
学校法人　中川学園

福　祉　科　　男女共学

〒736-0041　　広島県安芸郡海田町大正町2－28

℡（082）823-2272（代）

令　和　２ 年 度

生 徒 募 集 要 項

広島生活福祉専門学校

東海大学付属望星高等学校技能教育連携校



１．募集の科および募集定員等

摘　要

　①中学校在学中人物が優れ学習意欲がある者  令和２年３月中学校卒業見込みの者
　②高校教育に適応できると判断される者  ならびに過年度中学校卒業者
　③合格した場合に必ず本校へ入学する者

 広島生活福祉専門学校用として
　①入学願書　（本校所定のもの）

　②推薦書　（本校所定のもの）

　③受験票・整理票　（本校所定のもの）

　④調査書　（私立高校提出用コピー）

 東海大学付属望星高等学校用として
　⑤入学願書　（望星高等学校所定のもの）

 書類審査・筆記試験（一般常識程度）
 作文・面接

３． （現金または郵便為替）　 18，000円　（望星高等学校分6，000円含む）

４． 合否の結果は中学校へ郵送します。合格者には本人宛に通知します。

５．出願期間および試験日 ・ 合格発表

（木）～ （月） （水） （木）

（火）～ （木） （土） （月）

（木）～ （月） （水） （木）

（火）～ （木） （土） （月）

（火）～ （木） （土） （月）

（火）～ （木） （月） （火）

週５日制（月～金）

区　分

試　験　日 合格発表

令和２年度　　募集要項

推　薦　入　試 一　般　入　試

 左記の①③④⑤

授 業 時 間定　　　　員

中学校卒業者 午前９時15分～午後４時05分
３ 年

入学資格 修業年限

 条件を満たす者

２．出願資格 ・ 出願書類 ・ 選考方法等

福　祉　科 ２５名
男　　女

選考方法
 書類審査・作文・面接

１次

２次
推薦入試

合 格 発 表

区　　分 出　願　期　間

令和2年 １月14日 令和2年 1月16日

一般入試

１次

２次

３次

４次

出願資格

出願書類

検 定 料

 令和２年３月中学校を卒業見込みの者で次の

 推薦入試・一般入試ともに東海大学付属望星高等学校の入試を兼ねています。

令和元年12月25日

令和2年 １月18日

令和元年12月26日

令和2年 １月20日

令和元年12月23日令和元年12月19日

令和2年 2月29日 令和2年 3月 2日

令和元年12月26日令和元年12月25日令和元年12月19日 令和元年12月23日

令和2年 3月24日 令和2年 3月26日 令和2年 3月30日 令和2年 4月 1日

令和2年 １月14日 令和2年 1月16日 令和2年 １月18日 令和2年 １月20日

令和2年 2月25日 令和2年 2月27日



※学費等は出席の有無にかかわらず徴収します。

・教材・雑費等として月々１，000円程度必要です。

・修学旅行費及び卒業アルバム代が３年間で120，000円必要です。

・宿泊研修、遠足等に係る費用は別途徴収します。

　  ・推薦入試及び専願の合格者は指定日までに入学申込金・入学金を納付してください。

　  ・公立・私立併願の合格者は指定日までに入学申込金50，000円を納入し、後日指定日ま

　　　※指定期日までに納入されない場合は、合格を取り消します。

　　  ※入学を辞退された場合、入学申込金及び入学金は一切お返しいたしません。

　　　学費の納入については、全期一括納入または３期分納（４月、７月、11月）で本校指定の

　　  振込用紙にて納付してください。

　　　※就学支援金・授業料等軽減制度、奨学金制度については裏面を参照してください。

６００，０００

７２，０００

６７２，０００

（単位　　円）

合　　　計

４５，６００

‐
４５，６００

望　星　高　等　学　校

〒736-0041　　広島県安芸郡海田町大正町2－28

10．学     　費

広島生活福祉専門学校

施設整備費

６２６，４００

７２，０００

５５４，４００

授　業　料

９． 納　付　金

●入学申込金

●入学金

50，000円

50，000円（望星高等学校分　　20，000円含む）

６． 願書受付時間　　　午前９時～午後５時

７． 出願方法　　本校へ持参または郵送してください。

８． 出願書類および検定料納付 ・ 問い合わせ先

学校法人　　中川学園

広島生活福祉専門学校　　　ＴＥＬ．082－823-2272（代）

合　　　　　計

11．諸　経　費

12．納入方法

＜入学金等＞

　    でに入学金50，000円を納付してください。

＜学　  　費＞



対　　　象・・・・ 中学校長の推薦があり、品行方正で他の生徒の模範となりうる者

中学校３年間の学習成績の平均値が３．５以上の者

２年次からは引き続き成績が学年の３位以内で、他の生徒の模範となりうる者に

限り継続する。

定　　　員・・・・ 年間３名まで

奨学金額・・・・ 授業料全額（望星高等学校分を除く）

期　　　間・・・・ 奨学生採用時より卒業時まで

出　　　願・・・・ 出願は学校を通じて行います。

奨学金額・・・・ 月額　　30，000円（令和元年度）

 　  を軽減する制度です。

　 　入学時納入金を軽減する制度です。

望星高等学校

国の制度 広島県の制度

授業料 施設整備費 就学支援金 広島県軽減額

A Ｂ C D A+B-C-D=E F E+F

①

② ▲２９７，０００ ▲３０３，０００
(A＋B－C）

③
▲２３７，６００ ▲１６２，４００ ２００，０００ ７２，０００ ２７２，０００

（A+B)×2/3-C

④
▲１７８，２００ ＿ ４２１，８００ ７２，０００ ４９３，８００

⑤
▲１１８，８００ ＿ ４８１，２００ ７２，０００ ５５３，２００

⑥
＿ ＿

　　３　就学支援金制度・広島県授業料等軽減制度（返還義務なし）

奨　学　金　制　度　

授業料等

納入すべ
き授業料

　　　単位円　（年額）

対　　象　　者

広島生活福祉専門学校

 　●広島県授業料軽減制度とは、経済的理由により学資負担が困難な人を対象として、授業料等や

　　１　広島生活福祉専門学校奨学金（返還義務なし）

　　２　広島県高等学校奨学金（返還義務あり）

　 ●就学支援金制度とは、保護者の収入状況に応じて、国がその一部を負担し、家庭の教育費負担

５５４，４００ ４５，６００

授  業  料  等
本校の
授業料

０ ７２，０００

　　　　（就学支援金　対象外）

　　 　 （授業料等軽減　対象外)

７２，０００

生活保護法により生活
保護を受 けている場合

市町村民税所得割額が
非課税である場合

　　  　（授業料等軽減　全額）

　※ ①～③により入学時から授業料等軽減を受けることができる人が対象で、一律　27,000円 支給

６００，０００ ７２，０００ ６７２，０００

     （授業料等軽減　対象外)

①～⑤に該当しない場合

<入学時納入金軽減>

市町村民税所得割額の
合算が51,300円未満

          （授業料等軽減　2/3)

市町村民税所得割額の
合算が154,500円未満

    （授業料等軽減　対象外)

市町村民税所得割額の
合算が304,200円未満


