
ステップアップコース＜単位制・通信制課程・普通科＞

平成 26 年 4 月
京都廣学館高等学校に新しい学び舎が

誕生

校訓
他
ひ と

人を愛し、他
ひ と

人を信頼し、他
ひ と

人を尊敬する、人
ひ と

間に私はなりたい。
他
ひ と

人から愛され、他
ひ と

人から信頼され、他
ひ と

人から尊敬される、人
ひ と

間に私はなりたい。

教育理念
『人間の能力は生まれつきのものではなく、
その人の努力によって開発され、無限に伸ばされる。』

通信制事務室〈西キャンパス5号館〉

〒619-0245 京都府相楽郡精華町下狛長芝11番地
TEL:0774-94-4178　FAX:0774-94-4608
E-mail:step-up@mkg.ac.jp

全日制高等学校が創る
通信制の新しいかたち

未来に向かって『はじめの一歩 』を踏み出してみませんか。

通信制校舎

平成25年春、山手幹線開通で木津・奈良方面からの来
校がますます便利になりました。
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全日制
校舎

 近鉄京都線　狛田駅下車西へ徒歩１０分
 ＪＲ学研都市線　下狛駅下車西へ徒歩７分

■ Access

Step-up
コース

Step-up コース
［単位制・通信制課程・普通科］
通信制の個別学習を基本に集団教育をプラス

個別学習
自分のペースで

学習できる

集団教育
みんなと一緒に

学べる

□ 自分のペースで学習したい人
□ 真面目に勉強したい人
□ 自分の時間を大切にしたい人
□ 高校の卒業資格を取得したい人
□ 社会人として必要な学力を身につけたい人
□ 友達をつくりたい人　
□ 制服を着て登校したい人　
□ 規則正しい生活を送りたい人　



■入学選考日（平成26年度４月新入学生対象）	 

回	 選考日	 出願期間	 合格発表日	 入学手続き締切日	 

１	 平成26年	 

2月 23日（日）	 

平成26年 2月 7日（金）	 

～2月 20日（木）	 

平成26年	 

2月 24日（月）	 

平成26年 2月 25日（火）	 

～3月 11日（火）	 

２	 平成26年	 

3月 8日（土）	 

平成26年 2月 21日（金）	 

～3月 6日（木）	 

平成26年	 

3月 10日（月）	 

平成26年 3月 11日（火）	 

～3月 25日（火）	 

３	 平成26年	 

3月 29日（土）	 

平成26年 3月 14日（金）	 

～3月 27日（木）	 

平成26年	 

3月 31日（月）	 

平成26年 4月 1日（火）	 

～4月 11日（金）	 

※郵送の場合は、各回ともに出願期間の 終日までに必着のこと。	 

※窓口の受付時間は、土日・祝日を除く９：００～１６：３０。	 

※合格発表日に郵送にて本人宛に通知します。なお、電話による問い合わせには応じられません。	 

	 

■転入学・編入学について	 

	  転	 入	 生	 編	 入	 生	 

出 願 資 格	 他の高等学校の１・２年に在学中の者	 他の高等学校を中途退学した者	 

入 学 時 期	 随時（毎月１日付での転入学を原則とする） 前期４月、後期１０月	 

出 願 期 間	 
随時	 

※転入学を希望する前月１０日までに出願 
前期２～３月、後期８～９月	 

※通信制課程事務室までお問い合わせください。 

出 願 書 類	 

＜本人が作成＞	 

□入学願書（Ａ）	 

□写真２枚（１枚は入学願書貼付）※横 4cm×縦 3cm、上半身・正面・脱帽、 近 3ヵ月以内撮影 

＜在籍校で作成＞ 
□転学照会書（Ｂ）	 	 □成績単位修得証明書 
□科目履修状況証明書	 □在学証明書 

＜ 終在籍校で作成＞	 

□成績単位修得証明書 
□在学期間証明書 

※平成２６年度後期入学生及び編入学・転入学生の募集については、随時、説明会・入学相談会を行いますので、下記

の京都廣学館高等学校通信制課程事務室までお問い合わせください。	 

	 

コース開設説明会・入学相談会の開催予定	 

場所：	 通信制校舎＜西キャンパス５号館＞	 ＡＶルーム［事前申込み不要］	 	 

□第２回	 平成26年	 3月 15日（土）	 10:00～12:00	 

※個別相談・学校見学は随時受け付けておりますので、下記（TEL	 0774-94-4178）までご連絡ください。	 

出願には事前の『個別相談』が必要です。	 

	 

個人情報の取り扱いについて	 ：	 入学試験等の提出によって本校が所有する皆様の個人情報は、安全に保管す

るとともに、受験等の発行をはじめとする入学試験業務にのみ使用し、本人の承諾なしに第三者に提供すること

はいたしません。また入学試験業務終了後は、当方にて適正な方法で処分いたします。	 

 

問い合わせ：京都廣学館高等学校通信制事務室＜西キャンパス５号館＞	 

〒619-0245	 京都府相楽郡精華町下狛長芝１１番地	 

［直］TEL：0774-94-4178／	 FAX：0774-94-4608／	 E-mail：step-up@mkg.ac.jp	 

	 

平成 26 年 4 月新設 

	 

＝	 全日制高等学校が創る新しい通信制の学び舎	 ＝	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 



■募集人員	 

	 単位制・通信制課程・普通科	 男女１２０名 
 
■募集地域（広域）	 

	 京都府、大阪府、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県の６府県在住者 
 
■出願資格	 

	 新入学：平成２６年３月中学校卒業見込みの者及び中学校卒業者 
	 	 

■入学時期	 

	 新入学：平成２６年４月	 ※後期１０月入学生、転・編入学生については、お問い合わせください。 
	 	  
■出願から入学までの流れ	 

	 １．資料請求・学校見学・学校説明会・個別相談	 

	 	 	 ▼	 

２．個別相談	 	 

◇出願までに必ず、個別相談（本人・保護者同伴）を行ってください。	 

	 	 ◇個別相談の際には、『個別相談カード』に必要事項を記入していただきます。	 	 	 	 

※本人・保護者同伴が出来ない場合は、ご相談下さい。	 

	 	 	 ▼	 

	 ３．出願	 ※出願書類が必要な方は、京都廣学館高等学校通信制事務室までご請求ください。	 

	 	 ◇出願書類［新入学］	 

【本人が準備する書類】：『入学願書』、『写真』２枚（入学願書に貼附１枚、受験票用１枚） 
【出身中学校に作成を依頼し、願書に同封する書類】：『報告書（調査書）』 
◇入学検定料	 １０，０００円	 

本校指定の振込用紙を使い、 寄りのゆうちょ銀行・銀行・信用金庫で振り込み、『振替払込受付証明書』を受

け取り、必ず、『入学願書』の裏面に貼付して下さい。金融機関の領収印のないものは、無効となりますので振り

込みの際には必ず領収印をご確認ください。なお、振り込み用紙の「受験者名・住所」欄は必ずご記入ください。 
◇出願方法：持参、または郵送にて受け付けます。受付期間に注意してください。	 

	 ①持参の場合：出願書類を所定の出願用封筒に入れ、通信制事務室窓口まで持参してください。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ※窓口受付時間	 ９：００～１６：３０（土日・祝日を除く）	 

	 ②郵送の場合：出願書類を所定の出願用封筒に入れ、簡易書留速達にて送付して下さい。	 

※『受験票』が同封されていない場合は、本校通信制事務室までご請求ください。	 

※一旦提出された書類と振り込まれた入学検定料は、理由の如何を問わずお返しできません。	 

	 	 	 ▼	 

	 ４．入学試験（選考方法）：面接・作文・基礎学力試験・書類審査による総合判定	 

◇面接（本人のみ）約２０分程度	 ※学習意欲と生活態度を重視します 
◇作文	 ５０分（４００字程度）※「志望理由」、「将来の夢」、「中学校生活」より選択。	 

◇基礎学力試験	 ５０分（国語・社会・数学・理科・英語の中学基礎レベル） 
◇書類審査（報告書）	 	 

	 	 	 ▼	 

	 ５．合格発表	 

◇合格発表日に郵送にて本人宛に通知します。なお、電話による問い合わせには応じられません。	 

	 	 	 ▼	 

６．入学手続き：合格発表から１週間以内に下記の費用（合計５５，０００円）を振り込み、入学手続きを完了して

ください。手続きが完了されない場合、入学を辞退されたものとします。	 

◇入	 学	 金	 	 	 	 ３０，０００円	 （入学時のみ）	 

◇施設設備費	 	 	 	 ２５，０００円	 （入学時のみ）	 

	 	 	 ▼	 

	 ７．履修登録：原則として、合格発表から１週間以内に履修登録を行って下さい。	 

◇履修相談：履修する教科・科目について先生と相談して、履修登録する科目を決めます。	 

◇履修登録：『履修届』を提出し、履修する科目を登録します。	 

	 ※登録された科目により、学費（授業料等）及び教科書代等教材費の請求をします。	 

	 	 	 ▼	 

	 ８．学費納入：履修登録から１週間以内に下記の費用を振り込んでください。（一括納入も可能です）	 

タイプ	 

項	 目	 

通学タイプ	 基本タイプ	 

平日スクーリング	 週１スクーリング	 集中スクーリング	 

授業料（１単位）	 ８，０００	 	 ８，０００	 	 ８，０００	 	 

［例］25単位履修	 ２００，０００	 	 ２００，０００	 	 ２００，０００	 	 

受講費（半期）	 ６０，０００	 	 －	 	 －	 	 

施設運営費（半期）	 ３０，０００	 	 ３０，０００	 	 ３０，０００	 	 

教育活動費（半期）	 １０，０００	 	 １０，０００	 	 １０，０００	 	 

諸費（入学時・半期）	 １６，１００	 	 １６，１００	 	 １６，１００	 	 

活動費（預り金）	 １００，０００	 	 １００，０００	 	 １００，０００	 	 

合	 計（前期）	 ４１６，１００	 	 ３５６，１００	 	 ３５６，１００	 	 

合	 計（年間）	 ５２５，１００	 	 ４０５，１００	 	 ４０５，１００	 	 

◇諸費内訳：教育協力会費（半期\6,000）・入会金、生徒会費（半期\3,000）・入会金、災害共済掛金	 

◇活動費：１００，０００円は、預かり金として年度末に精算します。	 

※参加した活動のみ費用を徴収し、不足した場合は追加徴収となります。	 

	 ※内訳：教科書教材費、特別活動費、学校外の学修費、資格・検定受験料、スクーリングにおける入場料等	 

	 	 	 ▼	 

９．入学前ガイダンス	 ※日時等の詳細は、案内を合格通知に同封します。	 

	 

■その他	 

１．物品購入：制服・カバン等は学校指定です。	 

◇制服一式（ブレザー、スラックス、シャツ、ネクタイ、カバン、上靴、体操服、通学靴等）約１０万円	 

※制服の採寸と支払い方法については、案内を合格通知に同封します。	 

２．就学支援金（平成25年度実績）：通信課程の就学支援金は、１単位当たり4,812円、１年間に30単位までが支給

されます。また、保護者の所得により加算される場合があります。就学支援金の支給は、入学後となりますので、

学費等は一旦納入していただき、支給確定後に精算し、返金する方法をとります。	 

※平成26年度は、制度が改正されますので、後日ご案内いたします。	 

３．京都府在住の生徒に対する学費軽減制度：本校は、京都府の『私立高等学校あんしん修学支援事業』の対象とな

っています。入学後、学校を通して申請することにより、学費が軽減されます。保護者世帯の年収等により、学費

の減免額は異なります。詳細は、京都府ホームページでご確認下さい。	 

４．京都府外の在住の生徒に対する学費軽減制度：大阪府、奈良県等お住まいの都道府県により学費軽減の制度は異

なりますので、その都度、ご案内します。	 

５．南京都学園奨学金：ファミリー奨学生（親・兄弟姉妹が本校・系列校を卒業又は在籍している場合）	 



■募集人員	 

	 単位制・通信制課程・普通科	 男女１２０名 
 
■募集地域（広域）	 

	 京都府、大阪府、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県の６府県在住者 
 
■出願資格	 

	 新入学：平成２６年３月中学校卒業見込みの者及び中学校卒業者 
	 	 

■入学時期	 

	 新入学：平成２６年４月	 ※後期１０月入学生、転・編入学生については、お問い合わせください。 
	 	  
■出願から入学までの流れ	 

	 １．資料請求・学校見学・学校説明会・個別相談	 

	 	 	 ▼	 

２．個別相談	 	 

◇出願までに必ず、個別相談（本人・保護者同伴）を行ってください。	 

	 	 ◇個別相談の際には、『個別相談カード』に必要事項を記入していただきます。	 	 	 	 

※本人・保護者同伴が出来ない場合は、ご相談下さい。	 

	 	 	 ▼	 

	 ３．出願	 ※出願書類が必要な方は、京都廣学館高等学校通信制事務室までご請求ください。	 

	 	 ◇出願書類［新入学］	 

【本人が準備する書類】：『入学願書』、『写真』２枚（入学願書に貼附１枚、受験票用１枚） 
【出身中学校に作成を依頼し、願書に同封する書類】：『報告書（調査書）』 
◇入学検定料	 １０，０００円	 

本校指定の振込用紙を使い、 寄りのゆうちょ銀行・銀行・信用金庫で振り込み、『振替払込受付証明書』を受

け取り、必ず、『入学願書』の裏面に貼付して下さい。金融機関の領収印のないものは、無効となりますので振り

込みの際には必ず領収印をご確認ください。なお、振り込み用紙の「受験者名・住所」欄は必ずご記入ください。 
◇出願方法：持参、または郵送にて受け付けます。受付期間に注意してください。	 

	 ①持参の場合：出願書類を所定の出願用封筒に入れ、通信制事務室窓口まで持参してください。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ※窓口受付時間	 ９：００～１６：３０（土日・祝日を除く）	 

	 ②郵送の場合：出願書類を所定の出願用封筒に入れ、簡易書留速達にて送付して下さい。	 

※『受験票』が同封されていない場合は、本校通信制事務室までご請求ください。	 

※一旦提出された書類と振り込まれた入学検定料は、理由の如何を問わずお返しできません。	 

	 	 	 ▼	 

	 ４．入学試験（選考方法）：面接・作文・基礎学力試験・書類審査による総合判定	 

◇面接（本人のみ）約２０分程度	 ※学習意欲と生活態度を重視します 
◇作文	 ５０分（４００字程度）※「志望理由」、「将来の夢」、「中学校生活」より選択。	 

◇基礎学力試験	 ５０分（国語・社会・数学・理科・英語の中学基礎レベル） 
◇書類審査（報告書）	 	 

	 	 	 ▼	 

	 ５．合格発表	 

◇合格発表日に郵送にて本人宛に通知します。なお、電話による問い合わせには応じられません。	 

	 	 	 ▼	 

６．入学手続き：合格発表から１週間以内に下記の費用（合計５５，０００円）を振り込み、入学手続きを完了して

ください。手続きが完了されない場合、入学を辞退されたものとします。	 

◇入	 学	 金	 	 	 	 ３０，０００円	 （入学時のみ）	 

◇施設設備費	 	 	 	 ２５，０００円	 （入学時のみ）	 

	 	 	 ▼	 

	 ７．履修登録：原則として、合格発表から１週間以内に履修登録を行って下さい。	 

◇履修相談：履修する教科・科目について先生と相談して、履修登録する科目を決めます。	 

◇履修登録：『履修届』を提出し、履修する科目を登録します。	 

	 ※登録された科目により、学費（授業料等）及び教科書代等教材費の請求をします。	 

	 	 	 ▼	 

	 ８．学費納入：履修登録から１週間以内に下記の費用を振り込んでください。（一括納入も可能です）	 

タイプ	 

項	 目	 

通学タイプ	 基本タイプ	 

平日スクーリング	 週１スクーリング	 集中スクーリング	 

授業料（１単位）	 ８，０００	 	 ８，０００	 	 ８，０００	 	 

［例］25単位履修	 ２００，０００	 	 ２００，０００	 	 ２００，０００	 	 

受講費（半期）	 ６０，０００	 	 －	 	 －	 	 

施設運営費（半期）	 ３０，０００	 	 ３０，０００	 	 ３０，０００	 	 

教育活動費（半期）	 １０，０００	 	 １０，０００	 	 １０，０００	 	 

諸費（入学時・半期）	 １６，１００	 	 １６，１００	 	 １６，１００	 	 

活動費（預り金）	 １００，０００	 	 １００，０００	 	 １００，０００	 	 

合	 計（前期）	 ４１６，１００	 	 ３５６，１００	 	 ３５６，１００	 	 

合	 計（年間）	 ５２５，１００	 	 ４０５，１００	 	 ４０５，１００	 	 

◇諸費内訳：教育協力会費（半期\6,000）・入会金、生徒会費（半期\3,000）・入会金、災害共済掛金	 

◇活動費：１００，０００円は、預かり金として年度末に精算します。	 

※参加した活動のみ費用を徴収し、不足した場合は追加徴収となります。	 

	 ※内訳：教科書教材費、特別活動費、学校外の学修費、資格・検定受験料、スクーリングにおける入場料等	 

	 	 	 ▼	 

９．入学前ガイダンス	 ※日時等の詳細は、案内を合格通知に同封します。	 

	 

■その他	 

１．物品購入：制服・カバン等は学校指定です。	 

◇制服一式（ブレザー、スラックス、シャツ、ネクタイ、カバン、上靴、体操服、通学靴等）約１０万円	 

※制服の採寸と支払い方法については、案内を合格通知に同封します。	 

２．就学支援金（平成25年度実績）：通信課程の就学支援金は、１単位当たり4,812円、１年間に30単位までが支給

されます。また、保護者の所得により加算される場合があります。就学支援金の支給は、入学後となりますので、

学費等は一旦納入していただき、支給確定後に精算し、返金する方法をとります。	 

※平成26年度は、制度が改正されますので、後日ご案内いたします。	 

３．京都府在住の生徒に対する学費軽減制度：本校は、京都府の『私立高等学校あんしん修学支援事業』の対象とな

っています。入学後、学校を通して申請することにより、学費が軽減されます。保護者世帯の年収等により、学費

の減免額は異なります。詳細は、京都府ホームページでご確認下さい。	 

４．京都府外の在住の生徒に対する学費軽減制度：大阪府、奈良県等お住まいの都道府県により学費軽減の制度は異

なりますので、その都度、ご案内します。	 

５．南京都学園奨学金：ファミリー奨学生（親・兄弟姉妹が本校・系列校を卒業又は在籍している場合）	 



■入学選考日（平成26年度４月新入学生対象）	 

回	 選考日	 出願期間	 合格発表日	 入学手続き締切日	 

１	 平成26年	 

2月 23日（日）	 

平成26年 2月 7日（金）	 

～2月 20日（木）	 

平成26年	 

2月 24日（月）	 

平成26年 2月 25日（火）	 

～3月 11日（火）	 

２	 平成26年	 

3月 8日（土）	 

平成26年 2月 21日（金）	 

～3月 6日（木）	 

平成26年	 

3月 10日（月）	 

平成26年 3月 11日（火）	 

～3月 25日（火）	 

３	 平成26年	 

3月 29日（土）	 

平成26年 3月 14日（金）	 

～3月 27日（木）	 

平成26年	 

3月 31日（月）	 

平成26年 4月 1日（火）	 

～4月 11日（金）	 

※郵送の場合は、各回ともに出願期間の 終日までに必着のこと。	 

※窓口の受付時間は、土日・祝日を除く９：００～１６：３０。	 

※合格発表日に郵送にて本人宛に通知します。なお、電話による問い合わせには応じられません。	 

	 

■転入学・編入学について	 

	  転	 入	 生	 編	 入	 生	 

出 願 資 格	 他の高等学校の１・２年に在学中の者	 他の高等学校を中途退学した者	 

入 学 時 期	 随時（毎月１日付での転入学を原則とする） 前期４月、後期１０月	 

出 願 期 間	 
随時	 

※転入学を希望する前月１０日までに出願 
前期２～３月、後期８～９月	 

※通信制課程事務室までお問い合わせください。 

出 願 書 類	 

＜本人が作成＞	 

□入学願書（Ａ）	 

□写真２枚（１枚は入学願書貼付）※横 4cm×縦 3cm、上半身・正面・脱帽、 近 3ヵ月以内撮影 

＜在籍校で作成＞ 
□転学照会書（Ｂ）	 	 □成績単位修得証明書 
□科目履修状況証明書	 □在学証明書 

＜ 終在籍校で作成＞	 

□成績単位修得証明書 
□在学期間証明書 

※平成２６年度後期入学生及び編入学・転入学生の募集については、随時、説明会・入学相談会を行いますので、下記

の京都廣学館高等学校通信制課程事務室までお問い合わせください。	 

	 

コース開設説明会・入学相談会の開催予定	 

場所：	 通信制校舎＜西キャンパス５号館＞	 ＡＶルーム［事前申込み不要］	 	 

□第２回	 平成26年	 3月 15日（土）	 10:00～12:00	 

※個別相談・学校見学は随時受け付けておりますので、下記（TEL	 0774-94-4178）までご連絡ください。	 

出願には事前の『個別相談』が必要です。	 

	 

個人情報の取り扱いについて	 ：	 入学試験等の提出によって本校が所有する皆様の個人情報は、安全に保管す

るとともに、受験等の発行をはじめとする入学試験業務にのみ使用し、本人の承諾なしに第三者に提供すること

はいたしません。また入学試験業務終了後は、当方にて適正な方法で処分いたします。	 

 

問い合わせ：京都廣学館高等学校通信制事務室＜西キャンパス５号館＞	 

〒619-0245	 京都府相楽郡精華町下狛長芝１１番地	 

［直］TEL：0774-94-4178／	 FAX：0774-94-4608／	 E-mail：step-up@mkg.ac.jp	 

	 

平成 26 年 4 月新設 

	 

＝	 全日制高等学校が創る新しい通信制の学び舎	 ＝	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 


