
８．特典一覧

※ 実際の支給額は授業料より就学支援金額を差し引いた額となります。

※ S・A特待生の納付金は、活動奨励金からの支払いと相殺になり、ご家庭の負担はありません。

※ 1年ごとの見直しを行い、特待生としてふさわしくない状況に至った時には資格が取り消しになる場合があります。

※ ＊同窓特待生とは保護者または姉が本校卒業生徒もしくは在校生徒となります。（ただし、特待生Ｓ～Ｃとの重複不可。）

９．試験科目・時間

10．入学手続き・納付金

※ 納入された納入金は、いかなる理由があっても返還いたしません。

11．入学者招集日
令和5年3月15日(水)　14:00～　　保護者同伴でお願いします。

二次募集生
入学手続き書類及び入学金85,000円を合格発表後から3月15日(水)14:00までに提出・納入するこ
と。

Ｂ

Ｃ
＊同窓特待生

2,000円

Ａ

校納金(月額)

納付金

2,500円

65,000円

2,500円5,000円33,000円0円

2,000円
(教育充実費一部負担)

0円0円

2,500円5,000円33,000円

ー○ ○ ー○

5,000円

0円 20,000円

33,000円

Ｓ 2,000円
(教育充実費一部負担)

入学金
85,000円

合計支給額
(3年間)

諸経費等
活動奨励金

(月額)

0円

33,000円85,000円

面接終了後11:20～12:1010:15～11:059:10～10:008:15～8:30

0円

13:00～
個人面接

0円40,500円2,500円5,000円

実技試験

一般生

①合格者は、入学の意思が確定したら、本校所定の入学確約書を3月15日(水)14:00までに提出すること。
②Ｃ特待生は、入学金の一部20,000円は支払い不要。ただし、3月15日(水)14:00までに入学金の残額
　65,000円を納付すること。

①入学手続き書類を1月27日(金)までに提出すること。(ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②窓口での入学金の支払いは不要。

一芸特待生

専願生
同窓特待生

学業特待生

Ｓ～Ｃ

・同窓

特待生

専願生

①入学手続き書類を1月27日(金)までに提出すること。（ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②Ｓ～Ｂ特待生については窓口での入学金の支払いは不要。
③Ｃ特待生・同窓特待生は入学金の一部20,000円は支払い不要。ただし、3月15日(水)14:00までに
　入学金の残額65,000円を納付すること。

①入学手続き書類及び入学金の一部20,000円を1月27日(金)までに提出すること。
　(ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②3月15日(水)14:00までに入学金の残額65,000円を納付すること。

Ｂ・Ｃ

・同窓

特待生

一般生

①B特待生は窓口での入学金の支払いは不要。
②入学の意思が確定したら、本校所定の入学確約書を3月15日(水)14:00までに提出すること。
③Ｃ特待生・同窓特待生は、入学金の一部20,000円は支払い不要。ただし、3月15日(水)14:00までに
　入学金の残額65,000円を納付すること。

①入学手続き書類及び入学金の一部20,000円を2月17日(金)までに提出すること。
　(ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②入学の意思が確定したら、本校所定の入学確約書と入学金の残額65,000円を3月15日(水)14:00まで
　に提出すること。
※②の分については辞退者は納入の必要はありません。

二次募集生 ○

合格区分

後援会費諸経費授業料

20,000円

85,000円

1,741,000円

2,191,000円

40,500円

専願生
一般生

数学英語国語受付

0円

10,000円

0円

0円

4,500円2,500円

40,500円

〇普通科は、２年次よりみらいくるコース、観光・ビジネスコース、進学・グローバルコースに分かれる。

〇家庭科は、２年次よりファッションデザインコース、フードデザインコース、保育ふくしコースに分かれる。

３．出願書類

専願

併願

４．受験料

(HPよりダウン

ロードもできます)

菊池女子高等学校

出願期間

推薦書
（本校指定のもの）

３月８日（水）
14:00

合格発表

令和5年２月８日（水）
 ～３月８日（水）

※3月8日(水)に入学願書提出の場合は、前日までに中学校よりご一報いただき、試験日の8時15分までにお願いします。

学校法人　菊池女子学園

生徒募集要項(二次募集)
令和５年度

併願可

出願区分

２．受験に関する日程

試験日

二次募集生

入学願書（色）
（4cm×3cm写真添付）

３月８日（水）

受付8:15～　集合8：30

出願区分・出願条件

　・志望可能学科・特典は

　一般生に準ずる

白 〇 ―

若干名募集休止若干名若干名

※希望人数によっては開講出来ない場合もあります。

調査書
（公立高校提出用可）

１０，０００円　　（受付時間９：００～１６：００　土・日・祝日を除く）

※本校専用の振込依頼書を使用して銀行でお振込み頂くか、現金で納付してください。

※銀行振り込みの受付は、令和４年12月1日（木）からとなります。

※銀行振り込みをされた場合、振込金受取書・振込受付書、またはご利用明細を願書裏面に添付してください。

　ご依頼人には受験生氏名を記入。払込手数料はご負担ください。受験料の領収書が必要な方はコピーを各自

　お取りください。納入された受験料は理由のいかんにかかわらず返還いたしません。

　　金融機関名：熊本 銀行   菊池 支店

　　口座番号：普通預金  396002

　　口座名義：学校法人菊池女子学園　理事長　荒木 真紀子(ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｷｸﾁｼﾞｮｼｶﾞｸｴﾝ  ﾘｼﾞﾁｮｳ  ｱﾗｷﾏｷｺ）

※令和2年7月豪雨災害による罹災証明書(半壊以上)または、長期避難世帯証明書を提出の場合は受験料を免除

　とします。

※学業特待生・専願生志望が不合格の場合、一般生の再受験料は免除とします。

二次募集生
〇

１．募集人員

普通科 家庭科 社会福祉科 計

○校納金(月額）　令和５年度予定

○その他の必要経費

◆寮費（月額）　令和4年度現在

　菊池女子高等学校
　　〒861-1331　熊本県菊池市隈府1081番地
　     （0968） 25-3032
     　 （0968） 25-3180

40,000円

FAX
TEL

※ 令和2年7月豪雨災害による罹災証明書（半壊以上）または、長期避難世帯証明書を提出の場合、
　入学年度１年間のスクールバス代を免除とします。

クラス費(年額)

スクールバス

関係

（希望者のみ）

入寮費
（入寮時のみ）

20,000円

寮費
（維持管理費、生活・食事費、運営費含む）

○本校独自の特待制度　　○熊本県育英資金　その他

◆育英制度

　※乗降場所により金額は変わります。
　※路線バス定期の約3分の2以下の額で運行します。

☆申込金　１0,000円／年（保険料等を含む）
☆月　額　4,000円～19,000円程度（令和4年度現在）

40,000円程度（オンライン学習支援システム料等を含む)

2,000円 40,500円

年額10,000円程度
（材料代等）

家庭科
社会福祉科

(令和5年度募集休止)

※2年次、介護職員初任者研修

受講費用15,000円、毎年度、

介護福祉士国家試験受験資格

受講費用年額20,000円は熊本

県より助成が受けられます。

各科必要経費

年額１0,000円程度
（助成金以外の必要経費）

※1年次、介護職員初任者研修

受講費用は熊本県より15,000

円の助成が受けられます。

※フードデザイン・ファッ

ションデザインコースは別途

材料費がかかります。

年額10,000円程度
（模試・検定料等）

※みらいくるコース２

年次、介護職員初任者

研修受講費用は熊本県

より15,000円の助成が

受けられます。

修学費及び育英制度・寮費

◆修学費

※姉妹で在籍の場合、妹の後援会費は納入の必要はありません。

普通科

2,500円

教育充実費

0円 3,000円

授　業　料
諸経費

後援会費 合計

33,000円

※授業料は、高等学校等就学支援金の申請をすることにより、国から各ご家庭の所得に応じて、
　月額９，９００円または３３，０００円が、支給されます。（ただし、所得によっては、支給
　の対象外となるご家庭もあります）

消耗諸費施設費

５．受験当日の携行品

６．合格発表

●専願生・同窓特待生

受験票、筆記具（定規・コンパス・分度器は不要)、上ばき、昼食（一般生を除く)を持参ください。携帯電話等移動通信
機器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計等、試験の公平さを損なう恐れのある物は持ち込み
出来ません。また、各教室に時計は設置されているため腕時計等も必要ありません。

電話にて中学校に連絡し、その後、書類等を中学校宛に郵送いたします。

志望可能学科

７．出願区分・出願条件・志望可能学科・特典

〇調査書・学力試験・面接・実技試験（必要な者のみ）により総合的に判断し、該当する合格者にはＢ特待生
　以上の特典を与える。

○調査書・学力試験により総合的に判断し、特に学力試験の成績が優秀な合格者には特典を与える。
○バトントワーリング部入部者（初心者）には、特典として初期準備用具等を支給する。(入学後、入部者に限る)

〇同窓特待生はC特待生と同じ。

※ 試験の結果によっては、第２希望に転科合格となる場合があります。

①中学卒業及び中学卒業見込みの生徒
②同窓特待生希望の場合は、保護者または姉が本校卒業生徒もしくは在校生徒
（ただし、特待生Ｓ～Ｃとの重複不可） 全学科

Ｂ・Ｃ・同窓特待生・一般生（特典なし）特典区分

特典

※ 一芸特待生（剣道・吹奏楽・バトントワーリング・その他の特技）受験希望の方は所属中学校を通じ事前にご相談ください。

特典

●一般生

Ｓ・Ａ・Ｂ特典区分

調査書・学力試験・面接により総合的に判断し、該当する合格者には特典を与える。

出願条件

特典

●学業特待生

出願条件

出願条件

特典

●一芸特待生（剣道・吹奏楽・バトントワーリング・その他の特技）

普通科

志望可能学科①中学卒業見込みの生徒
②4年制大学もしくはそれに準ずる進路を目指し、3年間の評定平均が3.5以上の者
③他校との併願ができる

①中学卒業見込みの生徒
②一芸に秀で、入学後も継続して活躍が期待できる者
③中学校長の推薦を受けた者
④合格者は必ず入学すること

○調査書・学力試験・面接により総合的に判断し、特に学力試験の成績が優秀な合格者には特典を与える。
○バトントワーリング部入部者（初心者）には、特典として初期準備用具等を支給する。(入学後、入部者に限る)

〇同窓特待生はC特待生と同じ。

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ特典区分

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・同窓特待生・専願生（特典なし）特典区分

①中学卒業及び中学卒業見込みの生徒
②合格者は必ず入学すること
③同窓特待生希望の場合は、保護者または姉が本校卒業生徒もしくは在校生徒
（ただし、特待生Ｓ～Ｃとの重複不可） 全学科

志望可能学科

全学科
※一芸特待生（剣道）は

普通科とする

志望可能学科

出願条件



８．特典一覧

※ 実際の支給額は授業料より就学支援金額を差し引いた額となります。

※ S・A特待生の納付金は、活動奨励金からの支払いと相殺になり、ご家庭の負担はありません。

※ 1年ごとの見直しを行い、特待生としてふさわしくない状況に至った時には資格が取り消しになる場合があります。

※ ＊同窓特待生とは保護者または姉が本校卒業生徒もしくは在校生徒となります。（ただし、特待生Ｓ～Ｃとの重複不可。）

９．試験科目・時間

10．入学手続き・納付金

※ 納入された納入金は、いかなる理由があっても返還いたしません。

11．入学者招集日
令和5年3月15日(水)　14:00～　　保護者同伴でお願いします。

二次募集生
入学手続き書類及び入学金85,000円を合格発表後から3月15日(水)14:00までに提出・納入するこ
と。

Ｂ

Ｃ
＊同窓特待生

2,000円

Ａ

校納金(月額)

納付金

2,500円

65,000円

2,500円5,000円33,000円0円

2,000円
(教育充実費一部負担)

0円0円

2,500円5,000円33,000円

ー○ ○ ー○

5,000円

0円 20,000円

33,000円

Ｓ 2,000円
(教育充実費一部負担)

入学金
85,000円

合計支給額
(3年間)

諸経費等
活動奨励金

(月額)

0円

33,000円85,000円

面接終了後11:20～12:1010:15～11:059:10～10:008:15～8:30

0円

13:00～
個人面接

0円40,500円2,500円5,000円

実技試験

一般生

①合格者は、入学の意思が確定したら、本校所定の入学確約書を3月15日(水)14:00までに提出すること。
②Ｃ特待生は、入学金の一部20,000円は支払い不要。ただし、3月15日(水)14:00までに入学金の残額
　65,000円を納付すること。

①入学手続き書類を1月27日(金)までに提出すること。(ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②窓口での入学金の支払いは不要。

一芸特待生

専願生
同窓特待生

学業特待生

Ｓ～Ｃ

・同窓

特待生

専願生

①入学手続き書類を1月27日(金)までに提出すること。（ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②Ｓ～Ｂ特待生については窓口での入学金の支払いは不要。
③Ｃ特待生・同窓特待生は入学金の一部20,000円は支払い不要。ただし、3月15日(水)14:00までに
　入学金の残額65,000円を納付すること。

①入学手続き書類及び入学金の一部20,000円を1月27日(金)までに提出すること。
　(ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②3月15日(水)14:00までに入学金の残額65,000円を納付すること。

Ｂ・Ｃ

・同窓

特待生

一般生

①B特待生は窓口での入学金の支払いは不要。
②入学の意思が確定したら、本校所定の入学確約書を3月15日(水)14:00までに提出すること。
③Ｃ特待生・同窓特待生は、入学金の一部20,000円は支払い不要。ただし、3月15日(水)14:00までに
　入学金の残額65,000円を納付すること。

①入学手続き書類及び入学金の一部20,000円を2月17日(金)までに提出すること。
　(ただし、土・日・祝日を除く17:00まで)
②入学の意思が確定したら、本校所定の入学確約書と入学金の残額65,000円を3月15日(水)14:00まで
　に提出すること。
※②の分については辞退者は納入の必要はありません。

二次募集生 ○

合格区分

後援会費諸経費授業料

20,000円

85,000円

1,741,000円

2,191,000円

40,500円

専願生
一般生

数学英語国語受付

0円

10,000円

0円

0円

4,500円2,500円

40,500円

〇普通科は、２年次よりみらいくるコース、観光・ビジネスコース、進学・グローバルコースに分かれる。

〇家庭科は、２年次よりファッションデザインコース、フードデザインコース、保育ふくしコースに分かれる。

３．出願書類

専願

併願

４．受験料

(HPよりダウン

ロードもできます)

菊池女子高等学校

出願期間

推薦書
（本校指定のもの）

３月８日（水）
14:00

合格発表

令和5年２月８日（水）
 ～３月８日（水）

※3月8日(水)に入学願書提出の場合は、前日までに中学校よりご一報いただき、試験日の8時15分までにお願いします。

学校法人　菊池女子学園

生徒募集要項(二次募集)
令和５年度

併願可

出願区分

２．受験に関する日程

試験日

二次募集生

入学願書（色）
（4cm×3cm写真添付）

３月８日（水）

受付8:15～　集合8：30

出願区分・出願条件

　・志望可能学科・特典は

　一般生に準ずる

白 〇 ―

若干名募集休止若干名若干名

※希望人数によっては開講出来ない場合もあります。

調査書
（公立高校提出用可）

１０，０００円　　（受付時間９：００～１６：００　土・日・祝日を除く）

※本校専用の振込依頼書を使用して銀行でお振込み頂くか、現金で納付してください。

※銀行振り込みの受付は、令和４年12月1日（木）からとなります。

※銀行振り込みをされた場合、振込金受取書・振込受付書、またはご利用明細を願書裏面に添付してください。

　ご依頼人には受験生氏名を記入。払込手数料はご負担ください。受験料の領収書が必要な方はコピーを各自

　お取りください。納入された受験料は理由のいかんにかかわらず返還いたしません。

　　金融機関名：熊本 銀行   菊池 支店

　　口座番号：普通預金  396002

　　口座名義：学校法人菊池女子学園　理事長　荒木 真紀子(ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｷｸﾁｼﾞｮｼｶﾞｸｴﾝ  ﾘｼﾞﾁｮｳ  ｱﾗｷﾏｷｺ）

※令和2年7月豪雨災害による罹災証明書(半壊以上)または、長期避難世帯証明書を提出の場合は受験料を免除

　とします。

※学業特待生・専願生志望が不合格の場合、一般生の再受験料は免除とします。

二次募集生
〇

１．募集人員

普通科 家庭科 社会福祉科 計

○校納金(月額）　令和５年度予定

○その他の必要経費

◆寮費（月額）　令和4年度現在

　菊池女子高等学校
　　〒861-1331　熊本県菊池市隈府1081番地
　     （0968） 25-3032
     　 （0968） 25-3180

40,000円

FAX
TEL

※ 令和2年7月豪雨災害による罹災証明書（半壊以上）または、長期避難世帯証明書を提出の場合、
　入学年度１年間のスクールバス代を免除とします。

クラス費(年額)

スクールバス

関係

（希望者のみ）

入寮費
（入寮時のみ）

20,000円

寮費
（維持管理費、生活・食事費、運営費含む）

○本校独自の特待制度　　○熊本県育英資金　その他

◆育英制度

　※乗降場所により金額は変わります。
　※路線バス定期の約3分の2以下の額で運行します。

☆申込金　１0,000円／年（保険料等を含む）
☆月　額　4,000円～19,000円程度（令和4年度現在）

40,000円程度（オンライン学習支援システム料等を含む)

2,000円 40,500円

年額10,000円程度
（材料代等）

家庭科
社会福祉科

(令和5年度募集休止)

※2年次、介護職員初任者研修

受講費用15,000円、毎年度、

介護福祉士国家試験受験資格

受講費用年額20,000円は熊本

県より助成が受けられます。

各科必要経費

年額１0,000円程度
（助成金以外の必要経費）

※1年次、介護職員初任者研修

受講費用は熊本県より15,000

円の助成が受けられます。

※フードデザイン・ファッ

ションデザインコースは別途

材料費がかかります。

年額10,000円程度
（模試・検定料等）

※みらいくるコース２

年次、介護職員初任者

研修受講費用は熊本県

より15,000円の助成が

受けられます。

修学費及び育英制度・寮費

◆修学費

※姉妹で在籍の場合、妹の後援会費は納入の必要はありません。

普通科

2,500円

教育充実費

0円 3,000円

授　業　料
諸経費

後援会費 合計

33,000円

※授業料は、高等学校等就学支援金の申請をすることにより、国から各ご家庭の所得に応じて、
　月額９，９００円または３３，０００円が、支給されます。（ただし、所得によっては、支給
　の対象外となるご家庭もあります）

消耗諸費施設費

５．受験当日の携行品

６．合格発表

●専願生・同窓特待生

受験票、筆記具（定規・コンパス・分度器は不要)、上ばき、昼食（一般生を除く)を持参ください。携帯電話等移動通信
機器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計等、試験の公平さを損なう恐れのある物は持ち込み
出来ません。また、各教室に時計は設置されているため腕時計等も必要ありません。

電話にて中学校に連絡し、その後、書類等を中学校宛に郵送いたします。

志望可能学科

７．出願区分・出願条件・志望可能学科・特典

〇調査書・学力試験・面接・実技試験（必要な者のみ）により総合的に判断し、該当する合格者にはＢ特待生
　以上の特典を与える。

○調査書・学力試験により総合的に判断し、特に学力試験の成績が優秀な合格者には特典を与える。
○バトントワーリング部入部者（初心者）には、特典として初期準備用具等を支給する。(入学後、入部者に限る)

〇同窓特待生はC特待生と同じ。

※ 試験の結果によっては、第２希望に転科合格となる場合があります。

①中学卒業及び中学卒業見込みの生徒
②同窓特待生希望の場合は、保護者または姉が本校卒業生徒もしくは在校生徒
（ただし、特待生Ｓ～Ｃとの重複不可） 全学科

Ｂ・Ｃ・同窓特待生・一般生（特典なし）特典区分

特典

※ 一芸特待生（剣道・吹奏楽・バトントワーリング・その他の特技）受験希望の方は所属中学校を通じ事前にご相談ください。

特典

●一般生

Ｓ・Ａ・Ｂ特典区分

調査書・学力試験・面接により総合的に判断し、該当する合格者には特典を与える。

出願条件

特典

●学業特待生

出願条件

出願条件

特典

●一芸特待生（剣道・吹奏楽・バトントワーリング・その他の特技）

普通科

志望可能学科①中学卒業見込みの生徒
②4年制大学もしくはそれに準ずる進路を目指し、3年間の評定平均が3.5以上の者
③他校との併願ができる

①中学卒業見込みの生徒
②一芸に秀で、入学後も継続して活躍が期待できる者
③中学校長の推薦を受けた者
④合格者は必ず入学すること

○調査書・学力試験・面接により総合的に判断し、特に学力試験の成績が優秀な合格者には特典を与える。
○バトントワーリング部入部者（初心者）には、特典として初期準備用具等を支給する。(入学後、入部者に限る)

〇同窓特待生はC特待生と同じ。

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ特典区分

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・同窓特待生・専願生（特典なし）特典区分

①中学卒業及び中学卒業見込みの生徒
②合格者は必ず入学すること
③同窓特待生希望の場合は、保護者または姉が本校卒業生徒もしくは在校生徒
（ただし、特待生Ｓ～Ｃとの重複不可） 全学科

志望可能学科

全学科
※一芸特待生（剣道）は

普通科とする

志望可能学科

出願条件


