　　　　（内訳）環境整備費　　　　　　3,200円（月額10回）
　　　　　　　　　　　　　　　学校行事費　　　　　　1,800円（月額10回）
　　　　　　　　　　　　　　　文化体育振興費　　　　3,200円（月額10回）
　　　　　　　　　　　　　　　進路指導費　　　　　　2,400円（月額10回）
　　　　　　　　　　　　　　　クラブ長期計画振興費　1,200円（月額10回）　
　　P T A会費　　  10,000円（年額）
　　後 援 会 費 　　　 5,000円（1年次1回）
※入学後の学納金は口座振替による納入となります。
※上記以外、教育活動に係る費用は別途徴収します。

910万円以上
710万円以上910万円未満
590万円以上710万円未満
590万円未満

33,000
23,100
13,200

0

年収目安（親権者合算） 月額授業料

授業料（月額33,000円）

高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、高等学校に在籍する生徒に
対して、国から所得に応じた就学支援金が支給されます。これに伴い月額授業料は下表のよ
うになります。

1　次のいずれかに該当する場合、入学金 60,000 円を 10,000 円に減額します。
　（１）一次入学検査を単願で受検し、合格した場合
　　　（技能特待生、推薦入学者及び単願受検による学業特待生は、従前より入学金は全額免除）
　（２）一次検査合格者のうち、併願校の受検を辞退（単願に切り替え）し所定の期間に入学手続をした場合

2　併願校受検を辞退（単願に切り替え）した場合の入学手続
(1) 提出書類：別紙の「併願校受検辞退証明書」を他の必要書類と一緒に提出してください。
(2) 提出場所：本校事務室窓口（入学金 10,000 円も併せて納入ください）
(3) 提出期間：令和 5年 2月 16日（木）～令和 5年 2月 24日（金）（この期間以外での手続はできません）
　　※遠隔地や諸事情により提出期間内に手続ができない場合は、速やかに総務部にご相談ください。TEL 0178-35-2043（総務部直通）

4）受検料について（推薦入学検査 ・ 一次入学検査 ・ 二次入学検査共通）
　①受検料12,000円
　②銀行振込で振込依頼人は、保護者ではなく受検生氏名とする。受検生氏名の前に「受検種別コード、学校コード」を記入してください。〔別紙〕
　　・ 金融機関窓口の場合は各金融機関所定の用紙で振込み、それを証明するもの（振込金受取書、振込領収書、お客様控え、ご利用明細票等）またはコピーを願書裏面に貼付
　　・ ATMによる振込の場合はそれを証明するものまたはコピーを願書裏面に貼付　
　　・ ネットバンキングの場合は振込記録画面等を出力して願書裏面に貼付
　③振込手数料は自己負担

振 込 先 : 青森銀行　八戸支店
口座番号 : 普通　3106812
受 取 人 : 八戸学院光星高等学校　校長 中村 良寛
住　　所 : 〒031-8507 青森県八戸市湊高台六丁目14-5
電　　話 : 0178-33-4151


