
受付 　８：３０～　９：００ 適性検査 　９：２０～　９：５０

諸注意 　９：０５～　９：１５ 面接 １０：００～

・令和５年３月２３日（木）　本校入学予定者対象オリエンテーション　本人・保護者

①適性検査（国語、数学、英語の3教科）

②自己アピール文を含む出願書類審査　　　

③面接　　　

・面接時間は１人約５分

・インフルエンザ等で出席停止となった場合は、１月２１日（土）に追試験を実施する。

・令和５年３月７日（火）のガイダンスのときに、必要書類を提出すること。

結果通知 令和５年１月２４日（火）　在籍中学校長へ通知（松江・出雲・安来・雲南市以外は郵送）

入学手続等

自己アピール入学試験

試験日 令和５年１月１４日（土）

・時計を持参する場合は、時計機能のみのものを準備すること。

試験日程

試験 ・当日に持参するものは、受験票、筆記用具（HBかBの鉛筆かシャープペンシル）、消しゴム、

諸注意 　上履き。

選考方法

［①～③を総合して判断する］　

試験会場 松徳学院高等学校

　土曜日は９時から１２時。日曜日、祝祭日は受け付けない。

・振込期間　：　令和４年１２月１３日（火）～１２月２８日（水）

・出願書類を郵送する場合は、書留郵便で１月１０日（火）必着。

・出願書類は理由のいかんにかかわらず返却しない。

・一度納入された受験料は返金しない。

出願期間 令和５年１月６日（金）～１月１０日（火）

・出願書類を持参する場合は、本校事務室に提出する。但し、平日は９時から１６時、

受験料

③自己アピール入学試験説明会の参加証明書（説明会参加時に本校が発行）

出願資格

※願書裏面に受験料振込証明をすること。

　７ページ参照。

18,000円　（振込料は本人負担）

・令和５年３月中学校卒業見込の者で、本校グローバルコースを第一志望とする者。

・本校が１１月と１２月に４回開催する入試説明会にあわせて行う自己アピール入学試験説明会

　にいずれか１回参加した者。

・本校を志望する明確な目的を持っている者。

・受験料は金融機関での振込とし、以下の期間に振込むこと。受験料振込に関しては

中学校が準備するもの

・令和５年３月７日（火）　ガイダンス　本人

出願書類 本人が準備するもの

①入学願書（３ヶ月以内に撮影した写真を貼付したもの）

出校日 ・令和５年２月１日（水）　学力試験　本人

・令和５年２月１日（水）までに入学手続時納入金を納めること。（金融機関での振込）

①個人調査報告書（３年生の出欠席は２学期までのもの）

②志願者名簿

②自己アピール文（市販の400字詰め原稿用紙Ａ4判横置き縦書きを使用、字数は600～800字）

　　　　　　　　（書式は1行目にテーマ、2行目に名前、3行目から文章）

　※自己をアピールする資料や写真などがあれば、添えることができる。



受付 　８：３０～　９：００ 作文 　９：２０～　９：５０

諸注意 　９：０５～　９：１５ 面接 １０：００～

・令和５年３月２３日（木）　本校入学予定者対象オリエンテーション　本人・保護者

推薦入学試験

出校日 ・令和５年２月１日（水）　学力試験　本人

・令和５年３月７日（火）　ガイダンス　本人

・インフルエンザ等で出席停止となった場合は、１月２１日（土）に追試験を実施する。

奨学制度 松徳特別奨学制度　５ページを参照

入学手続等 ・令和５年２月１日（水）までに入学手続時納入金を納めること。（金融機関での振込）

・令和４年３月７日（火）のガイダンスのときに、必要書類を提出すること。

試験日程

試験 ・当日に持参するものは、受験票、筆記用具（HBかBの鉛筆かシャープペンシル）、消しゴム、上履き。

結果通知 令和５年１月２４日（火）　在籍中学校長へ通知（松江・出雲・安来・雲南市以外は郵送）

試験日 令和５年１月１４日（土）

試験会場 松徳学院高等学校

諸注意 ・時計を持参する場合は、時計機能のみのものを準備すること。

選考方法

［①～③を総合して判断する］　

②出願書類審査　

③面接

①作文（600～800字、テーマは次から一つ選んでこたえる。

②推薦書

③志願者名簿

・出願書類は理由のいかんにかかわらず返却しない。

・出願書類を郵送する場合は、書留郵便で１月１０日（火）必着。

・出願書類を持参する場合は、本校事務室に提出する。但し、平日は９時から１６時、土曜日は

　９時から１２時。日曜日、祝祭日は受け付けない。

・振込期間　：　令和４年１２月１３日（火）～１２月２８日（水）

・一度納入された受験料は返金しない。

出願期間 令和５年１月６日（金）～１月１０日（火）

（5）中学生における海外生活がほぼ1年以上の帰国子女であること。

受験料 18,000円　（振込料は本人負担）

・受験料は金融機関での振込とし、以下の期間に振込むこと。受験料振込に関しては７ページ参照。

①個人調査報告書（３年生の出欠席は２学期までのもの）

④松徳特別奨学制度の希望がある場合は、松徳奨学制度申込書

中学校が準備するもの

出願書類 本人が準備するもの

入学願書（３ヶ月以内に撮影した写真を貼付したもの）

※願書裏面に受験料振込証明をすること。

（1）３年生の評定で国語･社会･数学･理科･英語の５教科の評定合計が１４以上であること。

（2）実用英語技能検定（英検）が３級以上であること。

（3）スポーツ活動または文化活動において、優秀な成績を有し、かつ本校入学後もその活動を続け

　　る意志を有すること。成績の基準について不明な場合は事前に問い合わせること。

（4）カトリック教会の司祭の推薦があること。

○アドバンスコース

３年生の５段階評定（以下評定という）で、国語・社会・数学・理科・英語の５教科の評定合計が

１５以上であること。

○グローバルコース

次の（1）～（5）のいずれかを満たしていること。

・面接時間は１人約５分

　a「高校生活における目標」　b「中学生活で自分が一番頑張ったこと」）　

・令和５年３月中学校卒業見込で、本校を第一志望とする者。

・在籍中学校長の推薦がある者。

・各コース以下の条件を満たしている者。

出願資格



　　　　　　　

　［第一志望者は①～③を、併願者は①・②を総合して判断する］　

受付 　８：３０～　９：００ ３時間目　社会 １１：４０～１２：３０

諸注意 　９：０５～　９：１５ ４時間目　英語 １３：２０～１４：１０

１時間目　国語 　９：２０～１０：１０ ５時間目　理科 １４：３０～１５：２０

２時間目　数学 １０：３０～１１：２０ 面接 １５：４０～

　・出校日は、令和５年３月２３日（木）本校入学予定者対象オリエンテーション。本人・保護者対象。

出校日

・

　　制服の採寸を行う。　　

　　入学手続を完了すること。手続を完了しない時は、入学の意志がないものとして扱う。入学手続時に

試験日程

令和５年３月中学校卒業見込者または中学校卒業者。出願資格

受験料

出願書類

出願期間

選考方法

試験会場

試験日

　コンパス、上履き、昼食。

・時計を持参する場合は、時計機能のみのものを準備すること。

・インフルエンザ等で出席停止となった場合は、２月８日（水）に追試験を実施する。

試験

諸注意

　・令和５年３月１７日（金）１２時までに入学手続時納入金、必要書類を本校事務室に直接持参し、

　・令和５年２月２４日（金）までに入学手続時納入金を納めること。（金融機関での振込）

　・出校日は、令和５年３月７日（火）ガイダンス（本人対象）と３月２３日（木）本校入学予定者対象

他校上位志望合格者

松徳特別奨学制度　５ページを参照

一般入学試験

　　オリエンテーション（本人・保護者対象）。

入学手続

入学願書（３ヶ月以内に撮影した写真を貼付したもの）

本人が準備するもの

※願書裏面に受験料振込証明をすること。

中学校が準備するもの

①個人調査報告書（３年生の出欠席は２学期までのもの）

②志願者名簿

18,000円　（振込料は本人負担）

・受験料は金融機関での振込とし、以下の期間に振込むこと。受験料振込に関しては７ページ参照。

・振込期間　：　令和５年１月４日（水）～１月１７日（火）

・一度納入された受験料は返金しない。

［本校第一志望者は①～③を、併願者は①・②を総合して判断する］　

・自己アピール入試及び推薦入試を受験した者で、一般入試を受験する場合は選考料を免除する。

令和５年１月２３日（月）～１月２５日（水）

・出願書類を持参する場合は、本校事務室に提出する。但し、９時から１６時。

・出願書類を郵送する場合は、書留郵便で１月２５日（水）必着。

・出願書類は理由のいかんにかかわらず返却しない。

松徳学院高等学校

第一志望合格者

①学科試験

国語・社会・数学・理科・英語の５教科　試験時間は各教科５０分　

　・令和５年３月７日（火）のガイダンスのときに、必要書類を提出すること。

配点は１教科５０点満点　合計２５０点

②出願書類審査　

③面接（第一志望者のみ）　　

令和５年２月１日（水）

奨学制度

・面接時間は１人約５分

結果通知 令和５年２月１５日（水）　在籍中学校長へ通知（松江・出雲・安来・雲南市以外は郵送）

・当日に持参するものは、受験票、筆記用具（HBかBの鉛筆かシャープペンシル）、消しゴム、定規、



施設設備充実費

入学および入学後の経費

教科書等

　参考：令和４年度　夏冬合わせて男子57,160円、女子59,480円です。

　体操服・シューズ等で30,000円程度

　アドバンスコース18,500円程度
　グローバルコース13,000円程度

◆入学手続時納入金

◆各種納入金（ガイダンスまでに納入するもの。初年度のみ）

20,000円

金　額

項　目

80,000円

備　　考

　生徒会・松徳会・高体連・高文連の各入会金、松徳教育後援会・
　スポーツ振興センター会費など。

入学金

項　目

50,000円

金　額

　ｉＰａｄ購入費用・諸費用　87,000円程度　　※分割払いも可能です

　国の高等学校等就学支援金制度・島根県の補助金があります。

備　　考

　松徳会会費（3,000円）、校舎増築改修積立金（2,000円）

　副教材・模試・生徒会費・遠足代金等行事経費など。
　学年・クラスにより納入金額は若干異なります。
　５月から２月の１０ヵ月納入していただきます。

※諸経費はすべて口座振替によります。現金を納入することはありません。

◆その他の費用

体操服・シューズ等

◆月額納入金

項　目 金　額

入学時納入金

ＩＣＴ教材費

制服

計画集金

授業料 34,000円

海外研修費（姉妹校訪問） 　希望者のみ120,000円程度

5,000円

500円

約7,000円

諸会費

教育充実費



◇推薦入学試験合格者対象

※５教科：国語、社会、数学、理科、英語の５つの教科

◇一般入学試験合格者対象

◇特典内容

　　　・松徳特別奨学制度との併用はできない。また、学年学業奨励制度の対象にもならない。

（４）松徳育英奨励制度

入学後、経済的理由で就学困難な生徒を援助するために支給する。

（２）学年学業奨励制度

１・２年生を対象に、松徳特別奨学生でない者で１年間の学業優秀者に、年度末に30,000円を支給

する。

（３）兄弟姉妹奨学制度

・松徳学院中学校・高等学校に兄弟姉妹で在籍する場合は、二人目以降に月額10,000円を支給する。

　ただし、一般入試・学力試験の試験の結果を参考にする。

※特別奨学金は国の就学支援金・島根県の補助金に上乗せして支給される。ただし、支援金・補助

　金との支給総額は授業料の金額を限度とする。奨学金は返済の義務はない。

本校独自の奨学制度

（１）松徳特別奨学制度

Ｓ特奨

Ａ特奨

Ｂ特奨

Ｃ特奨

特別奨学金月額20,000円支給　　入学金・施設設備充実費130,000円の免除

特別奨学金月額15,000円支給

特別奨学金月額10,000円支給

特別奨学金月額 5,000円支給

グローバル共通

アドバンス Ｃ特奨

特典 内容

本校第一志望

種類 コース 特典 資格

学業 アドバンス・ Ａ特奨 学科試験の得点が175点（250点満点）以上

アドバンス・

グローバル共通

スポーツ・

選手・部員として活動を続ける

優秀な成績を有し、なおかつ入学後も選手・

部員として活動を続ける

資格・条件

Ｂ特奨 ３年生の５教科の評定合計が１６以上

Ｃ特奨 ３年生の５教科の評定合計が１５以上

特典

Ａ特奨

Ｂ特奨

グローバル

※奨学金は、７月と１１月の２回に分けて半年分ずつを支給する。

３年生の５教科の評定合計が１５以上

３年生の５教科の評定合計が１７以上

アドバンス Ｓ特奨

Ｓ特奨

学業 ３年生の５教科の評定合計が１９以上

３年生の５教科の評定合計が１７以上

３年生の５教科の評定合計が１６以上

Ａ特奨

Ｂ特奨

Ｃ特奨

文化活動

全国大会レベルで活躍しており、なおかつ入学後も

Ｃ特奨

Ａ特奨

種類 コース



※（４）に該当する場合は支援金とは別に奨学給付金が支給されます。

など

なし３０４，２００円以上 なし

※詳しくは文部科学省のリーフレットをご覧ください。

２，５００円

なし

授業料と国の
支援額の差額分

（２）

（３）

（４）

１５４，５００円以上～３０４，２００円未満

１００円以上～１５４，５００円未満

０円もしくは生活保護世帯

○（財）日教弘奨学金

修学に利用できる資金など

就学支援金制度

令和２年４月から私立高校授業料実質無償化が始まりました。

○島根県育英会奨学金

国の支援額

　https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf

９，９００円

３３，０００円

３３，０００円

県の補助金　（保護者（親権者）の市町村民税の課税標準額）×６％　―

　（市町村民税の調整控除額） （月額） （月額）

（１）


