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URL http://www.senshu.ac.jp 　　

令和５（２０２３）年度

出 願 書 類
□入学願（写真貼付）

□受検票

□調査書

□推薦書（文理選抜コース特典生・特別専願生・
　　　　　専修奨学生・学業奨学生・徳育奨学生）

□受検料（振込の場合は「振込金受領書 ( お客様用 )」
　　　　　を振込金受領書貼付欄に貼付）

◆ 個人情報の取扱いについて ◆
出願にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報に
ついては、以下の業務に利用します。
　①入学者選抜
　②合格発表
　③入学手続
　④入学後の在籍管理
　⑤入学後の授業料納入
お預かりした個人情報は本校が責任を持って管理し、上記の目的以
外には利用しません。個人情報の保護に関する法律及び関連法令を
遵守し、個人情報を取り扱います。

専修大学玉名高等学校「入学検査係」
〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６
ＴＥＬ ０９６８-７２-４１５１　  ＦＡＸ ０９６８-７３-５６８８
Ｅ-mail：tamana＠senshu.ac.jp　http://www.senshu.ac.jp

◆入学検査に関する問い合わせ

※令和5年4月より専修大学熊本玉名高等学校へ名称変更いたします。
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本校の特典及び奨学生制度

入学金・校納金

Ⅰ期入学検査

１．専願生

２．文理選抜コース特典生〔専願〕

３．特別専願生〔専願〕

４．専修奨学生〔専願〕

５．学業奨学生〔専願〕

６．学業奨学生〔併願〕

７．徳育奨学生〔専願〕 

８．徳育奨学生〔併願〕
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◆ ページ早わかり ◆
・専願生を希望する生徒

・中学時代の評定平均値を利用して受検を希望する生徒

Ⅰ　
　

期

Ⅱ
期

Ⅰ　
　

期

Ⅱ　
　

期

Ⅰ　
　

期

Ⅱ
期

文理選抜コース特典生として受検を希望する生徒
特別専願生として受検を希望する生徒　

・部活動の勧誘を受けて受検する生徒

・学力検査の結果で奨学生を希望する生徒

・人物良好で目的意識をもち、奨学生を希望する生徒

・一般生［併願］での受検を希望する生徒

1

2

3

令和5 （2 0 2 3） 年度入学検査の主な変更点

募集人員210名

総合ビジネス科は令和5年4月より国際ビジネス科に名称変更予定

新型コロナウイルス感染症者に対する追検査について
　①受検資格
　　在籍する中学校長名で新型コロナウイルス感染を証明する書類が提出された生徒。
　②Ⅰ期入学検査の追検査日：令和５年１月３１日(火)
　③Ⅱ期入学検査の追検査日：令和５年２月１６日(木)

専願生
文理選抜コース特典生〔専願〕
特別専願生〔専願〕
専修奨学生〔専願〕
学業奨学生〔専願・併願〕
徳育奨学生〔専願・併願〕

専願生
文理選抜コース特典生〔専願〕
特別専願生〔専願〕
専修奨学生〔専願〕
学業奨学生〔専願・併願〕
徳育奨学生〔専願・併願〕

一般生〔併願〕

作文、面接（個人）

国語・数学・英語（文理選抜コースはリスニングテス
トあり、他はリスニングテストなし）
面接（グループ）

国語・数学・英語（文理選抜コースはリスニングテス
トあり、他はリスニングテストなし）
面接（グループ）
　※普通科文理選抜コースは、他学科･他コースと入学検査の問題が異なります。

令和５年
１月１７日（火）

令和５年
１月２０日（金）

令和５年
１月１１日（水）～１３日（金）
午前9時～午後4時（必着）

令和５年
１月３１日（火）

令和５年
２月２日（木）

令和５年
１月２４日（火）～２６日（木）
午前9時～午後4時（必着）

一般生〔併願〕

受検区分 受検種類

受検区分 受検種類 検査科目

合格発表 出願期間

検査日程

4 検査内容

検査日

普通科 文理選抜コース
スタンダードコース

３０名
８０名
６０名
４０名

学科 コース 募集人員

国際ビジネス科（現 総合ビジネス科）
情報メディア科



本校　八代（八代商工会議所）天草（天草プラザホテル）　    福岡（Ⅰ期：福岡商工会議所、Ⅱ期：TKP ビジネスセンター）
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5 令和５（2023）年度　専修大学玉名高等学校　生徒募集要項（抜粋）
募集人員

Ⅰ期　　入　学　　　検　査 Ⅱ期　入学検査区分

種類

掲載ページ

出願資格

出願期間

提出書類

検査日
検査会場
検査科目
検査日程

合格発表

入学手続

合格無効
合格者招集日

すべての科・コース 普通科文理選抜
　コースのみ

合格者は必ず入学すること 合格者は必ず
入学すること

合格者は必ず
入学すること

令和５年３月中学校卒
業見込みの者

入学検査の結果を総合
的に判断して成績優秀
な者は、  学業奨学生B
または徳育奨学生の資
格とする。

将来大学進学を強く希望
する生徒。
原則として５教科の評定
平均値が4.0以上の者は、
入学検査の結果を総合的
に判断して、  学業奨学生
Ｓの資格とする。
出願希望者は、  令和４年12月23日（金）までに本
校に申し出る。制度の説明を行います。

□入学願　　 写真を貼付してください。
□受検票
□受検料

□調査書　　 調査書は本校所定の用紙。ただし、公立高校調査書のコピーま　　 たは各県の統一様式でも可。

※郵送の場合は、返信用 84 円分の切手と簡易書留　　　320 円分の切手を同封の上、簡易書留で送付してください。

中学校長と本人宛の合否結果を　　 中学校側に一括して通知します。
　　　　　　※合格者の校内掲　　 示は行いません。

期間内に入学手続を完了しない場合や入学までの間に生活行動等に        問題が生じた場合、調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。
令和5年3月7日（火）　受付12時00分～　     本人･保護者同席で出席すること。

令和５年１月21日（土）・　　   23日（月）・24日（火）
　　　　　　　  午前９時　　 ～午後４時
郵送可（84円切手を貼付した       返信用封筒を同封してください。）締切当日消印有効

作文・面接（個人）
受検票に記載　　　（入室完了　午前８時３０分）

国語・数学・英語・面接（グループ）

□推薦書
（受検種類・推薦理由・評定平均値）

□推薦書
　（受検種類・特技（競技歴等））

□推薦書
(受検種類・推薦理由）

□推薦書
　(受検種類のみ)

中学校長と本人宛の合否結果
を中学校側に一括して通知し
ます。 過年度生については直
接本人宛に郵送します。
※合格者の校内掲示は行いま
　せん。

郵送可（切手貼付の返信用封
筒を同封）締切当日消印有効

受検料10,000円 （銀行振込み。 または現金持参、 郵便為替、　　　現金書留でも可。 振込金受領書 （お客様用）を振込金受領書貼付欄に貼付してください。
なお、銀行振込の場合は手数料が必要となります。）
※納入した受検料は返還できません。
ただし、 熊本豪雨災害で被災し、 半壊以上の罹災証明書の交　　　付を受けた生徒は免除されます。 （半壊以上の罹災証明書(写し可）を提出してください。）

原則として５教科の評
定平均値が3.3以上の
者は、 入学検査の結果
を総合的に判断して、
学業奨学生Ａの資格と
する。

中学時代の競技成績等を総
合的に判断してＳ・Ａ・Ｂの
資格とする。
専修奨学生Ｓの資格となる
者は、原則として評定平均値
が3.0以上であることと
する。

出願書類、  入学検査の結果を総合的に判断
してＳ・Ａ・Bの資格とする。

入学後に成績優秀な者は、  総
合的に判断して学業奨学生
Ｓ・Ａ・Bまたは徳育奨学生の
資格とする。

令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、学
業・人物ともに優秀な者

令和５年３月中学校卒業見込みの者であっ
て、学業・人物ともに優秀な者

令和５年３月中学校卒業見込みの者であっ
て、人物良好で目的意識を持ち学習または
体育や文化活動に対して意欲が高い者

令和５年３月中学校卒業見込
みの者、 または中学校を卒業
した者

令和５年３月中学校卒業見
込みの者であって、 学業・
人物ともに優秀な者及び体
育や文化活動に秀でた者、
または本校から勧誘があっ
た者で学業成績が良好で経
済的支援が必要な者

受検できる
科・コース

1　専願生 ３　特別専願生 ５　学業奨学生 ６　学業奨学生 ７　徳育奨学生 ８　徳育奨学生 ９　一般生２　文理選抜コース
　　　特典生

４　専修奨学生
　　Ｓ・Ａ・Ｂ

専願 専願 専願 専願 併願 専願 併願 併願
６ページに掲載 ７ページに掲載 ８ページに掲載 ９ページに掲載

令和５年１月11日        （水）～１３日（金）
          午前９時～        午後４時（必着）

令和５年　　 １月17日（火）

令和５年１月20日        （金）午前９時

令和５年１月31日（火）

令和５年２月２日（木）
　　　 午前９時

令和５年
２月３日（金）・６日（月）・
７日（火）
午前９時～午後４時

令和５年
１月24日（火）～26日（木）
午前９時～午後４時（必着）

10ページに掲載 11ページに掲載 12ページに掲載

すべての      科・コース すべての科・コース

 

普通科（文理選抜コース  ３０名　　スタンダードコース  ８０名）　　　国際ビジネス科（現 総合ビジネス科）　６０名　　情報メディア科  ４０名



6 本校の特典及び奨学生制度
本校には、 以下の特典及び奨学生制度があります。

（１） 文理選抜コース特典生 ・・・７ページ
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・原則として、中学３年間における５教科（国語､社会､数学､理科､外国語）の評定平均値が 4.0 以上の
　者であること。
・入学検査の結果等を総合的に判断する。
・学業奨学生Ｓの資格とする。
・入学後、卒業までの期間、学業成績が連続かつ継続して８割以上を維持できること。

（２） 特別専願生 ・・・８ページ

・原則として、中学３年間における５教科（国語､社会､数学､理科､外国語）の評定平均値が 3.3 以上の
　者であること。
・入学検査の結果等を総合的に判断する。
・学業奨学生Ａの資格とする。
・入学後、卒業までの期間、学業成績が連続かつ継続して７割以上を維持できること。

（３） 専修奨学生（部活動の成績等によって採用する奨学生制度で本校から勧誘があった生徒）
・・・９ページ

・・・10ページ

専修奨学生
Ｓ・Ａ・Ｂ

・中学時代の競技成績等を総合的に判断してＳ・Ａ・Ｂの資格とする。　奨学生Ｓの
　資格となる者は、原則として中学３年間の評定平均値が３．０以上の者。

（４） 学業奨学生（入学検査の成績によって採用する奨学生制度）

学業奨学生　Ｓ ・入学検査の得点が８割程度であること。
・入学後、卒業までの期間、学業成績が連続かつ継続して８割以上を維持できること。

学業奨学生　Ａ ・入学検査の得点が７割程度であること。
・入学後、卒業までの期間、学業成績が連続かつ継続して７割以上を維持できること。

学業奨学生　Ｂ ・入学検査の得点が６割程度であること。
・入学後、卒業までの期間、学業成績が連続かつ継続して６割以上を維持できること。

・・・11ページ
（５） 徳育奨学生（人物良好で目的意識をもち、奨学生を希望する生徒）

徳育奨学生

※本校では、入学後も生徒が学業、スポーツ･文化活動等に継続して発展的に励むことを前提として上記の
　制度を設けています。
※入学後の資格停止や取り消しについては、各種類の特記事項に記しております。
※評定平均値について･･･国語・社会・数学・理科・外国語の５教科(中学校３年間)について平均した値。
　ただし、小数第２位を四捨五入して、小数第１位までの値とする。

・入学検査の得点が４割程度であること。

5

令和５年度から校納金が変更になります。下の表は変更後の金額です。

①特別優遇（一般生）の入学金分納の場合には２月７日（火）までに４０,０００円を納入してください。残り、１０,０００円は
　３月７日(火)の合格者招集日までに納入してください。納入した入学金は返還できません。
※特別優遇は兄、姉が在学しているか、卒業生の子女が対象（一般生）になります。　入学手続期間中に申し出をして
　ください。（重複不可）
②学業奨学生Ａ・Ｂ（併願）と徳育奨学生（併願）の入学金分納の場合には１月２４日(火)までに１０,０００円を納入して
　ください。残り４０,０００円は３月７日（火）の合格者招集日までに納入してください。納入した入学金は返還できません。
※専願生は、入学金の分納はできません。
※普通科文理選抜コースは学校が指定するタブレットをご購入願います。
※情報メディア科は学校が推奨するスペックのノートパソコンをご購入願います。

校納金（月額） 39,000円
（内訳：授業料 33,000円、施設費 2,000円、教育充実費 3,000円、冷暖房費 1,000円）

一般生 特別優遇
奨学生Ｓ

文理選抜コース特典生 特別専願生

奨学生Ａ
奨学生Ｂ 徳育奨学生

入学金 給付100,000円 50,000円 50,000円

一般
専願生

入　学　金

7 入学金・校納金

≪就学支援金を申請し受理された場合：加算なし≫
地方税の課税所得×６％－調整控除の額（保護者全員分）が１５４,５００円以上３０４,２００円未満の場合

一般生 特別優遇
奨学生Ｓ

文理選抜コース特典生 特別専願生

奨学生Ａ
奨学生Ｂ 徳育奨学生

校納金 給付39,000円 12,500円 21,000円 22,500円

一般
専願生

校　納　金

委託徴収金（年額）２２,０００円　※４月と９月に１１,０００円ずつ徴収
（内訳：生徒会費５,８００円、体育文化振興会費７,２００円、育友会費７,０００円、記念事業費２,０００円）

※その他の各種奨学金制度（令和４年度実績）
●熊本県育英奨学金　　月額（自宅）30,000円　（自宅外）35,000円
●熊本市奨学金　　　　月額30,000円
●玉名市奨学金　　　　月額15,000円
●熊本県市立高等学校授業料減免
●奨学のための給付金

一般生 特別優遇
奨学生Ｓ

文理選抜コース特典生 特別専願生

奨学生Ａ
奨学生Ｂ

委託徴収金 22,000円

一般
専願生

委託徴収金

≪就学支援金を申請し受理された場合：加算あり≫
地方税の課税所得×６％－調整控除の額（保護者全員分）が１５４,５００円未満の場合

一般生 特別優遇
奨学生Ｓ

文理選抜コース特典生 特別専願生

奨学生Ａ
奨学生Ｂ 徳育奨学生

校納金 給付29,100円 9,200円 16，050円 17,550円

一般
専願生

※奨学生Ｓ・Ａ・Ｂの区分は、入学検査の結果により決定いたします。
※合格者招集日以降に奨学生申請書を提出していただきます。
※国からの就学支援金は、授業料に充当します。
※奨学生の特典を与えられた生徒で在学中に奨学生としてふさわしくないと判断された場合はその資格を停止または
　取り消すことがあります。

一般生 特別優遇
奨学生Ｓ

文理選抜コース特典生 特別専願生

奨学生Ａ
奨学生Ｂ 徳育奨学生

徳育奨学生

校納金 給付6,000円 1,500円 4,500円 6,000円

一般
専願生



8 Ⅰ期　１．専願生
志願できる科・コース
出願資格

すべての科・コース
令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、学業・人物ともに優秀な者。
※合格者は必ず入学すること。
※入学検査の結果を総合的に判断して成績優秀な者は、学業奨学生Ｂまたは徳育奨学生の
資格とする。

出願期間 令和５年１月１１日(水)～１３日(金)午前９時～午後４時（締切当日必着）

出 願 先
検 査 日 令和５年１月１７日(火)
検査会場

検査科目 作文・面接（個人）
検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き　
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年１月２０日(金)　　　　　　
中学校長と本人宛の合否結果は中学校側に一括して通知します。
※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続 ①期　　間　令和５年１月２１日(土)・２３日(月)・２４日(火)午前９時～午後４時
　　　　　　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。） 締切当日
　　　　　　消印有効
②手続場所　本校会議室
③手続書類　入学承諾書
④入 学 金　 ５０,０００円（納入した入学金は返還できません。）
※入学金の分納はできません。

特記事項 ①入学検査の結果で第２・第３志望の科、コースに転科合格になる場合があります。
　ただし、第２・第３志望がない場合は不合格となります。
②次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。

合格者招集日 令和５年３月７日(火)　受付１２時００分～　　本人･保護者同席で出席すること。

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
作文

9:55～ 10:05
諸注意

10:05～ 11:30
面接（個人）

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類 ①入学願(写真貼付)　
②受検票
③調査書(公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可)
④受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現金
　　書留でも可。
　　銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書
　　留で下記「出願先の住所」に送付してください。　

76

8 Ⅰ期　２．文理選抜コース特典生〔専願〕
志願できる科・コース
出願資格

普通科（文理選抜コース）

出願期間

出 願 先

令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、学業・人物ともに優秀な者。将来大学進学を
強く希望する生徒。原則として５教科の評定平均値が４．０以上の者。出願書類、入学検査の
結果を総合的に判断して学業奨学生Ｓの資格とする。
※出願希望者は、令和4年１２月２３日(金)までに本校に申し出ること。制度の説明を行います。　　　　　
※合格者は必ず入学すること。
※評定平均値は国語・社会・数学・理科・外国語の５教科(中学校３年間)について平均
　した値。ただし、小数第２位を四捨五入して、小数第１位までの値とする。

①入学願(写真貼付)　　　
②受検票　　　
③調査書(公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可)
④推薦書(受検種類、推薦理由、５教科の評定平均値を記入してください。)
⑤受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現
　　金書留でも可。
　　銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書
　　留で下記「出願先の住所」に送付してください。

検 査 日 令和５年１月１７日(火)
検査会場

検査科目 作文・面接（個人）
検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き　
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年１月２０日(金)　　　　　　
中学校長と本人宛の合否結果は中学校側に一括して通知します。　
※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続

①次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。
②入学後、奨学生としての成績基準を連続かつ継続して満たさない場合（Ｓ＝８割以上）や奨
　学生としてふさわしくないと判断された場合は、その資格を停止または取り消すことがあります。

特記事項

①期　　間　令和５年１月２１日(土)・２３日(月)・２４日(火)　午前９時～午後４時　　
　　　　　　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。） 締切当日
　　　　　　消印有効
②手続場所　本校会議室
③手続書類　入学承諾書
④入 学 金　給付

合格者招集日 令和５年３月７日(火)　受付１２時００分～　本人･保護者同席で出席すること。

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
作文

9:55～ 10:05
諸注意

10:05～ 11:30
面接（個人）

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類

本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　天草会場（天草プラザホテル）
八代会場（八代商工会議所　中会議室）　　福岡会場（福岡商工会議所）

本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　　天草会場（天草プラザホテル）
八代会場（八代市商工会議所　中会議室）　　福岡会場（福岡商工会議所）

令和５年１月１１日(水)～１３日(金)　午前９時～午後４時（締切当日必着）

〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係

〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係



98

志願できる科・コース
出願資格

すべての科・コース

出願期間

出 願 先

令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、学業・人物ともに優秀な者。原則として５教科
の評定平均値が３．３以上の者。出願書類、入学検査の結果を総合的に判断して学業奨学生
Ａの資格とする。
※出願希望者は、令和４年１２月２３日(金)までに本校に申し出ること。制度の説明を行います。
※合格者は必ず入学すること。
※評定平均値は国語・社会・数学・理科・外国語の５教科(中学校３年間)について平均
　した値。ただし、小数第２位を四捨五入して、小数第一位までの値とする。

①入学願(写真貼付)　　　
②受検票　　　
③調査書(公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可)
④推薦書(受検種類、推薦理由、５教科の評定平均値を記入してください。)
⑤受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現
　　金書留でも可。
　　銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書
　　留で下記「出願先の住所」に送付してください。　

令和５年１月１１日(水)～１３日(金)午前９時～午後４時（締切当日必着）

検 査 日 令和５年１月１７日(火)
検査会場

検査科目 作文・面接（個人）
検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年１月２０日(金)　
中学校長と本人宛の合否結果は中学校側に一括して通知します。
※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続

①入学検査の結果で第２・第３志望の科、コースに転科合格になる場合があります。
②次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。
③入学後、奨学生としての成績基準を連続かつ継続して満たさない場合（Ａ＝７割以上）や奨
　学生としてふさわしくないと判断された場合は、その資格を停止または取り消すことがあります。

特記事項

①期　　間　令和５年１月２１日(土)・２３日(月)・２４日(火)　午前９時～午後４時　　
　　　　　　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。） 締切当日
　　　　　　消印有効
②手続場所　本校会議室　　　
③手続書類　入学承諾書
④入 学 金　５０,０００円（納入した入学金は返還できません。）
※入学金の分納はできません。

合格者招集日 令和５年３月７日(火)　受付１２時００分～　本人･保護者同席で出席すること。

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
作文

9:55～ 10:05
諸注意

10:05～ 11:30
面接（個人）

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類

8 Ⅰ期　３．特別専願生〔専願〕 8 Ⅰ期　４．専修奨学生Ｓ・Ａ・Ｂ〔専願〕
志願できる科・コース
出願資格

すべての科・コース

出願期間

出 願 先

令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、学業・人物ともに優秀な者及び体育や文化活
動に秀でた者、または本校から勧誘があった者で学業成績が良好で経済的な支援が必要な者。
専修奨学生Ｓの資格となる者は原則として中学３年間の評定平均値が３．０以上の者。
※入学願の第２・第３志望科欄にも○印をつける。　　
※合格者は必ず入学すること。

①入学願(写真貼付)　　　
②受検票　　　
③調査書（公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可）　
④推薦書（受検種類、特技(競技歴等)を記入してください。）
⑤受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現
　　金書留でも可。銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書
　　留で下記「出願先の住所」に送付してください。

令和５年１月１１日(水)～１３日(金)午前９時～午後４時（締切当日必着）

検 査 日 令和５年１月１７日(火)
検査会場

検査科目 国語・数学・英語（文理選抜コースはリスニングテストあり、他はリスニングテストなし）、面接
（グループ）

検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年１月２０日(金)　　　　　　
中学校長と本人宛の合否結果は中学校側に一括して通知します。
※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続

①入学検査の結果で第２・第３志望の科、コースに転科合格になる場合があります。
②次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。　　
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。
③入学後、奨学生としてふさわしくないと判断された場合は、その資格を停止・取り消すことが
　あります。

特記事項

①期　　間　令和５年１月２１日(土)・２３日(月)・２４日(火)　午前９時～午後４時　　
　　　　　　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。） 締切当日
　　　　　　消印有効
②手続場所　本校会議室　　　
③手続書類　入学承諾書　　　
④入 学 金　専修奨学生Ｓは給付
　　　　　　専修奨学生Ａ・Ｂは５０,０００円（納入した入学金は返還できません。）
※入学金の分納はできません。

合格者招集日 令和５年３月７日(火)　受付１２時００分～　本人･保護者同席で出席すること。

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
国語

10:00～ 10:50
数学

11:05～ 11:55
英語

12:10～ 12:20
諸注意

12:20～ 13:10
 面接（グループ）

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類

本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　　　天草会場（天草プラザホテル）
八代会場（八代商工会議所　中会議室）　　　　福岡会場（福岡商工会議所）

本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　天草会場（天草プラザホテル）
八代会場（八代商工会議所　中会議室）　　福岡会場（福岡商工会議所）
　）

〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係

〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係



8 Ⅰ期　５．学業奨学生〔専願〕　６．学業奨学生〔併願〕
志願できる科・コース
出願資格

すべての科・コース
令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、学業・人物ともに優秀な者。
※専願の合格者は必ず入学すること。
※出願書類、入学検査の結果を総合的に判断して学業奨学生Ｓ・Ａ・Ｂの資格とする。
※合否について
　ア）学業奨学生〔専願〕の場合･･･学業奨学生の基準に達しなかった場合は、徳育奨学生
　　 の基準として合否を判定する。さらに、徳育奨学生の基準に達しなかった場合は、専願生
　　 の基準として合否を判定する。
　イ）学業奨学生〔併願〕の場合･･･学業奨学生の基準に達しなかった場合は、徳育奨学生
　　 の基準として合否を判定する。ただし、徳育奨学生の基準に達しなかった場合は、不合格
　　 とする。 

出願期間 令和５年１月１１日(水)～１３日(金)　午前９時～午後４時（締切当日必着）

出 願 先
検 査 日 令和５年１月１７日(火)
検査会場

検査科目 国語・数学・英語（文理選抜コースはリスニングテストあり、他はリスニングテストなし）、面接
（グループ）

検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き　
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年１月２０日(金)　　　　　
中学校長と本人宛の合否結果は中学校側に一括して通知します。
※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続 ①期　　間　令和５年１月２１日(土)・２３日(月)・２４日(火)
　　　　　　午前９時～午後４時　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封して
　　　　　　ください。） 締切当日消印有効
②手続場所　本校会議室　　　
③手続書類　入学承諾書　　
　　　　　　※併願生は３月７日(火)第１回合格者招集日までに提出
④入 学 金　学業奨学生Ｓは給付　　　
　　　　　　学業奨学生Ａ・Ｂは５０,０００円
【専願】入学金５０,０００円は１月２４日(火)までに納入してください。
 　　  入学金の分納はできません。
【併願】入学金は１月２４日(火)までに１０,０００円を納入してください。
　　　残り４０,０００円は３月７日(火)の合格者招集日までに納入してください。
※納入した入学金は返還できません。

特記事項 ①入学検査の結果で第２・第３志望の科、コースに転科合格になる場合があります。
　ただし、第２・第３志望がない場合は不合格となります。
②次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。　
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。
③入学後、奨学生としての成績基準を連続かつ継続して満たさない場合（Ｓ＝８割以上、Ａ＝７
　割以上、Ｂ＝６割以上）または奨学生としてふさわしくないと判断された場合は、その資格を停
　止または取り消すことがあります。

合格者招集日 令和５年３月７日(火)受付１２時００分～　　本人･保護者同席で出席すること。

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類 ①入学願(写真貼付)　　　
②受検票　　　
③調査書(公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可)
④推薦書(専願生のみの提出。受検種類と推薦理由を記入してください。)
⑤受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。　
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現金
　　書留でも可。　銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書留
　　で下記「出願先の住所」に送付してください。　
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8 Ⅰ期　７．徳育奨学生〔専願〕　８．徳育奨学生〔併願〕
志願できる科・コース
出願資格

すべての科・コース

出願期間

出 願 先

令和５年３月中学校卒業見込みの者であって、人物良好で目的意識を持ち学習または体育や
文化活動に意欲が高い者。
※専願の合格者は必ず入学すること。
※合否について
　ア）徳育奨学生〔専願〕の場合･･･徳育奨学生の基準に達しなかった場合は、専願生の基
 　　準として合否を判定する。
　イ）徳育奨学生〔併願〕の場合･･･徳育奨学生（併願）の基準に達しなかった場合は、不合
　　  格とする。

①入学願(写真貼付)　　　
②受検票　　　　
③調査書(公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可)　
④推薦書(専願生のみの提出。受検区分のみ記入してください。)　
⑤受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。　
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現
　　金書留でも可。銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書
　　留で下記「出願先の住所」に送付してください。　

令和５年１月１１日(水)～１３日(金)　午前９時～午後４時（締切当日必着）

検 査 日 令和５年１月１７日(火)
検査会場

検査科目 国語・数学・英語（文理選抜コースはリスニングテストあり、他はリスニングテストなし）、面接
（グループ）

検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。　　
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年１月２０日(金)
中学校長と本人宛の合否結果は中学校側に一括して通知します。
※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続

①入学検査の結果で第２・第３志望の科、コースに転科合格になる場合があります。
　ただし、第２・第３志望がない場合は不合格となります。
②次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。
③入学後、奨学生としてふさわしくないと判断された場合は、その資格を停止または取り消すこ
　とがあります。

特記事項

①期　　間　令和５年１月２１日(土)・２３日(月)・２４日(火)
　　　　　　午前９時～午後４時　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封して
　　　　　　ください。） 締切当日消印有効
②手続場所　本校会議室
③手続書類　入学承諾書　　
　　　　　　※併願生は３月７日(火)　第１回合格者招集日までに提出
④入 学 金　５０,０００円
【º専願】入学金５０,０００円は１月２４日(月)までに納入してください。
　　　入学金の分納はできません。
【併願】入学金は１月２４日(火)までに１０,０００円を納入してください。
　　　残り４０,０００円は３月７日(火)の合格者招集日までに納入してください。
※納入した入学金は返還できません。

合格者招集日 令和５年３月７日(火)受付１２時００分～　本人･保護者同席で出席すること。

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
国語

10:00～ 10:50
数学

11:05～ 11:55
英語

12:10～ 12:20
諸注意

12:20～ 13:10
 面接（グループ）

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
国語

10:00～ 10:50
数学

11:05～ 11:55
英語

12:10～ 12:20
諸注意

12:20～ 13:10
 面接（グループ）

本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　天草会場（天草プラザホテル）
八代会場（八代商工会議所　中会議室）　　福岡会場（福岡商工会議所）

本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　　天草会場（天草プラザホテル）
八代会場（八代市商工会議所　中会議室）　　福岡会場（福岡商工会議所）

〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係
〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係
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志願できる科・コース
出願資格

すべての科・コース

出願期間

出 願 先 〒869-0293　熊本県玉名市岱明町野口１０４６　専修大学玉名高等学校　入学検査係

和５年３月中学校卒業見込みの者、または中学校を卒業した者
※入学後に成績優秀な者は、学業奨学生Ｓ･Ａ･Ｂまたは徳育奨学生の資格とする。
※「成績」とは、実力・定期テストの点数などのほか、提出物、授業態度なども含めた総合的な
　評価の結果とします。

①入学願(写真貼付)　　　
③受検票　　　　
④調査書（公立のコピーまたは、各県の統一用紙でも可）
④受検料１０,０００円　※納入した受検料は返還できません。　
　※専用の振込依頼書を使用して肥後銀行にて振り込み。または現金持参、郵便為替、現
　　金書留でも可。
　　銀行振込の場合は手数料が必要となります。
　※「振込金受領書(お客様用)」を振込金受領書貼付欄に必ず貼付してください。
　※郵送の場合は、返信用８４円分の切手と簡易書留３２０円分の切手を同封の上、簡易書
　　留で下記「出願先の住所」に送付してください。　

令和５年１月２４日(火)～２６日(木)　午前９時～午後４時（締切当日必着）

検 査 日 令和５年１月31日(火)
検査会場 本校会場（専修大学玉名高等学校）　　　　　　天草会場（天草プラザホテル）

八代会場（八代商工会議所　中会議室）　　　　福岡会場（TKPビジネスセンター）
検査科目 国語・数学・英語（文理選抜コースはリスニングテストあり、他はリスニングテストなし）、面接

（グループ）
検査日程 入室完了　午前８時３０分

携 行 品 受検票　筆記用具　消しゴム　上履き
※携帯電話、計算機能や辞書機能、通信機能のついた用具は検査場内に持ち込まないこと。
※時計は各検査場に設置してあります。

合格発表 令和５年２月２日(木)　　　　　　
中学校長と本人宛に合否結果は中学校側に一括して通知します。
過年度生については直接本人宛に郵送します。※合格者の校内掲示は行いません。

入学手続

①入学検査の結果で第２・第３志望の科、コースに転科合格になる場合があります。ただし、
　第２・第３志望がない場合は不合格となります。
②次の項目に該当する場合、合格を取り消すことがあります。
　・期間内に入学手続を完了しない場合。
　・入学までの間に、生活行動等に問題が生じた場合。
　・調査書の記述内容が入学検査時と著しく異なることが判明した場合。

特記事項

①期　　間　令和５年２月３日(金)・６日(月)・７日(火)
　　　　　　午前９時～午後４時　郵送可 （84円切手を貼付した返信用封筒を同封してく
　　　　　　ださい。） 締切当日消印有効
②手続場所　本校会議室
③入 学 金　１００,０００円（納入した入学金は返還できません。）
　分納を希望する場合は２月７日(火)までに５０,０００円を納入し、残り５０,０００円は３月７日（火）
　の合格者招集日までに納入してください。
※特別優遇（一般生〔併願〕）の納付金分納の場合には２月７日(火)までに４０,０００円を納入し、
　残り１０,０００円は３月７日(火)の合格者招集日までに納入してください。
※特別優遇生は兄、姉が在籍しているか、卒業生の子女が対象（一般生〔併願〕）になります。
　入学手続期間中に申し出てください。（重複不可）

合格者招集日 令和５年３月７日(火)受付１２時００分～　本人･保護者同席で出席すること。

面接終了時間は受検生によって異なります。

出願書類

9 Ⅱ期　９．一般生〔併願〕

8:30～ 8:40
受検上の諸注意

8:55～ 9:45
国語

10:00～ 10:50
数学

11:05～ 11:55
英語

12:10～ 12:20
諸注意

12:20～ 13:10
 面接（グループ）

検 査 会 場

本 会 場 天草会場
専修大学玉名高等学校
熊本県玉名市岱明町野口 1046
TEL 0968-72-4151

玉名バイパス

築山小学校●

玉名中央病院●

サンリブ
●

●誕生寺
●ベスト電器

●リンガーハット

●
天草市役所●

大塚泌尿器科
クリニック

●中嶋歯科医院

●鶴屋

●ＧＳ

●ローソン●永芳医院
●
セブンイレブン●

ディスカウント
ドラッグコスモス

　●
代陽小

●八代警察署 ●
八代市役所

　●
八代城跡公園

　●
八代郵便局

●
塩屋八幡宮

　    ●
八代市立博物館
未来の森ミュージアム

松浜軒
　　●

JR玉名駅

●
ハローワーク玉名

玉名高校・附属中学校●

アクセス
JR玉名駅より徒歩８分

天草プラザホテル
熊本県天草市栄町 4-8
TEL 0969-23-5511

アクセス
本渡瀬戸大橋より約1km、本渡バスセンターより50m
本渡バスセンターより徒歩1分
シークルーズ本渡港よりタクシーで2分

八代会場 福岡会場
八代商工会議所  中会議室

熊本県八代市松江城町 6ｰ6
TEL 0965ｰ32-6191

アクセス
八代宮前バス停より徒歩1分

TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター
福岡会場（Ⅱ期）

福岡会場（Ⅰ期）

福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-8　TEL 092-477-6055

福岡商工会議所
福岡県福岡市博多区博多駅前2-9-28　TEL 092-441-1110

アクセス
〔博多駅から〕博多口から徒歩10分
〔天神から〕地下鉄空港線「福岡空港行」で２駅、
　　　　　祇園駅下車　５番出口より徒歩５分 

アクセス
JR鹿児島本線　博多駅　筑紫口　徒歩2分

専修大学
玉名高等学校

208

324112
113

250

42

165
44

天草プラザホテル

八代商工会議所

●餃子の王将

ファミリーマート●

バスターミナル●

オリエンタルホテル●

JR博多駅

●天下一品
●ローソン

住友生命●
●ヨドバシカメラ

●都ホテル
北九州銀行
　　●

福岡銀行
　　●

KITTE博多
　　●

　西日本
●シティ銀行

はかた駅前通り

博
多
口

筑
紫
口

筑紫通り

竹
下
通
り

住吉
通り

TKP博多駅筑紫口
ビジネスセンター

博多バス
ターミナル
　　　●

●
キャナルシティ
イーストビル ●

●

●
●

●
●

●
●

●

博多区役所
新庁舎

ホテル
日航

西日本シティ銀行本店
福岡ファッション
　　　　ビル

櫛田神社

博多警察署●

キャナルシティ
　　　● 　　●

KITTE
博多

博
多
口

はかた駅前通り

地下鉄
祇園駅

筑
紫
口

祇園駅
商工会議所入口

博多警察署入口

Ｊ
Ｒ
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多
駅

大博通り

国体
道路

福岡商工会議所




