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《受験生の皆さんへ》

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、当初予定していた入学試験

実施等について、変更が生じる可能性があります。出願・受験前

に、本校WEBサイト及び出願時に配布するプリントを必ず参照
してください。

●2023年度　専願・一般入試（前期・後期）日程

１月 ２月 ３月

１日 日 元日 １日 水 １日 水

２日 月 ２日 木 ２日 木

３日 火 ３日 金 前期一般入試試験日 ３日 金

４日 水 ４日 土 ４日 土

５日 木 ５日 日 ５日 日

６日 金 ６日 月 ６日 月

７日 土 ７日 火 前期合格発表・入学申込手続期間 ７日 火 福岡県立高校入試

８日 日 ８日 水 後期出願期間 ８日 水

９日 月 成人の日 ９日 木 ９日 木

10日 火 10日 金 10日 金

11日 水 11日 土 　 建国記念の日・後期一般入試 試験日 11日 土

12日 木 12日 日 12日 日

13日 金 13日 月 13日 月

14日 土 14日 火 14日 火

15日 日 15日 水 　　後期入試合格発表日・入学申込手続期間 15日 水 前・後期入学本手続〆切

16日 月 専願出願期間 16日 木 16日 木

17日 火 17日 金 17日 金

18日 水 18日 土 専願合格者登校日 18日 土 新入生登校日

19日 木 19日 日 19日 日

20日 金 専願入試 試験日 20日 月 20日 月

21日 土 21日 火 21日 火 春分の日

22日 日 22日 水 22日 水

23日 月 23日 木 天皇誕生日 23日 木

24日 火 専願入試 合格発表・専願入学手続期間 24日 金 24日 金

25日 水 25日 土 25日 土

26日 木 26日 日 26日 日

27日 金 前期出願期間 27日 月 27日 月

28日 土 28日 火 28日 火

29日 日 29日 水

30日 月 30日 木

31日 火 31日 金

４月

８日 土 入学式



入 学 試 験 要 項 目 次

○専願入試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …………………… 　Ｐ.１　Ｐ.２

　　募集定員　　スーパー特進難 関 受 験コース　　　　 20名
　　　　　　　　スーパー特進アスリートコース　　　　 20名
　　　　　　　　スーパー特進グローバルスタディコース　8名
　　　　　　　　進学Ⅰ類コース　　　　　　　　　　　100名（※）
　　　　　　　　進学Ⅱ類コース　　　　　　　　　　　100名
　　　　　　　　※留学生対象のグローバルスポーツコース（若干名）を含む
　　出願期間　　2023年１月16日（月）～2023年１月18日（水）
　　入学試験日　2023年１月20日（金）
　　試験科目　　スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アスリートコース・
　　　　　　　　スーパー特進グローバルスタディコース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…… 国語・数学・英語・理科・社会／面接
　　　　　　　　進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コース……国語・数学・英語／面接
　　合格発表日　2023年１月24日（火）

○前期入試〈一般入試〉　　　　　　　　　　　　 …………………… 　Ｐ.３　Ｐ.４

　　募集定員　　スーパー特進難 関 受 験コース　　　　　5名
　　　　　　　　スーパー特進アスリートコース　　　　　5名
　　　　　　　　スーパー特進グローバルスタディコース　2名
　　　　　　　　進学Ⅰ類コース　　　　　　　　　　　 20名
　　　　　　　　進学Ⅱ類コース　　　　　　　　　　　 40名
　　出願期間　　2023年１月27日（金）～2023年２月１日（水）
　　入学試験日　2023年２月３日（金）
　　試験科目　　国語・数学・英語・理科・社会
　　合格発表日　2023年２月７日（火）

○後期入試〈一般入試〉　　　　　　　　　　　　 …………………… 　Ｐ.５　Ｐ.６

　　募集定員　　スーパー特進難 関 受 験コース　　　　　若干名
　　　　　　　　スーパー特進アスリートコース　　　　　若干名
　　　　　　　　スーパー特進グローバルスタディコース　若干名
　　　　　　　　進学Ⅰ類コース　　　　　　　　　　　　若干名
　　　　　　　　進学Ⅱ類コース　　　　　　　　　　　　若干名
　　出願期間　　2023年２月８日（水）～2023年２月10日（金）
　　入学試験日　2023年２月11日（土）
　　試験科目　　国語・数学・英語・理科・社会
　　合格発表日　2023年２月15日（水）

○入学金・校納金・支援制度／奨学金制度　 ……………………… 　Ｐ.７　Ｐ.８

○個人情報の取り扱いに関するお知らせ　　　 …………………………… 　Ｐ.９

○入学願書［青色］専願入試（スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アスリートコース・スーパー特進グローバルスタディコース）
　　　　　［緑色］専願入試（進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コース）
　　　　　［黄色］前期・後期一般入試（全コース）
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１．募集学科コース・定員１．募集学科コース・定員

スーパー特進難関受験コース　　 20名 スーパー特進アスリートコース　 20名
スーパー特進グローバルスタディコース　8名
進学Ⅰ類コース　　　　　　　　100名（※） 進学Ⅱ類コース　　　　　　　　100名
※留学生対象のグローバルスポーツコース（若干名）を含む。

２．出　願　資　格２．出　願　資　格

本校の「建学の精神」および「教育方針」を理解し共鳴する者で、下記の条件を満たす者。
　■2023年３月中学校卒業見込みの者、または2022年３月中学校卒業した者。
　■合格した場合は必ず本校に入学する者。
　■ スーパー特進（難関受験・アスリート・グローバルスタディ）コースを志望する者は、
国公立大・海外の大学・難関私大・東海大学等、大学進学を第一志望とする者に限る。
（看護系志望は除く）

３．志望コース・入試内容・受験対応３．志望コース・入試内容・受験対応

　■第一志望を次の５つのコースの中から選択してください。

コース 試験内容 受験対応
スーパー特進難関受験コース　 ５教科＋面接 チャレンジ入試※１
スーパー特進アスリートコース ５教科＋面接 ※２※３
スーパー特進グローバルスタディコース ５教科＋面接 チャレンジ入試※１

進学Ⅰ類コース ３教科（国数英）＋面接 転コース判定※４
進学Ⅱ類コース ３教科（国数英）＋面接

※１　 スーパー特進難関受験コース・スーパー特進グローバルスタディコースの希望者は「チャレンジ入試」受
験になります。（注１）

※２　スーパー特進アスリートコースの希望者は④・⑤の対応のみとなります。（注１）

（注１）「学業奨学金専願チャレンジ入試（学業奨学生についてはP８を参照）」
　 スーパー特進難関受験・グローバルスタディコースの専願入試受験者対象で学業奨学
生の種別による合否判定を選択できる入試制度です。（種別の詳細はＰ８参照）

　 以下の①～⑤の対応（Ｓ／Ａ／Ｂ／Ｔ／Ｇ）の中から希望する対応を選択してください。
SS種については、選択できません。

①　Ｓ対応・・・・Ｓ種以上（SS種含む）の奨学生に採用される場合のみ、合格を希望する。
　　　　　　　　　（Ｓ奨学生以上に採用しない場合は、不合格となる）
②　Ａ対応・・・・Ｓ種・Ａ種奨学生に採用される場合のみ合格を希望する。
　　　　　　　　　（Ａ種以上の奨学生に採用しない場合は、不合格となる）
③　Ｂ対応・・・・Ｓ種・Ａ種・Ｂ種奨学生に採用される場合のみ合格を希望する。　
　　　　　　　　　（Ｂ種以上の奨学生に採用しない場合は、不合格となる）
④　Ｔ対応・・・・ 奨学生に採用されない場合でも、スーパー特進コースのみ合格を希

望する。
　　　　　　　　　（但し、進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コースへの合否判定は希望しない）
⑤　Ｇ対応・・・・ スーパー特進コースの合格に達しなかった場合、進学Ⅰ類コース・

進学Ⅱ類コースへの合否判定を希望する。

※３　 スーパー特進アスリートコースの受験は強化クラブ入部希望生のみとします。
　　　（但し、強化クラブの活動を理解し、活動に耐えられる者）
　　　強化クラブ・・・ 柔道部・野球部・男子サッカー部・女子サッカー部・ラグビー部・男子駅伝部・女

子バスケットボール部・女子バレーボール部・チアリーディング部・剣道部・男女バ
ドミントン部・吹奏楽部（総合部への入部希望者は、別途お問い合わせください）

※４　 進学Ⅰ類コースの受験希望者で合格基準に達しない場合、進学Ⅱ類コースの合格基準を満たしていれ
ば、進学Ⅱ類コース合格とします。

＊　出願書類提出後の志望の変更は認めません。

４．出　願　手　続４．出　願　手　続

　出願期間　2023年１月16日（月）～2023年１月18日（水）　受付時間９時～16時
　出願書類　●入学願書（本校指定用紙）　●調査書（福岡県統一用紙）
　受 験 料　15,000円　※ 納入は、入学願書添付の振込用紙を切り離さずに金融機関で

手続きしてください。 （銀行収納印をご確認ください）

専願入学試験専願入学試験
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　提 出 先　本校事務室
※郵送による出願の場合（出願期間内に必着のこと）
　封筒に「願書在中」と朱書し、下記のものを同封の上、書留郵便で郵送してください。

●出願書類
●返信用封筒（長３定形封筒に宛名明記、344円切手貼付のこと）
　※ 速達料260円＋郵送料84円

郵送先 〒811-4193 福岡県宗像市田久１丁目９番２号 東海大学付属福岡高等学校 事務室宛

５．入　　　　　試 ５．入　　　　　試 
　試 験 日　2023年１月20日（金）　８時50分集合
　試験方法［スーパー特進（難関受験・アスリート・グローバルスタディ）コース］
　　　　　　（イ）　 学力試験（記述式、各60点満点）
　　　　　　　　　国語・数学・英語（リスニング含む）・理科・社会
　　　　　　（ロ）　面　接　（グループ面接）
　　　　  ［進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コース］
　　　　　　（イ）　 学力試験（記述式、各60点満点）
　　　　　　　　　国語・数学・英語（リスニング含む）
　　　　　　（ロ）　面　接　（グループ面接）

　試験教科・試験時間 ＊各自、面接終了後解散

諸注意 国語
(50分)

数学
(50分)

英語
(55分) 昼　食 理科

(50分)
社会
(50分) 面　接

スーパー特進難関受験コース
スーパー特進アスリートコース
スーパー特進グローバルスタディコース

9：00～
9：10

9：15～
10：05

10：20～
11：10

11：25～
12：20

12：20～
13：05

13：05～
13：55

14：10～
15：00

15：15～
16：00

進学Ⅰ類コース
進学Ⅱ類コース

9：00～
9：10

9：15～
10：05

10：20～
11：10

11：25～
12：20

12：20～
13：05 面　接　13：05～14：30

　会　　場　本　校
　携 行 品　受験票、筆記用具、上履き、昼食
　選考判定　学力試験、面接、調査書等を総合判定し選考します。

６．合　格　発　表６．合　格　発　表
　2023年１月24日（火）
　※入試結果については、速達郵便で中学校長宛に通知いたします。
　※校内掲示はいたしません。また、電話での問い合わせには応じられません。

７．入　学　手　続７．入　学　手　続
　合格者は合格通知を受領後、下表により入学手続きを行って下さい。

金　額 納入期間（銀行振込）

入学金等
入学申込金 30,000円

2023年１月24日（火）～2023年１月30日（月）
【合計236,500円】

※入 学 金 180,000円

委託金
ICT教育費初期費用  20,000円
後援会入会金   5,000円
生徒会入会金   1,500円

※入学金は、施設拡充費（170,000円）と建学記念事業協賛金（寄付金10,000円）の合計
額です。
※いったん納入された入学手続金は、原則としてお返ししません。
※指定の期日までに入学手続きがない場合は、入学資格を取り消します。

８．入学までの主な予定８．入学までの主な予定

行　事　名 日　時 会　場 新入生 保護者 備　考
専願合格者登校日
（課題指導・制服採寸等）

２月18日（土）
9：00～

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・専願入試合格者及び保護者対象

・強化クラブ説明会を予定。
新入生登校日

（入学受付・説明、物品販売）
３月18日（土）
9：30～

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・入学に関する説明及び物品販売

制服受け渡し ４月１日（土）
９：00～10：00

本校
松前記念体育館 ○ － ・制服等の受け渡しを行います

新入生
オリエンテーション

４月７日（金）
13：00～16：30

本校
松前記念体育館 ○ － ・事前オリエンテーション（提出物回収）

・入学式練習（本校制服）

入学式 ４月８日（土）
９：00～13：00

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・開式は10時（生徒のみ集合９：00）

・式後保護者懇談会（クラス毎）

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、予定を変更する場合があります。
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１．募集学科コース・定員１．募集学科コース・定員

スーパー特進難関受験コース　　　　　　5名
スーパー特進アスリートコース　　　　　5名
スーパー特進グローバルスタディコース　2名
進学Ⅰ類コース　　　　　　　　　　　 20名
進学Ⅱ類コース　　　　　　　　　　　 40名

２．出　願　資　格２．出　願　資　格

本校の「建学の精神」および「教育方針」を理解し共鳴する者で、下記の条件を満たす者。
　■2023年３月中学校卒業見込みの者、または2022年３月中学校卒業した者。
　■ スーパー特進（難関受験・アスリート・グローバルスタディ）コースを志望する者は、
国公立大・海外の大学・難関私大・東海大学等、大学進学を第一志望とする者に限る。
（看護系志望は除く）

３．志望コース・入試内容３．志望コース・入試内容

　■第一志望を次の５つの中から選択してください。

コース 試験内容 備考
スーパー特進難関受験コース　 ５教科
スーパー特進アスリートコース ５教科 強化クラブ入部希望生のみ※１
スーパー特進グローバルスタディコース ５教科

進学Ⅰ類コース ５教科
進学Ⅱ類コース ５教科

※１　スーパー特進アスリートコースの受験は強化クラブ入部希望生のみとします。
　　　願書に、入部希望のクラブ名を記入してください。
　　　（但し、強化クラブの活動を理解し、活動に耐えられる者）
　　　強化クラブ… 柔道部・野球部・男子サッカー部・女子サッカー部・ラグビー部・男子駅伝部・女子バス

ケットボール部・女子バレーボール部・チアリーディング部・剣道部・男女バドミントン
部・吹奏楽部（総合部への入部希望者は、別途お問い合わせください）

＊スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アスリートコース・スーパー特進グロー
バルスタディコースの受験者で、スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アス
リートコース・スーパー特進グローバルスタディコースの合格基準に達しない場合、
進学Ⅰ類コース、進学Ⅱ類コースの基準に沿って選考を行います。
＊進学Ⅰ類コースの受験者で合格基準に達しない場合、進学Ⅱ類コースの合格基準を
満たしていれば、進学Ⅱ類コース合格とします。
＊　出願書類提出後の志望の変更は認めません。

４．出　願　手　続４．出　願　手　続

　出願期間　2023年１月27日（金）～2023年２月１日（水）　受付時間９時～16時
 （ただし、土・日は除く）　　
　出願書類　●入学願書（本校指定用紙）　●調査書（福岡県統一用紙）
　受 験 料　15,000円　※ 納入は、入学願書添付の振込用紙を切り離さずに金融機関で

手続きしてください。 （銀行収納印をご確認ください）
　提 出 先　本校事務室
※郵送による出願の場合（出願期間内に必着のこと）
　封筒に「願書在中」と朱書し、下記のものを同封の上、書留郵便で郵送してください。

●出願書類
●返信用封筒（長３定形封筒に宛名明記、344円切手貼付のこと）
　※ 速達料260円＋郵送料84円

郵送先 〒811-4193 福岡県宗像市田久１丁目９番２号 東海大学付属福岡高等学校 事務室宛

〈一般入試〉〈一般入試〉前期入学試験前期入学試験
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５．入　　　　　試 ５．入　　　　　試 
　試 験 日　2023年２月３日（金）　８時50分集合
　試験方法 イ　学力試験（記述式、各60点満点）
　　　　　　　　国語・数学・英語（リスニング含む）・理科・社会
　　　　　　　※面接試験はありません

　試験教科・試験時間　

諸注意 国語
(50分)

数学
(50分)

英語
(55分) 昼　食 理科

(50分)
社会
(50分)

9：00～
9：10

9：15～
10：05

10：20～
11：10

11：25～
12：20

12：20～
13：05

13：05～
13：55

14：10～
15：00

　会　　場　本　校
　携 行 品　受験票、筆記用具、上履き、昼食
　選考判定　学カ試験、調査書等を総合判定し選考します。

６．合　格　発　表６．合　格　発　表

　2023年２月７日（火）
　※入試結果については、速達郵便で中学校長宛に通知いたします。
　※校内掲示はいたしません。また、電話での問い合わせには応じられません。

７．入　学　手　続７．入　学　手　続

　合格者は合格通知を受領後、下表により入学手続きを行って下さい。

金　額 納入期間（銀行振込）

入学金等
入学申込金 30,000円 2023年２月７日（火）～2023年２月15日（水）
※入 学 金 180,000円

2023年２月７日（火）～2022年３月15日（水）
【合計206,500円】委託金

ICT教育費初期費用  20,000円
後援会入会金   5,000円
生徒会入会金   1,500円

※入学金は、施設拡充費（170,000円）と建学記念事業協賛金（寄付金10,000円）の合計額です。
※いったん納入された入学手続金は、原則としてお返ししません。
※指定の期日までに入学手続きがない場合は、入学資格を取り消します。

８．入学までの主な予定８．入学までの主な予定

行　事　名 日　時 会　場 新入生 保護者 備　考

新入生登校日
（入学受付・説明、物品販売）

３月18日（土）
９：30～

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・入学に関する説明及び物品販売

制服受け渡し ４月１日（土）
９：00～10：00

本校
松前記念体育館 ○ － ・制服等の受け渡しを行います

新入生
オリエンテーション

４月７日（金）
13：00～16：30

本校
松前記念体育館 ○ － ・事前オリエンテーション（提出物回収）

・入学式練習（本校制服）

入学式 ４月８日（土）
９：00～13：00

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・開式は10時（生徒のみ集合９：00）

・式後保護者懇談会（クラス毎）

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、予定を変更する場合があります。

※入学手続き完了後に入学を辞退する場合、３月31日（金）15時まで（郵送の場合は
同日必着）に中学校長より本校長宛「入学辞退届」を提出した者は、入学申込金を除く

既納の入学時納付金を返還いたします。なお、入学辞退届には「受験番号、受験者氏名、

合格コース、入学辞退理由、返還先の銀行口座情報（口座名義はカタカナ）」を明記し、

返還にかかる振込手数料は返還額から差し引かせて頂きます。
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１．募集学科コース・人員１．募集学科コース・人員

スーパー特進難関受験コース　　　　　　若干名

スーパー特進アスリートコース　　　　　若干名

スーパー特進グローバルスタディコース　若干名
進学Ⅰ類コース　　　　　　　　　　　　若干名

進学Ⅱ類コース　　　　　　　　　　　　若干名

２．出　願　資　格２．出　願　資　格

本校の「建学の精神」および「教育方針」を理解し共鳴する者で、下記の条件を満たす者。

　■2023年３月中学校卒業見込みの者、または2022年３月中学校卒業した者。
　■ スーパー特進（難関受験・アスリート・グローバルスタディ）コースを志望する者は、
国公立大・海外の大学・難関私大・東海大学等、大学進学を第一志望とする者に限る。

（看護系志望は除く）

３．志望コース・受験内容３．志望コース・受験内容

　■第一志望を次の５つの中から選択してください。

コース 試験内容 備考
スーパー特進難関受験コース　 ５教科
スーパー特進アスリートコース ５教科 強化クラブ入部希望生のみ※１
スーパー特進グローバルスタディコース ５教科

進学Ⅰ類コース ５教科
進学Ⅱ類コース ５教科

※１　スーパー特進アスリートコースの受験は強化クラブ入部希望生のみとします。
　　　　願書に、入部希望のクラブ名を記入してください。
　　　　（但し、強化クラブの活動を理解し、活動に耐えられる者）
　　　　強化クラブ… 柔道部・野球部・男子サッカー部・女子サッカー部・ラグビー部・男子駅伝部・女子バス

ケットボール部・女子バレーボール部・チアリーディング部・剣道部・男女バドミントン部・
吹奏楽部（総合部への入部希望者は、別途お問い合わせください）

＊スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アスリートコース・スーパー特進グロー

バルスタディコースの受験者で、出願時に進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コースの合否

判定を希望した者は、スーパー特進難関受験コース・スーパー特進アスリートコー

スの合格基準に達しない場合、進学Ⅰ類コース・進学Ⅱ類コースの基準に沿って選

考を行います。

＊進学Ⅰ類コースの受験者で合格基準に達しない場合、進学Ⅱ類コースの合格基準を

満たしていれば、進学Ⅱ類コース合格とします。

＊　出願書類提出後の志望の変更は認めません。

４．出　願　手　続４．出　願　手　続

　出願期間　2023年２月８日（水）～2023年２月10日（金）　受付時間９時～16時
　出願書類　●入学願書（本校指定用紙）　●調査書（福岡県統一用紙）

　受 験 料　15,000円　※ 納入は、入学願書添付の振込用紙を切り離さずに金融機関で
手続きしてください。 （銀行収納印をご確認ください）

　提 出 先　本校事務室
※郵送による出願の場合（出願期間内に必着のこと）

　封筒に「願書在中」と朱書し、下記のものを同封の上、書留郵便で郵送してください。

●出願書類
●返信用封筒（長３定形封筒に宛名明記、344円切手貼付のこと）
　※ 速達料260円＋郵送料84円

郵送先 〒811-4193 福岡県宗像市田久１丁目９番２号 東海大学付属福岡高等学校 事務室宛

〈一般入試〉〈一般入試〉後期入学試験後期入学試験
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５．入　　　　　試 ５．入　　　　　試 
　試 験 日　2023年２月11日（土）　８時50分集合
　試験方法 イ　学力試験（記述式、各60点満点）
　　　　　　　　国語・数学・英語（リスニングなし）・理科・社会

　　　　　　　※面接試験はありません

　試験教科・試験時間　

諸注意 国語
(50分)

数学
(50分)

英語
(50分) 昼　食 理科

(50分)
社会
(50分)

9：00～
9：10

9：15～
10：05

10：20～
11：10

11：25～
12：15

12：15～
13：05

13：05～
13：55

14：10～
15：00

　会　　場　本　校
　携 行 品　受験票、筆記用具、上履き、昼食
　選考判定　学カ試験、調査書等を総合判定し選考します。

６．合　格　発　表６．合　格　発　表

　2023年２月15日（水）
　※入試結果については、速達郵便で中学校長宛に通知いたします。
　※校内掲示はいたしません。また、電話での問い合わせには応じられません。

７．入　学　手　続７．入　学　手　続

　合格者は合格通知を受領後、下表により入学手続きを行ってください。

金　額 納入期間（銀行振込）

入学金等
入学申込金 30,000円 2023年２月15日（水）～2023年２月17日（金）
※入 学 金 180,000円

2023年２月15日（水）～2023年３月15日（水）
【合計206,500円】委託金

ICT教育費初期費用  20,000円
後援会入会金   5,000円
生徒会入会金   1,500円

※入学金は、施設拡充費（170,000円）と建学記念事業協賛金（寄付金10,000円）の合計額です。
※いったん納入された入学手続金は、原則としてお返ししません。
※指定の期日までに入学手続きがない場合は、入学資格を取り消します。

８．入学までの主な予定８．入学までの主な予定

行　事　名 日　時 会　場 新入生 保護者 備　考
新入生登校日

（入学受付・説明、物品販売）
３月18日（土）
９：30～

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・入学に関する説明及び物品販売

制服受け渡し ４月１日（土）
９：00～10：00

本校
松前記念体育館 ○ － ・制服等の受け渡しを行います

新入生
オリエンテーション

４月７日（金）
13：00～16：30

本校
松前記念体育館 ○ － ・事前オリエンテーション（提出物回収）

・入学式練習（本校制服）

入学式 ４月８日（土）
９：00～13：00

本校
松前記念体育館 ○ ○ ・開式は10時（生徒のみ集合９：00）

・式後保護者懇談会（クラス毎）

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、予定を変更する場合があります。

※入学手続き完了後に入学を辞退する場合、３月31日（金）15時まで（郵送の場合は
同日必着）に中学校長より本校長宛「入学辞退届」を提出した者は、入学申込金を除く

既納の入学時納付金を返還いたします。なお、入学辞退届には「受験番号、受験者氏名、

合格コース、入学辞退理由、返還先の銀行口座情報（口座名義はカタカナ）」を明記し、

返還にかかる振込手数料は返還額から差し引かせて頂きます。
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入学時納付金・月額校納金及び支援制度入学時納付金・月額校納金及び支援制度

１．入学時納付金

入学申込金 　30,000円

　　＊入学申込金は、原則として返還いたしません。

入学金
施設拡充費 170,000円

合計　180,000円
建学記念事業協賛金（寄付金） 10,000円

＊建学記念事業協賛金（寄付金）は、教育環境の整備を目的とした任意の寄付金ですが、これによ

り既存校舎のリニューアル、全館空調化及びコンピュータ機器や同室の整備、各種グラウンドの

整備など、その成果を着実に還元させていただいております。従いまして、出費多端の折、誠に

恐縮に存じますが、何卒本趣旨をご理解賜り、本校の前進発展のためご支援、ご助力のほど切に

お願い申し上げます。

委託金

ICT教育費初期費用  20,000円

合計　26,500円後援会入会金 5,000円

生徒会入会金 1,500円

２．校納金（月額）　※2023年度入学生予定 世帯年収の目安は家族構成により異なります。

項目 授業料 保護者
負担軽減 世帯年収目安 就学支援金

支給額
学校納付金
軽減補助金 月額授業料

授業料 38,000円 △500円

約910万円以上 基準対象外 基準対象外 37,500円

910万円未満～590万円以上 9,900円支給 基準対象外 27,600円
約590万円未満 33,000円支給 基準対象外 4,500円

生活基準が下記に該当世帯 33,000円支給 4,500円支給 0円
※ 「就学支援金制度」「保護者負担軽減補助金」「学校納付金軽減補助金」の支給基準により月額授業料は
変動します

《生活基準要件》
●生活保護世帯　　●所得税非課税世帯　　●道府県民税・市町村税の所得割の合計額が非課税世帯
●国民年金保険料免除世帯　　●児童扶養手当受給世帯　　●就学援助受給世帯　　●家計急変世帯　など

委託金
保護者後援会会費 生徒会会費 部活動後援会会費 月額委託金

2,000円 500円 2,000円 4,500円

積立金

行事積立金(修学旅行費等含む）・
卒業積立金　等 学年諸経費 ICT教育費 月額積立金

5,000円
（特進）5,000円
（Ⅰ類）4,500円
（Ⅱ類）4,000円

3,400円
（特進）13,400円
（Ⅰ類）12,900円
（Ⅱ類）12,400円

※ スーパー特進グローバルスタディコースについては、２年次より積立金内の「学年諸経費」を月額2,000
円程度の追加徴収する予定です。

〔授業料等に対する支援制度について〕

　福岡県内の私立高等学校に通う生徒には授業料等の軽減について、国からの「就学支援

金」や福岡県からの「保護者負担軽減」・「奨学給付金」等の支援制度があります。入学後、

学校より手続きのご案内をいたします。

　各種補助金の詳細につきましては、福岡県庁のホームページをご参照下さい。

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyoikuhi2.html）
（各種支援制度については、国や県の施策により金額等の変更や制度が廃止される場合があります。）

入学金・校納金・支援制度／奨学金制度入学金・校納金・支援制度／奨学金制度
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奨学金制度について奨学金制度について

１．学業奨学生 　※すべての入試区分に適用し、公立高校との併願も可能

　　　・選考： 筆記試験の得点及び調査書等により総合的に判断する。
　　　・資格： スーパー特進（難関受験・アスリート・グローバルスタディ）コースを志

願し、国公立大学進学を目指す者。

奨学金種別 入学手続時給付額 年間給付額（5月に一括支給）初年度給付額
ＳＳ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（40万円） 570,000円
Ｓ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（20万円） 370,000円
Ａ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（10万円） 270,000円
Ｎ種 施設拡充費相当額（17万円） ― 170,000円

　　＊ 本奨学金については、原則として返還の義務がありません。（入学時に認定式を行う。保護者・入学者は原則参加）
　　＊ 奨学生としての資格は１年更新となります。校内審査を経て３か年継続することができます。
　　＊ 学業不振や学校生活上の問題等が認められる場合、資格を取り消すことがあります。

２．部活動奨学生（東海大福岡奨学生） 　※専願入試のみの適用

　　　・ 部活動において優秀な能力・技能があり学業および人物が優秀な者、あるいは経
済的理由による就学困難で人物が優秀な者に、奨学金を支給する制度がありま
す。（種別により奨学金を給付）

　　　・本校部活動顧問が、所属中学校を通してリクルートに伺います。

奨学金種別 入学手続時給付額 年間給付額（5月に一括支給）初年度給付額
ＮＳ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（20万円）/毎年 370,000円
ＮＡ種 施設拡充費相当額（17万円） 学習補助費（10万円）/毎年 270,000円
Ｓ種 ― 学習補助費（20万円）/毎年 200,000円
Ａ種 ― 学習補助費（10万円）/毎年 100,000円
Ｂ種 ― 学習補助費（ 5万円）/毎年 50,000円
Ｎ種 施設拡充費相当額（17万円） ― 170,000円

　　＊志望者は、「所属中学校校長の推薦書」が必要となります。
　　＊学校生活上の問題等が認められる場合、資格を取り消すことがあります。

３．野球奨学生

専願入試のみに適用

野球の技術・能力が優秀で、学業および人物が推薦に値する者に、奨学金を支給する制度
があります。種別により、奨学金を給付します。
＊志望者は、「所属中学校校長の推薦書」が必要となります。
＊日本高校野球連盟の規定により、野球奨学生は５名以下です。

４．松前重義記念奨学金

学業奨励奨学金

入学後、経済的に修学が困難になった生徒で、人物・学業成績共に優秀な者は、選考の上、
100,000円の奨学金を給付します。なお、この奨学金は返還の義務はありません。

５．公的奨学金制度
（2022年度の例）

名　　称 貸付金額 貸付期間 選　考
福岡県教育文化奨学財団奨学金 月10,000円～30,000円選択 在学中 所得
北九州市奨学金 月25,000円 在学中 所得
宗像市奨学金 月16,000円 在学中 所得
交通遺児奨学金 月20,000円～40,000円選択 在学中 所得
あしなが奨学金 月50,000円 在学中 所得
がん遺児奨学基金 月20,000円 在学中 所得・評定

＊その他民間企業の奨学金などがあります。
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　東海大学付属福岡高等学校（以下「本校」という）は、「個人情報に関する法律」の施
行に伴い、その重要性を認識し、個人情報保護への取り組みを実施しております。
　皆様よりお預かりする個人情報は、以下の目的において、適切な取り扱いをさせて頂き
ます。

１．個人情報の収集、利用及び提供

　本校は、収集目的を明確にした上で、目的の範囲内に限り、適法かつ公正な手段を用い
て個人情報を収集します。 また、個人情報の利用・提供は、その収集目的から逸脱しな
い範囲とします。

２．個人情報の管理と保護

　本校は、適切かつ厳重に個人情報を管理します。原則として、本人の同意(※１)を得た
場合を除き、第三者への個人情報の開示・提供は行いません。また、個人情報に関する不
正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏えい等を防止するために、安全対策を実施し、その
維持・改善を行います。
※１　本校では、生徒の法定代理人（保護者等）の同意を持って「本人の同意」とさせて頂く場合があります。

３．個人情報に関するお問い合わせへの対応

　本校が保有する個人情報に関する各種お問い合わせ（開示・訂正・削除の請求及び苦情・
相談）に対しては、合理的な範囲で適切かつ迅速に対応します。また、そのために必要な
体制の整備に努めます。

４．法令遵守

　本校は、本校が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守します。

５．継続的改善

　本校では、個人情報保護に関する管理の体制と仕組みについて継続的改善を実施します。

■個人情報の利用目的

本校では、以下に提示する利用目的の範囲内においてのみ利用いたします。
　・生徒募集に関する業務のため
　・入学試験に関する業務のため
　・就職に関する業務のため
　・教務に関する業務のため
　・保護者との連絡・通知に関する業務のため
　・課外活動・学校行事に関する業務のため
　・学納金に関する業務のため
　・教育上必要な試験・研修に関する業務のため

■個人情報の第三者提供

　本校では、以下の場合を除き、事前の同意なくしてお預かりした個人情報を第三者に提
供することはありません。
　・ 個人情報の提供に際し、あらかじめ本人から同意を得ている場合
　・法令に基づく場合
　・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき

　・ 公衆衛生の向上又は生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき

　・ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

※ 個人情報の取り扱いに関してご不明な点などございましたら、以下の窓口までお問い合わせ下さい。

■個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口

電話　0940-32-3311
FAX　0940-33-7466
問い合わせの受付時間は月曜日から金曜日（祝日を除く）の

９：00～16：00とさせて頂きます。

個人情報の取り扱いに関するお知らせ個人情報の取り扱いに関するお知らせ



東郷 44

東福間 8

福間 119

千鳥 14

古賀 1712

ししぶ 19

福工大前 2216

新宮中央 20

九産大前 25

香椎 2821

西戸崎 22

雁の巣 13

千早 3023

箱崎 34

吉塚 3628

博多 4032

教育大前 3

遠賀川 13

水巻 16

折尾 1912

若松 17

藤の木 12

奥洞海 9

二島 6

本城 3

陣原 23

黒崎 2617

八幡 2920
スペース
ワールド 3122

枝光 33

戸畑 3625

九州工大前 39

小倉 4430

西小倉 4229

赤間

徒歩 12 分

福北ゆたか線

香椎線

鹿児島本線

駅名

快速電車の所要時間

福北ゆたか線は折尾駅までの所要時間

香椎線は香椎駅までの所要時間

その他は赤間駅までの所要時間

普通電車の所要時間

東海大学付属
福岡高等学校

中間 8

直方 26

飯塚 42

長者原 14

宇美 31

■周辺マップ

※

JR
赤
間
駅
（
南
口
）
か
ら
本
校
ま
で
徒
歩
12
分
で
す
。

2021 年度より無料スクールバス（７コース）を運行しています。

①宗像地区　②津屋崎・福間地区　③古賀・福間地区　④東福間・日の里地区　⑤芦屋・岡垣地区

⑥水巻・遠賀地区　⑦鞍手・宮若地区　　　　　※入試当日のスクールバス（シャトルバス）運行はありません

サンリブ 福岡銀行

ビバホーム

森都病院

林外科

ガソリンスタンド
ファミリーマート

ガソリンスタンド自由ヶ丘
入口

自由ヶ丘
入口

至福岡 至北九州

至小倉

旧国道 3号線

釣川

国道3号線（宗像バイパス）

セブンイレブン

Fコープ

西日本シティ銀行

サニー

至博多

認定こども園
東海大学付属
自由ケ丘幼稚園

東海大学付属福岡高等学校

南口

JR赤間駅

海老津 8

東海大福岡高入口

列車により、所要時間が
異なる場合があります。
時刻表でご確認下さい。

交通案内交通案内



〒811-4193　福岡県宗像市田久１丁目９番２号

TEL 0940-32-3311  FAX 0940-33-7466

HP  https://www.fukuoka.tokai.ed.jp/

E-mail  info-fukuoka@tokai.ac.jp

入学試験要項
2023年度（令和５年度）

2023

東海大学付属福岡高等学校

FUKUOKA SENIOR HIGH SCHOOL


