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出願書類

　　振り込みを証明するものを受験料納入確認書に貼付してください。

１次入学試験

　(１)(２)とも、本校所定の「推薦書・活動歴証明書」に推薦理由・活動歴等を明記し、

　　所属中学校長の証明を受けて提出してください。

　(２)の顕著なスポーツ実績は、原則として次のア～エを基準とします。

　　ア　全国中学校総体、全国中学校選手権、国体等の全国大会に出場した者。

　　志願者名で振り込みをしてください。

　　特進コース             　〈男女〉　　　　３０名

　　進学コース             　〈男女〉　　　１２０名

　　総合進学コース         　〈男女〉　　　１２０名

　　トップアスリートコース 　〈男女〉　　　　４０名

　　中学校卒業、または令和３年３月中学校卒業見込みの者

受 験 料

　 　　 した者。

　　イ  県レベル以上（近畿・関西等）の中学選抜メンバーに選ばれた者。

　スポーツ活動を続ける意思があり、次の(１)(２)のいずれかに該当する者。
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募集人員
全日制普通科
（計３１０名）

部　活　動
(１)部活動推薦者
　※本校部活動顧問
　　の推薦がある者

(２)顕著なスポーツ
　　実績がある者

出願資格

　　トップアスリートコースの出願資格については、高校３年間を通して、運動部または

　　のため出願資格を柔軟に対応させていただきます。ご不明な点がありましたらご相

　②本年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため各種大会が中止になりました。そ

　　談ください。

　(２) 写真２枚（出願の３ヶ月以内に撮影した上半身正面脱帽の縦４cm×横３cmの

　(１) 入学願書・受験票（切り離さないでください）

　　エ  上記ア～ウと同等以上の実力を持つ者で、上記書類に加えて客観的資料を提出

　硬式野球部・剣道部・空手道部

　陸上競技部･バスケットボール部･バレーボール部

　ハンドボール部･サッカー部･柔道部･ゴルフ部

　軟式野球部

　上記以外の運動部

　　ウ  団体または個人競技に正選手として出場し、県大会８位以内となった者。

　または、その他のスポーツ活動

　　※客観的資料（新聞記事・表彰状等の写し等）がない場合は、ご相談ください。

専願のみ

専願・併願 専願・併願

専願・併願

　(５) 専願優遇措置申請書（該当者のみ調査書に同封してください）

　20,000円　〔 受験料振り込み期間：１月４日(月)～１月２２日(金) 〕

　(４) 受験料納入確認書（振り込みを証明するものを貼付してください）

　 　  同一写真を入学願書と受験票に貼付してください）カラー・白黒とも可

  (３) 調査書（本校所定の書式により、出身中学校長が発行し、厳封してください）

－ １ －



  （９）その他、上記以外で一芸に秀でたものがあれば記入してください。

合格発表

　合否通知書を郵送します。令和３年２月１３日（土）各中学校に到着する予定です。

　配達事情や天候等により、到着が遅れる場合があります。

　電話による合否の問い合わせには応じられません。

専願優遇
措置制度

  （８）ボランティア活動　　　　　　　　　（外部団体の証明書を貼付してください）

　も認めますが、最大３項目(30点)を上限とします。該当項目がある場合、出願時に、別紙

　「専願優遇措置制度申請書」を調査書に添えて提出してください。

　（１）実用英語技能検定（英検）　　　　　３級以上　

　（２）日本漢字能力検定（漢検）　　　　　３級以上

  （３）珠算検定　　　　　　　　　　　　　３級以上

  （４）生徒会活動　　　　　　　　　　　　会長・副会長

  （５）部活動役職　　　　　　　　　　　　部長・副部長

  （６）運動部の実績　　　　　　　　　　　県以上の大会の入賞（登録メンバーに限る）

  （７）文化部の実績　　　　　　　　　　　県以上の大会の入賞（大会出場者に限る）

 注意事項 天候、交通事情、その他の事情によって入学試験の開始時間を遅らせる

場合、午前７時までに本校ホームページ（http://www.shinko.ed.jp)に

掲載します。

　専願受験生で、次の項目に該当する場合、各項目とも10点を加算します。複数項目の申請

 持 ち 物 受験票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム)、直定規、

腕時計（計算機能や通信機能が付いた時計は使用できません）

昼食、飲み物

なお、部活動推薦者以外のトップアスリートコース受験生は，実技試験

がありますので、中学校の体操服と体育館シューズを持参してください。

（　昼　食　） １２：００ ～ １２：４０

面接・実技 １２：４５ ～

～ １０：５５

数　　　学 １１：１０ ～ １２：００

入学試験

　日時・会場　令和３年２月１０日（水）本校

集合・点呼 ８：３０ ～   ８：３５

諸　注　意 ８：３５ ～ 　８：４５

国　　　語 ９：００ ～ 　９：５０

英　　　語 １０：０５

出願期間

　令和３年１月１５日（金）～１月２２日（金）必着

　　書留郵便で、中学校ごとに一括して発送してください。

　　後日、受験票を本校より各中学校に返送します。

選考方法

　調査書、学力試験(国語・数学・英語)、面接を総合的に判断し合否を決定します。

  トップアスリートコース受験生（部活動推薦者以外）は面接に代えて、基本的な内容

　の実技試験をおこないます。

－ ２ －



（内訳）

　

　　　　　　　3,000円

          海外希望の場合、別途積み立てが必要です。

　オリエンテーション費用、第１学年の教科書・副教材費、入学当初の教材費等を含

　む）を加えた490,000円を指定の金融機関に振り込んでください。

振込期日
　　　専願者　　　令和３年２月１９日(金)

　　　併願者　　　令和３年３月２２日(月)

　※　いったん提出された書類、納入された費用は、理由に関わらずお返しできません。

　２　諸経費 　月額　　9,300円

  （内訳）教育充実費4,000円、育友会費700円、部活動推進費400円

　　　　　生徒会費700円、学年費3,500円

　３　修学旅行積立金   月額　　6,500円　（ 第2学年12月まで ）

納入方法

　１　授業料   月額　 34,000円

　１　指定品（制服・体操服等）

　　　男子約78,000円、女子約80,000円 (令和２年度の場合）

　２　その他の物品については、合格発表時にお知らせします。

　物品購入日
　　　専願者　　　令和３年２月２０日(土)　予定

　　　併願者　　　令和３年３月２３日(火)　予定

入学者集合日

　令和３年３月２３日（火）予定

　　専願者・併願者とも、保護者同伴で出席してください。

  　併願者は、全体説明会の終了後、物品購入となります。

入学後の費用

物品購入

　入学手続き時には、入学手続金（入学金・諸費）に学年費の一部 50,000円（宿泊

入学手続き

　　合格者は期日までに下記の手続きをしてください。期日までに手続きを完了されない場合、入学

　の意思がないものとして合格を無効とします。

入学手続金

入学金 　　200,000円

諸　費

　　240,000円

施設設備 費

生徒会入会金

育友会入会金

同窓会入会金

　　　　　　232,000円

　　　　　　　1,000円

　　　　　　　4,000円

－ ３ －



授業料補助・軽減事業および奨学金制度

　　※１　詳しくは、国のホームページ「高校生等への修学支援」、兵庫県のホームページ「私立

　　　　　高等学校等生徒授業料軽減補助金制度」「私立高等学校等奨学給付金」をご覧ください。

　　　　　経由して支給されます。なお、授業料その他の費用全額は月々納入していただきます。

　　※４　奨学給付金給付額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （年間支給額）

世帯年収目安

（保護者合算）

（※２）
就学支援金

118,800円

396,000円
 年収270万円未満程度

 年収270～590万円程度

 年収590～730万円程度

　　※３　授業料に対する支援は授業料額が上限となります。支給額決定後、兵庫県および学校を

 年収730～910万円程度

　（４）各種団体の奨学金制度（あしなが育英会・「ひまわり」奨学金等）

兄弟姉妹在学免除制度

兄弟姉妹で本校に同時に在籍している場合、兄・姉の毎月の育友会費・部活動推進費・生徒会費を免
除します。

　（１）兵庫県私立高等学校入学資金貸付制度(希望者は本校事務室へ申請書類を直接持参してください)

　（２）各市の奨学金制度（給付・貸与）

　（３）兵庫県高等学校教育振興会奨学資金制度

２ 各種奨学金制度

168,800円

授業料に対する支援
奨学給付金

（※４）

52,600～138,000円

―

―

―

合計

（※３）

408,000円

218,800円

授業料軽減補助

　　 12,000円

１
高等学校等就学支援金制度（国）
私立高等学校等生徒授業料軽減補助金制度（兵庫県）
私立高等学校等奨学給付金制度（兵庫県）

  給付額

      52,600円

　　 138,000円

     103,500円

　　100,000円

　　 50,000円

所得区分

生活保護（生業扶助）受給世帯

非課税世帯　（第１子）

非課税世帯　（第２子以降）

※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

国・兵庫県の制度（※１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年間支給額）

 市町民税所得割額と県民税
 所得割額の合算０円

　　※２　年収は目安です。家庭の状況（家族構成等）で大きく異なる場合があります。

－ ４ －



合計１６以上

　(２)出願時までに実用英語技能検定(英検)準２級以上、または日本漢字能力検定(漢検)２級以上

　　　を取得している入学生には、毎月10,000円の奨学金を支給します。（専願および併願）

入学金免除
200,000円 －全コース

専願
－

併願 合計１８以上

　　奨学金の受給者で推薦を受けた部活動を退部した場合にも、奨学金を取り消します。

　部活動奨学金制度については、部活動顧問にお尋ねください。

※硬式野球部は、日本高等学校野球連盟が定める「野球特待生制度・野球奨学生制度」に従い、部活動奨学金制度

　の適用人数を５名以内とします。

　※　在学中に著しく学習成績が低下した場合、生徒指導上の特別な処置を受けた場合、また、部活動

強化部活動　　硬式野球部・柔道部・空手道部・バレーボール部・女子バスケットボール部

（月 額）

　２　部活動奨学金制度 （専願受験生対象） 

奨学金
10,000円

併願
外国語が４以上

かつ合計２０以上

特進コース
進学コース

専願 合計１７以上 入学金免除
200,000円

特進コース

専願
外国語が４以上

かつ合計１８以上 入学金免除
200,000円

施設設備費免除
232,000円

奨学金
10,000円

－
併願 合計１９以上

神港学園スカラシップ制度　（１次入試適用）

　　下記のうち複数項目に該当する受験生に対しては、最も有利な項目を１つ適用します。

　１　アカデミック奨学金制度

　(１)人物に優れ、調査書３年次の５教科（国語・社会・数学・理科・外国語）の評定において

　　　次の条件を満たす場合､奨学金を支給します。なお､５教科がすべて３以上の場合に限ります。

対象コース 出 願
３年次の評定 入 学 金 施設設備費 奨 学 金

(５教科５段階) 200,000円 232,000円

－ ５ －



２次入学試験

生徒募集要項

－ ６ －



　

２次入学試験

専願優遇
措置制度

～

～

集合・点呼 ８：３０

国　　　語 ８：４５

選考方法  　調査書、学力試験(国語・数学・英語)、面接を総合的に判断し合否を決定します。

入学試験

　日時・会場　令和３年３月２４日（水）本校

腕時計（計算機能や通信機能が付いた時計は使用できません）

　９：５０ １０：４０

合格発表

天候、交通事情、その他の事情によって入学試験の開始時間を遅らせる

面　　　接 １１：５５ ～

 持 ち 物 受験票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム)、直定規、

　１次入試同様の専願優遇措置制度を実施します。

　令和３年３月２４日(水)　午後２時　本校校庭に掲示します。

　※電話による合否の問い合わせには応じられません。

　合格者は、受験票を提示し、右記の入学手続きを済ませてください。

昼食、飲み物

 注意事項

場合、午前７時までに本校ホームページ（http://www.shinko.ed.jp)に

掲載します。

　９：３５

英　　　語

～ １１：４５数　　　学 １０：５５

８：３０ ～諸　注　意

出願資格

　　特進コース             　〈男女〉　　　　若干名

募集人員 全日制普通科 　　進学コース             　〈男女〉　　　　若干名

　　総合進学コース         　〈男女〉　　　　若干名

　　中学校卒業、または令和３年３月中学校卒業見込みの者

出願期間
出願方法

出願書類

受 験 料

　(１) 入学願書・受験票（切り離さないでください）

　(２) 写真２枚（出願の３ヶ月以内に撮影した上半身正面脱帽の縦４cm×横３cmの

　 　  同一写真を入学願書と受験票に貼付してください）カラー・白黒とも可

  (３) 調査書（本校所定の書式により、出身中学校長が発行し、厳封してください）

　(４) 専願優遇措置申請書（該当者のみ調査書に同封してください）

　　20,000円

　令和３年２月１５日（月）～３月２３日（火）〔土日祝は除く〕　午前１０時～午後４時

　出願書類と受験料を本校事務室受付に直接提出してください。（窓口出願のみ）

－　７　－



　

（内訳）

          海外希望の場合、別途積み立てが必要です。

　　　　　生徒会費700円、学年費3,500円

　入学試験当日に、入学手続金（入学金・諸費）に学年費の一部 50,000円（宿泊

　オリエンテーション費用、第１学年の教科書・副教材費、入学当初の教材費等を

　含む）を加えた490,000円を事務受付に納入してください。

　※　いったん提出された書類、納入された費用は、理由に関わらずお返しできません。

　　200,000円

　　240,000円

施設設備 費

生徒会入会金

育友会入会金

同窓会入会金

  （内訳）教育充実費4,000円、育友会費700円、部活動推進費400円

入学後の費用

　３　修学旅行積立金   月額　　6,500円　（ 第2学年12月まで ）

　月額　　9,300円

　１　授業料   月額　 34,000円

　２　諸経費

入学手続き

入学金

諸　費

入学手続金

　合格者は、合格発表後、保護者同伴で下記の手続きをしてください。手続きを完了されない場合、

入学の意思がないものとして合格を無効といたします。

　　　　　　232,000円

　　　　　　　1,000円

　　　　　　　4,000円

　　　　　　　3,000円

納入方法

物品購入

　入学金納入後、物品購入となります。

　　　男子約78,000円、女子約80,000円 (令和２年度の場合）

　２　その他の物品については、合格発表時にお知らせします。

　保護者の方は、手続きの際、印鑑をご用意ください。詳しい手続き方法、場所

　時間等は、出願時にお渡しする｢受験生へのお知らせ｣をご覧ください。

　１　指定品（制服・体操服等）

－　８　－



個人情報の取り扱いについて

令に基づく場合以外、無断で、この目的以外に使用または第三者に開示、提供されるこ

（２）受験生や保護者への連絡、合否通知、およびこれに付随する業務　

　また、本校では、個人情報保護法および文部科学省の定めるガイドライン等に従い、

以下の場合には本人の同意を得ることなく個人情報を提供することがあります。

　情報（名前・住所・電話番号・生年月日・奨学金の受給に関する事柄等､個人が特定･

識別できる情報）については、個人情報保護法および関連法令に準拠し、以下の目的に

使用し、他の目的に使用することはありません。

（１）受験事務、およびこれに付随する業務

　本件に関するご質問がございましたら、本校へお問い合わせください。

（１）法令に基づく場合

（２）生徒・保護者の生命、身体、財産その他の権利・利益を保護するために必要があ

　　　る場合

　なお、入学者につきましては、本校の教育活動に必要な範囲で使用をいたします。法

（３）その他法令に定める場合

とはありません。



〒 ６５０－０００３

神戸市中央区山本通４丁目１９番２０号
ＴＥＬ（０７８）２４１－３１３５（代）

ＦＡＸ（０７８）２３２－１５７０

ホームページ　 http://www.shinko.ed.jp
Ｅメール　　　 info@shinko.ed.jp

神港学園高等学校


