
 

＊平成２６年２月現在 

1 進路学習の基礎知識 

上級学校 

 中学校を卒業した後に，入学できる学校。高等学校，専門学校の高等課程，高等専門学校などがあります。 

 

就職 

  中学校を卒業した後に，働くことをいいます。中学生の就職は必ず職業安定所（ハローワーク）の職員と

面談をして，就職相談票を提出してからスタートします。この場合、正社員での採用となります。企業内学

校であるトヨタ工業学園，アイシン高等学園や陸上自衛隊高等工科学校への入学も就職になります。 

 

企業内学校及び陸上自衛隊高等工科学校 

 企業が自社の中堅技術者育成のために設置している学校をいいます。トヨタ自動車が設置しているトヨタ

工業学園やアイシン精機が設置しているアイシン高等学園があり，通信制高等学校にも同時に入学するので，

３年間の修業後には高等学校卒業の資格を取得できます。卒業後は社員となります。また，修学中は，生徒

手当が支給されます。陸上自衛隊高等工科学校についても修学中は，防衛省職員（生徒）＝国家公務員とな

り，生徒手当が支給され，卒業後は陸上自衛官（陸士長）に任官します。いずれも学力検査や身体検査があ

り、採否が決定されます。 

 

公立高等学校（公立高校） 

 主に，岐阜県立高等学校をいいます。他に，岐阜市、関市，中津川市が設置している高等学校もあります。

入学できるのは，岐阜県に居住している生徒であることが原則になります。 

 【近隣の公立高等学校】 

  多治見高等学校・多治見北高等学校・多治見工業高等学校・土岐商業高等学校・土岐紅陵高等学校 

東濃フロンティア高等学校・瑞浪高等学校・可児工業高等学校・阿木高等学校 

 

私立高等学校（私立高校） 

  学校法人が設置している高等学校をいいます。入学できる生徒に，居住している場所は制限がありません。 

 普通科以外に様々な専門科を設置している場合が多いです。 

 【近隣の私立高等学校】 

 多治見西高等学校・中京高等学校。帝京大学可児高等学校・美濃加茂高等学校・麗澤瑞浪高等学校 

春日丘高等学校・聖カピタニオ女子高等学校 

  

高等専門学校（高専） 

 主に国立の高等専門学校をいいます。修業年限は５年間となります。工業について主に学ぶ高等専門学校が

多く，船員を育成する商船高等専門学校などもあります。卒業後は，準学士（短期大学卒業程度）の学位が授

与され，４年制大学に編入する生徒もいます。 

 【近隣の高等専門学校】 

  岐阜工業高等専門学校・豊田工業高等専門学校・鳥羽商船高等専門学校 
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2 進路学習の基礎知識 

専門学校（高等専修学校） 

 学校法人が設置している高等専修学校をいいます。通信制高等学校に同時に入学することが多く，「高等課

程」となっています。修業年限は３年間で，卒業すると専門学校と高等学校の卒業の資格を得ることができま

す。大学への進学もできる学校もあります。 

  【近隣の専門学校】   

  アン・ファッションカレッジ ・中部国際自動車大学校（高等課程）・ 菊武ビジネス専門学校 

  名古屋工学院専門学校・東海工業専門学校熱田校・あいち造形デザイン専門学校  

 

県外公立高等学校 

 岐阜県以外の公立高等学校をいいます。愛知県立や名古屋市立などがあります。受検するには，実際に愛知

県内に住んでいることや引っ越しをすること証明する書類などが必要となります。その際には，岐阜県の公立

高等学校は受検することはできません。 

 

全日制 

  平日の昼間に授業を行う高等学校をいいます。修業年限は３年になります。 

 【近隣の全日制の高等学校】 

  多治見高等学校・多治見北高等学校・多治見工業高等学校・土岐商業高等学校・土岐紅陵高等学校 

瑞浪高等学校・可児工業高等学校・多治見西高等学校・中京高等学校・帝京大学可児高等学校 

麗澤瑞浪高等学校・春日丘高等学校 

 

定時制  

  平日の夜間やその他特定の時間に授業を行う高等学校をいいます。主に修業年限が４年間です。 

例外として，昼間に授業に行う昼間定時制の高等学校（中津川市立阿木高等学校）や東濃フロンティア高等

学校のように三部制（8：40 から 10:30 から 15:15 から授業がスタートする）もあります。共に，卒業

に必要な内容を修得すれば３年間で卒業することができます。 

 

単位制 

 ３年間又は４年間に卒業に必要な内容を修得すれば，卒業できる高等学校です。学年ごとに決まった内容を

修得することを学年制高等学校といいます。 

 【近隣の単位制の高等学校】 

   東濃フロンティア高等学校 

 

普通高等学校（普通高校） 

 普通高等学校では，国語・地理歴史・公民・数学・理科・保健体育・芸術（美術，音楽，書道）・外国語・

家庭・情報という主に「普通教育に関する各教科」を学びます。中学校と同じように総合的な学習や学校行事

もあります。 

 【近隣の普通高等学校】 

  多治見高等学校・多治見北高等学校・土岐紅陵高等学校・瑞浪高等学校・東濃フロンティア高等学校   

  多治見西高等学校（普通科）・中京高等学校（普通科）・帝京大学可児高等学校・麗澤瑞浪高等学校 

美濃加茂高等学校（普通科） 
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3 進路学習の基礎知識 

専門高等学校（専門高校） 

専門高等学校では，「普通教育に関する各教科」と「「専門教育に関する各教科」を学びます。専門高等学校

に分類される学科には，農業，工業，商業，水産，家庭，看護，情報，福祉に関する学科，その他の学科があ

ります。 

【近隣の専門高等学校】 

  多治見工業高等学校・土岐商業高等学校・瑞浪高等学校（生活福祉科）・可児工業高等学校 

多治見西高等学校（被服科・商業科）・中京高等学校（商業科） 

 

総合高等学校 

 「普通教育及び専門教育を選択でできるようにして総合的に学習する学科」のある高等学校をいいます。１

年生では，「普通教育に関する各教科」を学び，２年生から自分の学びたいことをもとにして，学ぶ内容をま

とめた「系列」というコースを選択して学習を進めます。 

【近隣の総合高等学校】 

 土岐紅陵高等学校 

 

附属高等学校・系列高等学校 

 主に大学を経営している学校設置者が，同じように経営している私立高等学校や専門学校をいいます。この

高等学校や専門学校では，在学中に一定の学業成績を修めることで，優先的に経営している大学に進学できる

場合があります。同じ宗教宗派の大学へも優先的に進学できる宗教色の強い高等学校もあります。 

【近隣の高等学校】 

中京高等学校 → 中京学院大学・中京短期大学部 

帝京大学可児高等学校 → 帝京大学 

 春日丘高等学校・中部第一高等学校 → 中部大学 

 聖霊高等学校・聖カピタニオ女子高等学校 → 南山大学 

菊武ビジネス専門学校 → 名古屋産業大学・名古屋経営短期大学   

 

受検と受験 

 「受検」とは，公立高等学校へ入学するための検査を受けることをいいます。「受験」とは，国立や私立の

高等学校や専門学校への入学や就職するための試験を受けることを「受験」といいます。 

 

推薦入学試験（推薦入試） 

 国立専門高等学校や私立高等学校，専門学校が示す推薦の要件に満たした上で，中学校が定めた要件をも満

たす生徒が受験できる入学試験をいいます。希望した科やコースは１つしか選ぶことができません。合格した

場合には，必ず入学することになります。不合格の場合にも一般入学試験を受けることができます。 

 推薦入学試験を受ける資格は、以下のように各段階で要件に該当する人物かが検討され、最終的に中学校長

が決定します。  

  ①学級担任 → ②学年主任・学年会（学年の先生）  

        → ③校内推薦委員会 

（校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・進路指導主事・１、２、３年学年主任） 

→ ④校長 
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4 進路学習の基礎知識 

一般入学試験（一般入試） 

 推薦されないが国立専門高等学校や私立高等学校，専門学校への進学を希望する生徒や公立高等学校の受検

を予定している生徒が受ける入学試験です。試験結果には以下のような場合があります。 

   合格     志望した科・コースに合格する。 

   転科合格   志望した科・コース以外で合格する。 

   条件付合格（主に私立高校） 

        例  本人面接を実施する  親子面接を実施する 

          指定した課題の提出を求める   高等学校実施の補習参加を求める    

他校への受験をやめ，入学を確約する 

 

単願（Ａ）コース 

 入学試験の結果，合格した場合に，その学校へ必ず入学することを約束して受験することをいいます。 

 

併願（Ｂ）コース 

 他校を受検（験）することを考えて，受験すること。一般入試といわれることもあります。 

 

公立高等学校 第１次選抜 

 公立（関市立，中津川市立も含む）の全日制と定時制のすべての高等学校で行われる入学者を選抜するため

の検査をいいます。一人一高等学校の一学科・コースに出願できます。高等学校によっては，第２志望，第３

志望まで選ぶことができます。検査には，標準検査と独自検査があります。合格した場合には特別な場合以外

に入学を辞退することはできません。 

 

公立高等学校 第２次選抜 

第１次選抜で，入学定員に満たされなかった高等学校と科で行われる検査をいいます。必ず合格できるとは

かぎりません。検査内容は，各高等学校によって異なります。  

 

標準検査 

 第１次選抜の検査でその高等学校を受検する全員が受ける検査です。 

①学力検査：国語・数学・英語・理科・社会の５教科の学力検査（各 50 分間） 

  ②実技検査：音楽科・美術科で実施予定 

  ③面接：各高等学校で有無を指定する 

注） ①は全員受検します。 ②③は学校ごとに異なります。 

 

独自検査 

   第１次選抜の検査でその高等学校が定める「部活動の実績や学科等の専門領域における実技能力」を， 

特に重視して評価する学科・コースで，希望者に対して標準検査に加えて行う検査をいいます。 

独自検査の内容は，面接，小論文，実技検査，自己表現の中から高等学校が指定します。入学定員の中に特別

の枠が設けられます。 

 【平成２６年度で実施した高等学校】 

  多治見工業高等学校（面接）・土岐商業高等学校（自己表現） 
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 第一次選抜の独自検査における選抜要件 

 独自検査を希望する上で必要な条件をいいます。独自検査を希望しても，この要件を満たしていない場合に

は受検を希望することができません。受検しても合格することはありません。 

【平成２６年度で実施した高等学校】 

 ・多治見工業高等学校 全科対象 入学定員の各１５％まで 

 野球・バレーボールにおいて，各種連盟（中体連を含む）又は各種協会主催の地区大会（岐阜・西 

濃・美濃・可茂・東濃・飛騨）以上の大会に出場した実績をもち，本校入学後，硬式野球部・バレー 

ボール部に所属し，３年間継続して意欲的に活動できる者。 

  

・土岐商業高等学校  全科対象 入学定員の各３０％まで 

   次の１から３のいずれかに該当する者。 

１ 陸上競技(中・長距離)，駅伝，バスケットボール，野球(男)，サッカー(男)，ソフトボール(女)， 

バレーボール(女)のいずれかの種目において，各種連盟主催又は協会主催の地区大会以上の大

会で，登録選手である者。ただし，本校入学後も当該競技の能力をいかして本校の運動系部活

動に入部し，３年間その活動を継続する者。 

    ２ 日本ウエイトリフティング協会主催全国中学生選手権大会に出場し，６位以上の実績を収めた

者。ただし，本校入学後も当該競技の能力をいかして本校のウエイトリフティング部に入部し，

３年間その活動を継続する者。 

    ３ 珠算検定２段以上又はＩＣＴプロフィシエンシー検定協会主催Ｐ検準２級以上の資格を取得 

し，本校入学後も当該技能をいかして，本校の商業系部活動（珠算部，簿記部，情報処理研究 

部，ワープロ部）に入部し，３年間その活動を継続する者。 

 

面接 

 筆記試験だけではわからない適性をみる試験をいいます。服装，顔つきなど第一印象が大切になります。敬

語や言葉遣い，そして，質問に対してどのような内容を答えるかで評価されます。内容についても，質問に対

して質問を理解しているか，質問していることに答えているかなども評価されます。控室での態度も評価され

ることもあります。面接会場での出入りや座り方，歩き方も人柄を表し，評価されます。 

  

作文  

推薦入試で主に行われます。課題が示され，その課題について自分の考えや思いを作文にします。内容が課

題に対して的確に表現してあるかはもちろん，誤字脱字，文章構成，最後の一行まで書いてあるかまで評価さ

れます。字が乱雑は問題外となります。漢字も中学３年生までに学習したものを全て使って書きます。 

 

小論文 

作文とは異なり，提示された資料について，自分の考えや見方を書きます。資料を読み取ったり，自分の経

験と比べながら考えたり，より文章構成が重要になります。感情でなくデータに基づいて書く作文になります。 

 

自己表現 

 自分のやってきたことやできることを，短い時間の中で発表します。面接より顔の表情や口調，声の大きさ，

身振り手振りも重要になります。事前に表現したいことを書いた用紙を提出する場合もあります。 
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学区 

公立の普通高等学校には通学できる地域が決まっています。この地域を学区といいます。南ヶ丘中学校は，

東濃学区にあります。東濃学区は，多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市です。また，東濃学区に隣

接学区の普通高等学校も受検し，合格した場合には通学することができます。隣接学区とは，可茂学区と飛騨

学区になります。専門高等学校と定時制高等学校は，この学区の制限を受けることはありません。岐阜県内の

専門高等学校と定時制高等学校ならどこでも受検することができます。 

 

入学願書 

 受検（受験）をするために記入する書類です。保護者署名以外は生徒本人が書きことになっています。保護

者が代りに書くことができません。私立高等学校や専門学校は，入学願書がそのまま受験料の振込用紙になっ

ています。公立高等学校と一部の私立高等学校では，６ヶ月以内に制服で撮影した写真が必要となります。 

 

調査書 

 受検（受験）をする際に，中学校から上級学校に提出する書類です。中学３年間の成績，部活動の記録，欠

席日数とその理由，特技，資格，健康状態などが A4 サイズの１枚の用紙に、決まった形式に従って記入され

ます。この書類と当日の試験の成績を総合して合否が判定されます。内申書ともいいます。 

 

受験料 

 私立高等学校や専門学校を受験する際に必要な費用です。多くは，入学願書がそのまま銀行の振込用紙にな

っています。自分が書いた入学願書を保護者が金融機関（銀行や農協）に持参し，窓口で振り込みます。ATM

やネット銀行からの振込はできません。また，一度振り込んだ受験料はいかなる理由でも返却されません。 

 

受検料 

 公立高等学校を受験する際に必要な費用です。中学校で集金し，まとめて「岐阜県収入証書」を購入します。

全日制と定時制では，受検料が異なります。岐阜市立、関市立・中津川市立の高等学校では，現金となります。 

 

学校納入金 

上級学校で入学時や毎月学校に納める費用をいいます。主に授業料です。その他に，育成会費・冷暖房費 

学年費（教材費）・修学旅行積立金など学校によって様々な費用がかかります。また，入学時には制服（夏服・

冬服）の費用，教科書代，通学バスを使用する場合の費用など一時的な費用もあります。学年ごとに教科書代

が実費必要となります。毎月，四半期ごと（３ヶ月ごと），前後期ごとの支払い方法があり学校ごとに異なり

ます。家族に在校生や卒業生がいる場合に，入学時の納入金を減額する私立高等学校や専門学校があります。 

 

多治見北高等学校 平成 25年度実績          

①「学校諸費」とは，修学旅行積立金，学年会計費，  

生徒会費，ＰＴＡ会費として納付する費用です。 

②｢就学支援金制度｣が平成 26 年４月から制度が変わります。 

一定の所得以上の世帯は授業料が徴収されます。 

③入学前に準備を必要とする費用（例：教科書代，制服代， 

体操服代等）については，この中には含みません。 

④１年生には高等学校入学金が含まれます。 

⑤１・２年生には修学旅行積立金が含まれます。 

口座振替月 １年生 ２年生 ３年生 

４月 － 23,850 24,000 

５月 29,650 － － 

７月 29,000 18,000 20,000 

９月 29,000 18,000 20,000 

11 月 29,000 15,000 20,000 

１月 25,400 12,800 19,200 

年額合計 142,050 87,650 103,200 
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多治見西高等学校 平成 25年度実績 

入学時  入学金 30,000 円  施設整備費 130,000 円 

 毎 月   授業料 26,000 円  教育充実費  10,700 円  生徒会費 300 円 育友費 800 円 

       後援会費 1,200 円 修学旅行費   9,000 円  (普通科蛍雪コースのみ 1,500 円)     

  

①入学前に準備を必要とする費用（例：教科書代，制服代，体操服代等）については，この中には含みません。 

②平成 26 年４月以降は， ｢就学支援金制度｣の変更により，月 9,900 円の減額がなくなり，一定所得未満 

の世帯のみ，国の就学支援金を受けることができます。 

 

公的な奨学金制度 

  多治見市には，進学に際しての奨学金制度があります。学業成績と学資支弁の必要性の両方を考慮して選

考されます。市内在住であることが条件です。 

   ・多治見市奨学金  市内１０名以内  毎月 5000 円（返済義務なし） 

   ・田口育英金    対象者：母子家庭であることなど  年額 12 万円（返還義務なし） 

      ・（財）東濃信用金庫育英会  支給額：年額 6 万円（返還義務なし） 

  岐阜県にも，様々な奨学金制度があります。多治見市や岐阜県のホームページで確認してください。 

  愛知県の私立高等学校や専門学校に進学した場合でも，愛知県の奨学金制度を利用することはできません。 

    

私立高等学校・専門学校の奨学金制度 

  私立高等学校と専門学校には，優れた学業成績やスポーツ成績によって授業料を含む学校納入金相当また

は一部を支給する制度があります。毎年，受給資格審査があります。 

 

多治見西高等学校（返済義務なし） 中京高等学校 （返済義務なし） 

 

学業とスポーツ部門ともに 

A 選奨生  30,000 円給与／月額 

B 選奨生  20,000 円給与／月額 

C 選奨生  10,000 円給与／月額 

D 選奨生   5,000 円給与／月額 

 

学業部門 

A 段階：就学支援金を除く学校当局納入金全額支給に加え年間奨学金 5 万円贈 

B 段階：就学支援金を除く学校当局納入金全額支給に加え年間奨学金 3 万円贈与 

C 段階 就学支援金を除く学校当局納入金全額支給 

D 段階 学校当局納入金半額支給 

スポーツ部門  

C 段階 就学支援金を除く学校当局納入金全額支給  

D 段階 学校当局納入金半額支給 

 

高等学校等就学支援金（国） 

 平成２６年４月から「高等学校等就学支援金」制度が変わります。一律の支給ではなく，所得制限が設けら

れました。新制度では，国公私立問わず，高等学校等の授業料の支援として「市町村民税所得額」が 30 万 4200

円未満の世帯（世帯所得約 910 万円程度）に「就学支援金」が支給されます。「就学支援金」を受け取るには，

課税証明書と申請書を高等学校等へ提出していただくことになります。「就学支援金」は学校が生徒に代わっ

て受け取り，授業料と相殺します。なお，「市町村民税所得額」は保護者（親権者）の合算により判断します。 

「市町村民税所得額」が 30 万 4200 円未満の世帯で，私立高等学校等に通学する場合には，さらに「市町村

民税所得額」に応じて，就学支援金が加算されます。（最大 2.5 倍） 
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私立高等学校等授業料軽減補助金（岐阜県） 

 岐阜県内の私立高等学校や専門学校（高等課程）に在籍し，保護者が県内に在住している場合に，保護者の

市町村民税所得割額に応じて，毎年，在籍する学校を通じて申請することで３段階の補助金を支給されます。

国の「就学支援金」と同様に学校が生徒に代わって受け取り，授業料と相殺します。愛知県の私立学校や専門

学校（高等課程）に進学した場合には，進学先が岐阜県内でないため、岐阜県の補助金を受給する資格があり

ません。同時に，愛知県の補助金についても、愛知県に居住していないため受給する資格がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

進学先 
国の高等学校等就学支援金 岐阜県私立 

補助金制度 

愛知県私立 

補助金制度 規定所得以上 規定所得未満 加算 

岐阜県内公立 

支給されない 支給される 

なし 利用できない 
利用できない 

岐阜県内私立 あり 利用できる 

愛知県内公立 なし 
利用できない 利用できない 

愛知県内私立 あり 


