募集定員 ２００名

学 校 法 人 三田尻学園

誠英高等学校
＜狭域＞
山口県・島根県

通信制課程
（通年単位制）

２０１９年度

募集要項

１） 新

入

生

２０１９年度

出願資格
中学校卒業または卒業見込みの人
高校１年の途中または修了時に退学した（修得単位がない）人
※いずれの場合も山口県・島根県在住に限る
受付期間
４月（前期）入学生 ２０１９年 ２月２１日（木）～ ３月２０日（水）
１０月（後期）入学生 ２０１９年 ８月２１日（水）～ ９月２０日（金）
◎窓口受付時間 午前８時２０分～午後４時５０分（土・日・月・祝日を除く）
※ただし、休日が変更になる場合や土日に受付可能な日もあるので事前に電話で確認のこと
◎郵送の場合
３月２０日（水）必着（ ４月入学生）
９月２０日（金）必着（１０月入学生）
出願書類
①入学願書（本校所定用紙）
②入学志願者調査書（本校所定用紙に出身中学校で作成）
③教育課程表（出身高校で取得）
④住民票（1 か月以内に取得のもの・本人の氏名・性別・住所・生年月日のみで良い）
※①は保護者欄以外、本人自筆・押印・ふりがなを確実に
所定の位置に写真（3 カ月以内に撮影・無帽・正面上半身の縦 4 ㎝×横 3 ㎝）の貼り付け
※②は卒業後５年を経過し作成できない場合、代わりに卒業証明書
※③は高校１年の修了（履修満了）時に退学した人のみ提出
出願
出願の前に必ず面談（事前説明）※未成年者は保護者同伴を行います。
入学願書も面談時にお渡ししますので、出願を検討される場合はお早めにご予約をお願いします。
上記の出願書類に入学受験料１２，０００円を添えて出願
※ただし、同年度に本校の全日制課程へ出願をした場合は受験料が免除となる
※出願書類を郵送の場合は、入学受験料を郵便普通為替に換えて簡易書留にて郵送
選抜方法
選抜試験（書類審査・面接試験）は、願書を提出した順に以下よりご希望の日時を予約して実施
４月（前期）入学生 ２０１９年 ３月２６日（火）２７日（水）２８日（木）
１０月（後期）入学生 ２０１９年 ９月２４日（火）２５日（水）２６日（木）
時間：各日 ９：００～１６：００
１２：００を除く 毎時００分より試験開始（約９０分間）
※筆記用具の持参・未成年者の場合、面接試験は保護者同伴
合否通知
４月（前期）入学生
４月 １日（月）に受験者と出身学校長宛へそれぞれ書面で合否通知を発送
合格者へは合格通知と一緒に入学手続き書類を同封
１０月（後期）入学生
９月３０日（月）に受験者と出身学校長宛へそれぞれ書面で合否通知を発送
合格者へは合格通知と一緒に入学手続き書類を同封

※到着は翌日以降

※到着は翌日以降

２）

編

入

生

２０１９年度

出願資格
高校１年修了時、２年または３年の途中で退学した（修得単位が１単位でもある）人
※山口県・島根県在住に限る
受付期間
４月（前期）入学生 ２０１９年 ２月２１日（木）～ ３月２０日（水）
１０月（後期）入学生 ２０１９年 ８月２１日（水）～ ９月２０日（金）
◎窓口受付時間 午前８時２０分～午後４時５０分（土・日・月・祝日を除く）
※ただし、休日が変更になる場合や土日に受付可能な日もあるので事前に電話で確認のこと
◎郵送の場合
３月２０日（水）必着（ ４月入学生）
９月２０日（金）必着（１０月入学生）
出願書類
①入学願書（本校所定用紙）
②単位修得・成績証明書（出身高校で作成）
③教育課程表（出身高校で取得）
④住民票（1 か月以内に取得のもの・本人の氏名・性別・住所・生年月日のみで良い）
※①は保護者欄以外、本人自筆・押印・ふりがなを確実に
所定の位置に写真（3 カ月以内に撮影・無帽・正面上半身の縦 4 ㎝×横 3 ㎝）の貼り付け
※②は未修得でも履修認定した単位があればその記載もあるもの（就学支援金の申請に必要）
※②の成績証明書は退学後５年を経過し作成できない場合、単位修得証明書のみ
出願
出願の前に必ず面談（事前説明）※未成年者は保護者同伴を行います。
入学願書も面談時にお渡ししますので、出願を検討される場合はお早めのご予約をお願いします。
上記の出願書類に入学受験料１２，０００円を添えて出願
※出願書類を郵送の場合、入学受験料は郵便普通為替に換えて簡易書留で出願
選抜方法
選抜試験（書類審査・面接試験）は、願書を提出した順に以下よりご希望の日時を予約して実施
４月（前期）入学生 ２０１９年 ３月２６日（火）２７日（水）２８日（木）
１０月（後期）入学生 ２０１９年 ９月２４日（火）２５日（水）２６日（木）
時間：各日 ９：００～１６：００
１２：００を除く 毎時００分より試験開始（約９０分間）
※筆記用具の持参・未成年者の場合、面接試験は保護者同伴
合否通知
４月（前期）入学生
４月 １日（月）に受験者と出身学校長宛へそれぞれ書面で合否通知を発送
合格者へは合格通知と一緒に入学手続き書類を同封
１０月（後期）入学生
９月３０日（月）に受験者と出身学校長宛へそれぞれ書面で合否通知を発送
合格者へは合格通知と一緒に入学手続き書類を同封

※到着は翌日以降

※到着は翌日以降

３）

転

入

生

２０１９年度

出願資格
高校在学中で本校への転入学を希望する人（単位未修得者、普通科以外からの転入学も可）
※山口県・島根県在住に限る
受付期間
年間を通して随時受付中
※状況により、すぐの転入学が困難な場合もあり
※すぐの転入学の場合でも、卒業時期（見込み）は在籍高校での履修状況により変わる
※卒業年度の転入学については原則として１２月初旬頃まで（要相談）
※２０１９年 ４月に転入希望の場合のみ以下の受付期間
２０１９年 ２月２１日（木）～ ３月２０日（水）
◎窓口受付時間 午前８時２０分～午後４時５０分（土・日・月・祝日を除く）
※ただし、休日が変更になる場合や土日に受付可能な日もあるので事前に電話で確認のこと
出願書類
①入学願書（本校所定用紙）
②転入学照会（在籍高校で作成）
③在学証明書（在籍高校で作成）
④単位修得・履修状況・成績証明書（在籍高校で作成）
⑤教育課程表（在籍高校で取得）
⑥住民票（1 か月以内に取得のもの・本人の氏名・性別・住所・生年月日のみで良い）
※①は保護者欄以外、本人自筆・押印・ふりがなを確実に
所定の位置に写真（3 カ月以内に撮影・無帽・正面上半身の縦 4 ㎝×横 3 ㎝）の貼り付け
※④については
・履修科目名・単位数（未修得含む）も（ ）書きなどによる記載があるもの
かつ
（就学支援金の申請に必要）
・履修科目は「成績（仮の評定や素点など）
」の記載が望ましい
（本校で履修する科目選択参考のため）
出願
出願の前に必ず面談（事前説明）※未成年者は保護者同伴を行います。
入学願書も面談時にお渡ししますので、出願を検討される場合はお早めのご予約をお願いします。
上記の出願書類に入学受験料１２，０００円を添えて本校通信制課程へ出願
※出願書類は、面接日の前日までに出願が必要（出願と面接試験は同一日にできない）
※出願書類を郵送の場合、入学受験料は郵便普通為替に換えて簡易書留で出願
選抜方法
上記の出願書類受付後、個別に日程を決めて選抜試験（書類審査・面接試験）を実施
※選抜試験（書類審査・面接試験）は、４月転入希望の場合のみ以下より日時を予約して実施
２０１９年 ３月２６日（火）２７日（水）２８（木）
時間：各日 ９：００～１６：００
１２：００を除く 毎時００分より試験開始（約９０分間）
※筆記用具の持参・未成年者の場合、面接試験は保護者同伴
合否通知
４月（前期）入学生
４月 １日（月）に受験者と出身学校長宛へそれぞれ書面で合否通知を発送
合格者へは合格通知と一緒に入学手続き書類を同封
１０月（後期）入学生
９月３０日（月）に受験者と出身学校長宛へそれぞれ書面で合否通知を発送
合格者へは合格通知と一緒に入学手続き書類を同封

※到着は翌日以降

※到着は翌日以降

４）

入学手続と納入金について
●合格通知を受領後、以下は学校指定の払込用紙を使って郵便局で払い込む
入学時納入金（年額分）
・・・指定の期日（約１週間以内）までに一括納入
授 業 料（年額分）
・・・指定の期日（約１か月以内）までに一括納入
●必要書類を指定期日までに提出する
入学選抜結果に同封される「提出物チェック表」に従い提出

新入生・編入生
入学時納入金（年額分）
入 学 金
３０，０００円
教育充実費
２４，０００円
生 徒 会 費
３，６００円
諸
費
２，４００円
合
計
６０，０００円
授業料（年額分）
授 業 料 １単位 ８，０００円×登録単位数
就学支援金
別途計算
実 納 付 額
授業料－就学支援金

転入生
初年度の納入金は転入時期により納入金額が違う
１学期転入とは （ ４月 １日～ ８月３１日付の期間に本校へ転入）
２学期転入とは （ ９月 １日～１２月３１日付の期間に本校へ転入）
３学期転入とは （ １月 １日～ ３月３１日付の期間に本校へ転入）
入学時納入金（年額分）
1
学 期 転 入 2
入 学 金
３０，０００円
教育充実費
２４，０００円
生 徒 会 費
３，６００円
諸
費
２，４００円
合
計
６０，０００円

学 期 転 入 3
３０，０００円
１６，０００円
２，４００円
１，６００円
５０，０００円

学 期 転 入
３０，０００円
８，０００円
１，２００円
８００円
４０，０００円

授業料（年額分）
１単位 ８，０００円 １単位 ６，０００円 １単位 ４，０００円
授 業 料
×登録単位数
×登録単位数
×登録単位数
就学支援金
別途計算
別途計算
別途計算
実 納 付 額
授業料－就学支援金
授業料－就学支援金
授業料－就学支援金

☆期日までに入学時納入金のお支払いがない場合は、入学辞退とみなします
☆いかなる場合でも、一旦納入いただいた納入金は原則として返金できません

５）

聴

講

生

（一部科目履修生）

対象者
在籍高校で単位未修得となり、併修して進級・卒業を目指す人
※在籍高校での進級・卒業が遅れることなく単位の修得ができる
進学や教養のために学習を志す人
受付期間・出願・合否通知
他の入学の場合と同じ ※ただし、後期入学は不可
出願書類
①聴講生登録申請書（本校所定用紙に必要事項を記入）
②在学証明書（在籍高校で作成）
③成績（見込）証明書（在籍高校で作成）
④教育課程表（在籍高校で取得）
※②と③は他校に在籍中で本校と併修を希望する場合のみ
入学手続・納入金
指定の期日までに納入金（年額分）を一括納入
納入金（年額分）
登 録 費
教育充実費
授

業

１０，０００円
１０，０００円
１単位 ８，０００円
料
×登録単位数

※「奨学のための給付金」
、
「就学支援金」などの補助金は受けられません。

２０１９年度

６） 本校の教育目標

１．個に応じた習熟度別学習を行います
２．個に応じたカウンセリングを行います
３．個に応じた進路指導を行います

本校の特色
１．きめ細やかなサポートの下、毎年９０パーセント以上の高い卒業率を達成しています
２．月２日程度スクーリングに出席すれば３年間で卒業できます
３．前籍高校での在籍期間・修得単位がプラスされます
４．単位の修得に向け特別指導をします
５．ＮＨＫ高校講座の視聴報告書で出席時間が軽減される場合があります
６．授業料に対して国から就学支援金の支給を受けられます
７．授業料以外の教育費に対して国から奨学のための給付金を受けられます
※６，７は要件を満たしている場合に限る（いずれも申請が必要）

●授業料 １単位あたり 8,000 円
●定期考査の本試験料はいただいておりません（授業料に含む）
●２・３学期転入の初年度納入金を段階的に引き下げています。
●学費は県内を含む全国の私立通信制高校で最低水準です。

※ただし、これは平成 30 年度現在における制度内容と費用であり、今後、変更になる可能性があります。

転入学を検討されている方へ
本校は転入学を随時受け付けております。ただし、以下の点にはご注意ください。
本校へお問い合わせいただいてから、面談 ⇒ 在籍高校での手続き ⇒ 入学選抜試験 ⇒ 合否
と段階を踏む関係上、転入学が決定するまでにお時間がかかります。また、在籍高校で定期試験を受
けていない科目のある場合や、欠点の科目や数によっては、卒業が遅れることもあります。
できる限りの対応はさせていただいておりますが、転入学の随時受付とは卒業の時期が遅れないこと
を保障するものではありませんので、ご了承のうえお早めにご相談ください。

７） 奨学のための給付金

授業料以外の教育費負担軽減のため平成２６年度入学生から始まった国の給付金制度
通信制課程で支給される「奨学のための給付金」の額は次の通り
（毎年 7 月 1 日時点の要件で判断）
年
額

世帯区分
生活保護受給世帯

５２，６００円

「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税の世帯

３８，１００円

高等学校等就学支援金制度
授業料の負担軽減のため平成２２年度から始まった国の給付金制度
所得により、支給対象外（本校の授業料全額を自己負担）もしくは支給金額が加算の場合もある
例）新入生で２７単位履修登録（支給対象外の場合）
２１６，０００円－
（8,000 円×27 単位）

課 税 額

０円＝２１６，０００円（年額）507,000 円以上
就学支援金

本人負担授業料

市県民税所得割額

例）新入生で２７単位履修登録（基本支給（加算なし）の場合）
２１６，０００円－１２９，９２４円＝ ８６，０７６円（年額）507,000 円未満
（8,000 円×27 単位）

就学支援金

本人負担授業料

市県民税所得割額

例）新入生で２７単位履修登録（1.5 倍加算支給の場合）
２１６，０００円－１９４，８８０円＝ ２１，１２０円（年額）257,500 円未満
（8,000 円×27 単位）

就学支援金

本人負担授業料

市県民税所得割額

例）新入生で２７単位履修登録（2 倍 or 2.5 倍加算支給の場合）
２１６，０００円－２１６，０００円＝
（8,000 円×27 単位）

就学支援金

０円（年額）85,500 円未満
本人負担授業料

市県民税所得割額

※ただし、これは平成 30 年度現在における制度内容と費用であり、今後、変更になる可能性があります。
※その他、通信制課程に在学している生徒対象の奨学金制度（要件あり）もあります。

詳しい制度内容については、お問い合わせください

８） Ｑ＆Ａ
Q.１ 卒業の時期はいつですか？
A.１ 卒業時期は年に２回で、９月または３月です。
◎
４月入学【前期生： 4 月～翌年 3 月の履修登録生】の場合は原則として３月（後期卒業）
◎ １０月入学【後期生：10 月～翌年 9 月の履修登録生】の場合は原則として９月（前期卒業）
※年度途中から転入学の場合は、原則として「前期生扱い・卒業時期 ３月」です。
Q.２ どうすれば卒業ができますか？
A.２ 卒業するためには以下のような条件を満たす必要があります。
本校の通信制課程は単位制ですから進級には関係なく、下記の①～⑤のすべての条件を満たすこと
が必要です。
① ３年以上在籍している。
② ７４単位以上を修得している。
③ 本校の必履修科目をすべて履修している。
④ 本校で１０単位以上修得している。
⑤ 特別活動を在籍１年間につき１０時間以上活動している。
（３年間で３０時間以上）
ただし、
ア 前の在籍高校の在籍または単位で、入学時に本校が認めたものについては、加算して①②③
の条件を満たせば良いものとする。
イ 入学時に上記①②③の条件を満たしていると認定されたものは、④⑤の条件を満たせば１年
で卒業が可能である。
Q.３ 定期試験はありますか？
A.３ はい、年２回の定期試験があります。
本校の通信制課程は前期と後期の２期制となっており、それぞれの期末頃に試験が行われます。
前期生の場合
後期生の場合
前期試験
８月後半
前期試験
２月前半
後期試験
２月前半
後期試験
８月後半
Q.４ 単位はどのようにして認定されるのですか？
A.４ 単位が認定されるまでの流れは以下のとおりです。
まず、履修科目ごとに出席しなければならないスクーリング（授業）の時間数と、提出しなければ
ならないレポート（課題）の枚数が決まっています。それぞれを期限までにクリアして、初めて、
その科目の定期試験を受ける資格が与えられます。次に、定期試験で合格点を取ると、その単位が
認定されます。ただし、スクーリング出席時数、レポート提出枚数のどちらか一方でも期限までに
クリアできないと、その時点でその履修科目は単位を落とすことになります。また、本校は通年の
単位制ですので、例えば、ある履修科目の前期試験は合格したが、後期試験は不合格だった場合、
その単位の半分だけ認めるということもできません。
Q.５ 単位を落とすと留年するのですか？
A.５ 学年制ではなく単位制なので、留年はなく、卒業に必要な条件さえそろえば卒業できます。
留年とは、学年制の場合で単位を落とすと、落とした以外の修得した単位も無効となるため、同じ
学年をもう１度やり直すことになることです。本校は単位制なので、落とした以外の修得した単位
まで無効となることはありません。落とした単位は、その落とした単位が必履修科目だった場合、
次年度以降その科目を再履修し合格すれば、卒業が遅れることはありません。また、落とした単位
が必履修科目でなかった場合、次年度以降に他の得意な科目を履修し直すことで卒業に必要な単位
数を補うことも可能です。ただし、１年間に履修できる最大単位数は３０単位までです。落とした
単位数が多いと、本来の卒業時期より卒業が１年単位で延びることになるので、注意が必要です。
もちろん、卒業年次は１単位でも単位を落とすと卒業が１年単位で延びることになります。

学校紹介や面談（事前説明）
、見学は随時承っております。
出願を検討される方は、本校通信制課程の制度を理解していただくために
必ず事前に面談（未成年者は保護者同伴）をいたします。
入学願書も面談時にお渡ししますので、お早めにご予約ください。
現在の状況に対するアドバイスなど、入学に関するご質問やお悩みの場合も
お電話でお気軽にお問い合わせください。

〒747-0813
山口県防府市東三田尻１丁目２番１４号
誠英高等学校 通信制課程
T E L： 0835（38）6161
F A X： 0835（38）6364
URL： http://www.seiei.ac.jp/blog/tusin/
E－mail： tsushin@seiei.ac.jp

