パソコン・スマートフォン・タブレットから「申込内容確認書」または「入学志願書・受験票」を印刷する方法

学校法人 成美学園

福知山成美高等学校

1 家庭用プリンタで印刷する
Wi-Fi 接続や通信でのデータ送信が可能の場合、お持ちのプリンタで印刷できます。
設定方法については、プリンタの取扱説明書をご確認ください。

2 コンビニエンスストアで印刷する

2023年度入試

①マイページの「申込履歴」の右側の「受験票」をク
リックすると、ダウンロード画面が出てきます。

募集要項

②画面の左下にある「コンビニエンスストアでプ
リントする方はこちら」をクリックします。

＆
インターネットによる出願情報登録の手引き

③プリント予約の画面の「受験票の予約へ」をク
リックします。
④店舗選択画面で印刷するコンビニを選択し、
「次へ」をクリックします。
⑤利用規約を確認し、
「同意する」にチェックをして
から「プリントを予約する」をクリックします。
⑥予約完了画面の「プリント予約番号」を控えて、予
約したコンビニ店舗の端末に入力・印刷します。

1

科

検定料のお支払方法について
クレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）

▼ご利用いただけるクレジットカード

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。
クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、検定料のお支払いが可能です。

コンビニでのお支払い（支払手数料が必要です）

募集のコース・クラス および 定員

普通科

▼ご利用いただけるコンビニ

出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）
、選択したコンビニレジにてお支払いを
済ませてください。お支払い後に受け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。
右記のコンビニにて、24時間、検定料のお支払いが可能です。

コース名

ペイジー対応金融機関ATMでのお支払い（支払手数料が必要です）

員

アカデミーコース

35

国際コース

35

進学コース
・文理進学クラス

60

・進学クラス

60

普通コース
商業科

定

男女共学

125

情報コース
・キャリア＋クラス

35

ペイジー対応金融機関ATMでお支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます）
。

▼ご利用いただける金融機関
ペイジーマーク

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、
千葉銀行、横浜銀行、関西みらい銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、熊本銀行、
京葉銀行、南都銀行、足利銀行、七十七銀行、群馬銀行

2

試験日、出願期間、選考方法、合格発表など
出願期間：2023年１月16日（月）〜 １月27日（金）午前９時 〜 午後４時 （土、日は除く）
試 験 日：2023年２月10日（金）

※システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」のリンクからご確認ください。
※入試内容に関するお問合せは、福知山成美高等学校 教務部へご連絡ください。

福知山成美高等学校
〒620-0876 京都府福知山市字堀3471-1
TEL：0773-22-6224
FAX：0773-24-5416
https://www.seibi-hs.jp/
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選考方法：報告書、入試成績などにより総合的に判定
試験会場：福知山成美高等学校

本校

合格発表：2023年２月15日（水） インターネットで合否確認
入学手続：【専願者】2023年２月16日（木）〜 ２月28日（火）
【併願者】2023年２月16日（木）〜 ３月22日（水）

3

学力奨学生の特典の判定方法 および 出願までの流れ

入学試験の入試区分（受験型選抜の種別）
、出願の基準
入試区分

３教科型選抜（一般・学力／クラブ奨学生希望者）

対象コース
特

全コース

①本人、保護者が、成績を証明する書類・印鑑を持参して「奨学生相談会」で面談を受けていただきます。
「奨学生相談会」の実施日：9/17（土）10/8（土）11/5（土）12/3（土）……ネットで申し込み

小論文型選抜（推薦希望者）

※12月末まで、上記の日程以外でも HP から予約をしていただければ、個別に相談会を実施させていただきます。

全コース
・入学金 50,000円を免除
・授業料、維持・教育振興費に対して
1/3額 180,000円支給（※金額は国の支援金がない場合）

典

出 願 資 格

2023年３月に中学校を卒業見込みま
たは卒業の者で、心身ともに健康で、
本校入学後は勉学および特別活動に意
欲的に取り組める者

次の要件をすべて満たしている者
①2023年３月中学校卒業見込みの者
②心身ともに健康で人物的に優れ、中学校校長より推薦を受
けられる者
③成績基準を満たす者
④本校入学後、勉学および特別活動に意欲的に取り組める者
⑤本校を専願とする者

設けない

◎アカデミーコース：
３年生３教科（英数国）の評定平均値3.6以上
◎国際コース：
３年生（英国）の評定平均値3.5以上、
または英語検定３級以上
◎進学コース：
３年生９教科の評定平均値3.0以上
◎普通、情報コース：
３年生９教科の評定平均値3.0程度がのぞましいが、スポー
ツ・文化活動に優れた能力を有する場合や進路実現などに
向け意欲的に取り組む意志がある場合はこの限りではない。

成 績 基 準
※成績は5段階
※通知表は３年生
１学期または
２学期の成績

試 験 科 目

・学力試験（英数国）の３教科
※アカデミー・国際コース用問題
※進学・普通・情報コース用問題

・小論文Ⅰ（
「入学の抱負」600字程度）
・小論文Ⅱ（課題小論文 600字程度）

出 願 書 類

・入学志願書
・報告書（京都府私立高等学校統一用紙）
・その他必要書類（各希望書など）

・入学志願書 ・報告書（京都府私立高等学校統一用紙）
・中学校校長の推薦書

受

15,000円

15,000円

験

料

学力奨学生の成績基準
成績基準（成績は５段階）※通知表は、中学校３年生１学期または２学期の成績
□ 情報・普通コース奨学生

◯Ａ判定：
「通知表 英数国3.3以上」
または「各種検定（珠算検定、英語検定、漢字検定など）で３級以上に合格」

□ 進学コース奨学生

◯Ａ判定：「通知表

□ 国際コース奨学生

◯Ｓ判定：「英検２級合格」
または「模試（英数国または英数国理社）偏差値60以上」
または「通知表 英数国4.3以上」
◯Ａ判定：「英検準２級合格」
または「模試（英数国または英数国理社）偏差値53以上」
または「通知表 英数国4.0以上」

□ アカデミーコース奨学生

◯Ｓ判定：「模試（英数国理社）偏差値63以上」
または「模試（英数国理社）偏差値55以上かつ英検２級合格」
または「通知表 英数国4.3以上」
◯Ａ判定：「模試（英数国理社）偏差値55以上」
または「模試（英数国理社）偏差値50以上かつ英検準２級合格」
または「通知表 英数国4.0以上」

一般の受験生

学力奨学生希望の受験生

クラブ奨学生希望の受験生

推薦希望の受験生

３教科型選抜

３教科型選抜

３教科型選抜

小論文型選抜

験

科

目

英数国の３教科

英数国の３教科

英数国の３教科

小論文２題

必

要

書

類

・入学志願書・報告書

・入学志願書・報告書
・学力奨学生希望書

・入学志願書・報告書
・クラブ奨学生希望書

・入学志願書・報告書
・中学校校長の推薦書

専願・併願（選択可）※

専

願

専

願

専

願

クラブ奨学生

対

象

奨学生の募集（学力奨学生・クラブ奨学生）

学力奨学生
種

類

出願資格

特

典

出願資格

※３教科型選抜で受験
□ 情報・普通コース奨学生

□ 進学コース奨学生

□ 国際コース奨学生

□ アカデミーコース奨学生

次の要件をすべて満たしている者
①2023年３月中学校卒業見込みの者
②本人、保護者が「奨学生相談会」で面談を受けた者
③中学校３年生１学期または２学期の成績（通知表の評定平均）
、本校指定の模擬試験偏差値（★）
、
検定合格状況などを確認し、本校が出願を認めた者（要成績書類提出）
④本校を専願とする者
「学力奨学生」の出願資格を満たし、入学試験に合格した者に下記の特典を与える。
授業料、維持・教育振興費に対して
□Ｓ判定（全額540,000円支給） □Ａ判定（半額270,000円支給）
※上の金額は国の支援金がない場合

1

※8月実施以降のものに限る。

※通知表で判定する場合、模擬試験や英語検定などの結果は参考とする。

※「第１希望、第２希望ともに専願」「第１希望、第２希望ともに併願」、又は「第１希望：専願、第２希望：併願」にすることができます。

4

英数国3.6以上」

◎「五ツ木京都（複数回）」、「育伸」、「栄光」、「五ツ木」、「兵庫」、「兵庫進学」、その他これらに準ずるもの

試

専 願 ・ 併 願

③判定の通知を受けた後、保護者、中学校と相談をしていただき、出願に必要な書類を準備してください。

★学力奨学生を判定するために本校が指定する模擬試験

【受験型選抜早見表】
受験型選抜種別

②本校が特典のランクを判定し、本人および中学校に通知します（12月初めから、随時郵送で通知します）
。

出願書類

出願書類に加えて、学力奨学生希望書

受

験

３教科型選抜で受験

合

否

入学試験の結果で総合的に判定 ※試験成績が極端に芳しくない場合には、奨学生として入学する資格を取り消すことがある。

特

典

※３教科型選抜で受験
国際、進学、普通、情報の各コースで、本校が募集するクラブに入部を希望する者
◯クラブ奨学生を募集するクラブ
男子硬式野球
（５名以下） 女子硬式野球 サッカー
（男女） バレーボール
（男女） ビーチバレーボール
（女子）
チアダンス（女子） ソフトテニス（男女） バスケットボール（男女） 卓球（男女） 剣道（男女） 柔道（男女）
水泳（男女） 陸上競技（男女） バドミントン（男女） ソフトボール（女子） 吹奏楽（男女） スキー（男女）
次の要件をすべて満たしている者
①2023年３月中学校卒業見込みの者
②クラブ活動で優秀な成績をもつ者
③クラブ奨学生として、本校が中学校校長に依頼した者
④本校を専願とする者
「クラブ奨学生」の出願資格を満たし、入学試験に合格した者に下記の特典を与える。
授業料、維持・教育振興費に対して
□Ｓ判定（全額540,000円支給） □Ａ判定（半額270,000円支給） □Ｂ判定（1/3額180,000円支給）
※上の金額は国の支援金がない場合

特典の判定

本校（校長・クラブ顧問など）が競技歴・競技力・戦績をもって、特典のランクを判定する。

出願書類

出願書類に加えて、クラブ奨学生希望書

受

験

３教科型選抜で受験

合

否

入学試験の結果で総合的に判定
※試験成績が極端に芳しくない場合には、奨学生として入学する資格を取り消すことがある。

2

5

福知山成美高等学校
インターネットによる
出願情報登録の手引き

入学納付金、授業料など
◎入学納付金（2023年度 入学手続時に納入）
①入学金

50,000円

②教育施設費

男子

①制服一式

女子

50,000円

①授業料

440,000円

③上履き

②維持・教育振興費

100,000円

④ iPad 一式

61,230円
60,620円
19,170円

②体育ジャージ一式

◎授業料・その他納付金（2023年度 年額）

③諸会費

スマホでも
！
ラクラク！

◎新入生購入品費用（参考金額：予告なく変更することがあります。）

（体育館シューズ含む）

1,200円
60,000円〜70,000円（予定）

16,500円

福知山成美高等学校はインターネット出願を導入しています。
在籍中学校の先生に許可をもらったら、このガイドを見ながら出願準備を始めてください。
12/1（木）〜

24h

寮費に１ヶ月分の食費含む。

※男子寮の衣類洗濯はすべてクリーニング業者に委託しています。
※上記の金額は、2022年度のもので参考金額です。予告なく変更することがあります。
※入寮希望の方は、本校の進学相談会で必ずご相談ください。
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金融機関
ATM で
支払い

から出願可能

■ご家庭にインターネット環境がない場合は本校にご相談ください。
■本校のイベント予約をされたことのある場合は、STEP.2からご覧ください。

支援制度
【兄弟姉妹支援金制度】
福知山成美高等学校に兄姉と同時に在籍する場合、入学納付金（100,000円）を免除します。

【私立高校の生徒に対する支援制度】（2022年度）の制度
国の就学支援制度

パソコン
スマートフォン・タブレット

金融機関
ATM
支払い
を選択

コンビニ
で支払い

受験票

65,800円

コンビニ
支払い
を選択

試験当日に持参

30,000円

で入学検定料が支払える!

本校に提出

70名

クレジットカード・
コンビニ・ペイジー

入学志願書

女子寮

寮費に１ヶ月分の食費含む。
クリーニング代は、４ヶ月分44,000円を
年３回納入

入学志願書と受験票を切り離す

65,000円

中学校に提出︵顔写真の確認︶

30,000円

入学志願書・受験票の印刷

200名

考

クレジットカード支払い
（オンライン決済）を選択・支払い

支払い完了メールの確認

クリーニング代
年額132,000円

男子寮

備

4

STEP.

支払い番号の確認

その他

3

STEP.

検定料の支払い方法の選択

寮費（月額）

2

STEP.

出願情報の入力

入寮費（入寮時）

マイページをつくる

容

1

STEP.

本校ＨＰ出願サイトへアクセス

収

24時間OK!

﹁申込内容確認書﹂を中学校に提出

出願期間内なら

寮費など

出願手続きの流れ

6

1/6（金）〜

1 出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

STEP.

授業料の支援として、
国が定める所得基準を満たす場合、
国より「就学支援金」を受けることができます。
〈保護者（父母）の収入合計に応じて年額118,800円若しくは、396,000円が支給されます。〉

京都府あんしん
修学支援事業

●授業料減免：京都府在住の生徒は、保護者の収入が590万円未満（※）で所得基準に該当された場
合は授業料などが実質無償化になります。
●学費軽減：京都府在住の生徒は、保護者の収入が590万円から910万円未満（※）の場合に年額
80,000円の補助金が京都府から支給されます。

兵庫県の授業料
軽減補助制度

兵庫県在住の生徒は、保護者の収入に応じて、補助金が兵庫県から支給されます。

本校公式ホームページのリンクから、
アクセスしてください。

※年収は保護者のうちどちらか一方が働き、高校生１人（16歳以上）、中学生１人の4人世帯を目安としています。
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その他の奨学金制度
【成美奨学金制度】（入学後、担任に相談してください。）
経済的理由等により、修学が困難な生徒の学費を減免する制度です。

【各都道府県または各市町村の奨学金貸与制度】（入学後、随時案内します。）
経済的理由により、修学が困難な生徒に対して、学資が貸与される制度です。

3

「はじめての方はこちら」のボタンからメールアドレス
登録に進みます。自動で返信されるメールを確認して、
名前・パスワードを登録すると、あなただけのマイページ
にログインできるようになります。オープンキャンパスや
各種相談会などで1度登録をしている受験生は登録は必
要ありません。
※インターネット出願サイトの開設期間は
2022年12月1日（木）0：00 〜 2023年１月27日（金）16：00
までです。

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

4

2 出願情報を入力する

3 検定料を支払う

STEP.

STEP.

マイページの「お支払い方法」を
選択し「確認画面へ」をクリック。

マイページから
「新規申込手続きへ」をクリック。

※検定料の支払いは
2023年1月6日（金）0：00
からできるようになります。

※顔写真アップロード機能を利用される
方は、「出願用顔写真を登録する方はこ
ちら」から顔写真を登録してください。

画面の指示に従ってお支払い手続きを進めます。
入力した内容をもう一度確認して、間違いなければ「上記内容で申し
込む」のボタンをクリックします。

「入試区分」を選んで「次へ」をクリ
ック。
利用規約を最後までスクロールして
確認後、
「同意して次へ」をクリック。

※この操作以降は内容の変更ができません。

画面の指示にしたがって、必須
項目は必ず入力してください。
入力内容を確認したら
「試験選択画面へ」をクリック。

登録したメールアドレスに通知が届いていれば、操作は完了していま
すので、ご安心ください。

※いずれの支払方法でも検定料とは別に手数料がかかりますのでご了承ください。

マイページに戻ると、「受験票」表示のボタンが表示されます。

※コンビニ支払いの場合は店頭での支払いが完了するまで表示されません。
※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

4 印刷した入学志願書を本校に提出する

STEP.

❶入学志願書

❷受験票

【 ❶入学志願書 】

保護者印を押印後、在籍中学校に提出し先生の指示に
従って、本校へ提出してください。

1月16日～1月27日
1月27日

【 ❷受験票 】

受験票を切り離し、受験当日に持参してください。

２月１５日（水）

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

※お名前の旧字体や外字には対応できませんが、
ご入学時に修正いたします。

「試験日」
「志望コース（第1志望）
」
「志望コー
ス（第2志望）
」を選んで「選択ボタン」を押し
てください。
※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。
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マイページから PDF を印刷し、顔写真アップロードをしていない場合は、顔写真を貼付してください。

「保存して中断する」ボタンを押すと
マイページから「申込内容確認書」を
印刷することができます。

「申込内容確認書」を在籍中学校の
先生に確認してもらってください。

※ PDF ファイルの保存方法はお使いの機器やソフトウェアによって異なりますので、取扱説明書などをご確認ください。
※保存した PDF ファイルはコンビニのマルチコピー機でも印刷可能です。詳しくはコンビニ店頭でお尋ねください。

入学志願書の提出期間
2023年1月16日（月）〜 2023年1月27日（金）午前9時 〜 午後4時（土、日は除く） 郵送の場合は必着

以上で出願手続きは完了です！
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