令和３年度（２０２１年度）
熊本県立湧心館高等学校通信制課程普通科
入 学 者 選 抜 要 項 ･ 入 学 案 内

熊本県立湧心館高等学校通信制課 程
〒862-8603
熊本市中央区出水４丁目１番２号
電話 ０９６-３７２-５３１１（事務室）
０９６-３７２-５３７２（通信制直通）

Ⅰ

入学者選抜要項
１ 新入学
（１）募集学科 普通科
（２）出願資格
原則として熊本県内に在住する者で、次のア～ウのいずれかに該当する者が対象
となります。（後期入学はアを除く）
ア 令和３年（２０２１年）３月に中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部
を含む。）を卒業見込み又は中等教育学校の前期課程を修了見込みの者
イ すでに中学校を卒業又は中等教育学校の前期課程を修了し、現在、高等学校等
に在籍していない者のうち、高等学校等における修得単位が０の者
ウ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、現在、高等学校等に
在籍していない者のうち、高等学校等における修得単位が０の者
（３）出願期間
ア 前期（４月）入学は、令和３年（２０２１年）３月１２日（金）から３月１７
日（水）まで。ただし、土曜日及び日曜日は除きます。
イ 後期（１０月）入学は、令和３年（２０２１年）９月１日（水）から９月３日
（金）まで。
ウ 受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとします。
エ 郵送による出願の場合、前期は、令和３年（２０２１年）３月１５日（月）ま
で、後期は令和３年（２０２１年）９月２日（木）までの消印があるものに限り
受け付けます。
（４）出願手続等
ア 出願場所 熊本県立湧心館高等学校通信制
〒862-8603 熊本市中央区出水４丁目１番２号
電話 ０９６-３７２-５３１１（事務室）
０９６-３７２-５３７２（通信制直通）
イ 出願方法 上記(３)の期間内に下記（４）エの書類を、直接持参又は郵送(簡
易書留)で本校に提出してください。
ウ 出願手続 本校通信制課程以外の県立高校へは出願できません。
エ 出願書類
① 入 学 願…本校と協力校に用意してあるので、直接本校又は協力校に取りに
きてください。郵送を希望する場合は、１部について１４０円分の
切手を同封して本校通信制宛て請求してください。
※協力校
熊本県立鹿本高等学校 ０９６８－４４－５１０１
熊本県立人吉高等学校 ０９６６－２２－２２６１
熊本県立芦北高等学校 ０９６６－８２－２０３４
熊本県立天草高等学校 ０９６９－２３－５５３３
② 調 査 書…「調査書記入上の注意」（別紙）を出身中学校に提出し、調査書
の所定の事項に記入してもらい､ 提出してください。
※中学校卒業後、５年を超えている者は、調査書に代えて卒業証明書を提出して
ください。
※卒業後に改姓した場合は、調査書（卒業証明書）は指導要録の記述に従って記
載し、新姓を（ ）書きで入れてください。また出願の際に、出身中学校長か
－１－

ら本校校長へ事情を説明する文書（様式は任意）を添えてください。
③ 写真３枚･･･脱帽、正面、上半身 縦４㎝×横３㎝のもの３枚。
(３ヶ月以内に撮影したもので裏に氏名を記入してください。）
オ 出願に関する留意点
① 後期新入学は、本校のみの募集となり、協力校はありません。
② 障がいがある志願者で、入学後、特別の配慮を要する場合には出願前に連絡
してください。これは、必要に応じて事前に使用施設・設備等について適切な
措置を講じるためのものです。
③ 高等学校を退学した者で修得単位がある場合は、編入学となります。ただ
し、編入学の受付期間は新入学とは異なりますので、早目にお問い合わせくだ
さい。
（５）入学者の選抜方法
出願書類により選考します。
（６）合格者の発表
前期
合否については令和３年（２０２１年）３月２５日(木) の新入学予定
者説明会受付時に本人へ文書で通知します。
後期
合否については令和３年（２０２１年）９月２２日(水) の新入学予定
者説明会受付時に本人へ文書で通知します。
（７）新入学予定者説明会
前期
日時：令和３年（２０２１年）３月２５日（木）
午後１時３０分開始
場所：本校大教室（予定）
後期
日時：令和３年（２０２１年）９月２２日（水）
午後１時３０分開始
場所：本校会議室（予定）
※携行品：印鑑、筆記具、上履き、靴を入れる袋
（８）入学手続き・オリエンテーション
前期
日時：令和３年（２０２１年）４月１１日（日）
午後１時３０分開始
場所：本校大教室（予定）
後期
日時：令和３年（２０２１年）９月２９日（水）
午後１時３０分開始
場所：本校大教室（予定）
※携行品：印鑑、筆記具、上履き、靴を入れる袋、教科書等の教材を入れる鞄又
は袋、提出書類、諸費用約５０,０００円
（９）その他
合格通知を受けた者は、指定した日に来校してください。必要な手続きや所定の
経費を納めない者の入学は認められません。

－２－

２

転入学・編入学
（１）募集学科 普通科

（受付・願書配付、提出等はすべて本校で行います）

（２）出願資格
原則として熊本県内に在住する者で、次のア、イのいずれかに該当する者が対象
となります。
ア 転入学
高等学校に在籍している者
イ 編入学
（ア）過去に高等学校に在籍した者又はこれと同等の資格を有する者で、修得単
位がある者（修得単位が０の者は新入学扱い）
（イ）高等専門学校在校生又は過去に在籍した者で、修得単位がある者（修得単
位が０の者は新入学扱い）
（３）出願日程
ア 前期（４月）
（ア）受付・願書配付

令和３年（２０２１年）３月１５日（月）から
３月３１日（水）
午前９時から午後４時
ただし、３月１９日（金）～２１日（日）、
２４日（水）～２８日（日）は受付できません。
（イ）願書提出期間
令和３年（２０２１年）４月７日（水）から
４月９日（金）
４月７日（水）・８日（木）は、午前９時から午後４時
４月９日（金）は、午前９時から正午
（ウ）面接
令和３年（２０２１年）４月１５日（木）
（エ）手続き及びオリエンテーション
令和３年（２０２１年）４月２２日（木）
（オ）受け入れ予定日 【転入学】令和３年（２０２１年）４月１日（木）
【編入学】令和３年（２０２１年）４月１８日（日）

イ 後期（１０月）
（ア）受付・願書配付

令和３年（２０２１年）９月１日（水）から
９月８日（水）
午前９時から午後４時
ただし、９月４日（土）は受付できません。
（イ）願書提出期間
令和３年（２０２１年）９月１４日（火）から
９月１６日（木）
９月１４日（火）・１５日（水）は、
午前９時から午後４時
９月１６日（木）は、午前９時から正午
（ウ）面接
令和３年（２０２１年）９月２１日（火）
（エ）手続き及びオリエンテーション
令和３年（２０２１年）９月２９日（水）
（オ）受け入れ予定日 【転入学】令和３年（２０２１年）１０月１日（金）
【編入学】令和３年（２０２１年）１０月１日（金）
－３－

注：通信制高校からの転入学は上記ア、イの期間にかかわらず随時受け入れます。
ウ 受け入れ数には限度があるので、希望者数が限度に達した場合は受付期間中で
あっても受付・願書配付を停止します。
エ 協力校は受け入れ数の限度により、希望に添えない場合があります。
オ 学校見学・説明等は上記期間外でも随時行っておりますが、平日でも代休日等
で職員不在の場合がありますので、必ず電話でお問い合わせください。
（４）受付・願書配付
ア 受付・願書配付場所

熊本県立湧心館高等学校通信制
〒862-8603 熊本市中央区出水４丁目１番２号
電話 ０９６-３７２-５３１１（事務室）
０９６-３７２-５３７２（通信制直通）
イ 受付時間は、午前９時から午後４時までとします。
ウ 直接、出願者本人が来校してください。未成年者は保護者同伴とします。
エ 必要事項（氏名、年齢、住所、電話番号、出身中学校、在籍校、学年）の確認
を行います。
オ 受付終了後、願書等の配付・説明を行います。

（５）出願手続等
ア 出願場所 熊本県立湧心館高等学校通信制
イ 出願方法 上記（３）のア（イ）またはイ（イ）の期間内に、下記（５）エ
（ア）または（イ）の書類を、原則として、出願者本人が直接持参
し、提出してください。
ウ 受付時間は、午前９時から午後４時までとします。ただし、最終日は午前９時
から正午までとします。
エ 出願書類
注：高専在校生は、校種が異なるため編入学ですが、書類等は転入学の場合
に準じます。
（ア）転入学（高校・高専在校生）
①転・編入学願（様式１）
②転・編入学面接願（様式２）
③写真３枚（縦４cm×横３cm、３ヶ月以内に撮影のもの、裏に氏名を明記）
④熊本県育英資金貸与についての「確認書」（該当者のみ）
⑤転学照会書（様式３）
⑥在学証明書
⑦教育課程表（高専の場合は年間授業計画及び科目の対応表も含む）
⑧成績・単位修得証明書（様式４）（入学期日、修業期間、単位修得状況を
明記したもの）
⑨転学理由書（様式５）（転校の理由、指導の経過等）
⑩学習状況証明書（様式６）（後期のみ）
（イ）編入学（高校・高専を退学した者）
①転・編入学願（様式１）
②転・編入学面接願（様式２）
③写真３枚（縦４cm×横３cm、３ヶ月以内に撮影のもの、裏に氏名を明記）
④教育課程表（高専の場合は年間授業計画及び科目の対応表も含む）
－４－

⑤成績・単位修得証明書（様式４）（入・退学期日、修業期間、単位修得状
況を明記したもの）
注：転入学の場合は（ア）の⑤～⑩を在籍校に、編入学の場合は（イ）の④、⑤
を過去に在籍した学校に依頼してください。
オ 学校用の書類（様式３～６）については、上記出願日程に合わせて本校ＨＰに
掲載された様式をダウンロードして作成することも可能です。
カ 書類に不備があるものについては、受け付けられません。
キ 障がいがある志願者で、入学後、特別の配慮を要する場合には出願前に連絡し
てください。これは、必要に応じて事前に使用施設・設備等について適切な措置
を講じるためのものです。
（６）面接・入学手続き等
ア 面接については、受付・願書配付の際に説明します。
イ 入学手続き等については、面接の際に説明します。

令和３年度（２０２１年度）入学に係る日程等

新入学

転入学･編入学

前期（４月）

後期（１０月）

願書配付

願書配付

前期（４月）
受付･願書配付

令和２年１１月上旬～

令和３年７月上旬～

令和３年３月１５日（月）
～令和３年３月３１日（水）
（１９～２１、２４～２８を除く）

場所：本校、協力校

場所：本校、協力校

場所：本校

願書提出期間

後期（１０月）
受付･願書配付
令和３年９月１日（水）
～令和３年９月８日（水）
（４を除く）

場所：本校

願書提出期間

願書提出期間

令和３年３月１２日（金）
～令和３年３月１７日（水）
（１３・１４を除く）
※最終日は正午まで

令和３年９月１日（水）
～令和３年９月３日（金）
※最終日は正午まで

令和３年４月７日（水）
～令和３年４月９日（金）
※最終日は正午まで

令和３年９月１４日（火）
～令和３年９月１６日（木）
※最終日は正午まで

場所：本校

場所：本校

場所：本校

場所：本校

合格通知

合格通知

面接

願書提出期間

面接

令和３年３月２５日（木）
新入学予定者説明会時

令和３年９月２２日（水）
新入学予定者説明会時

令和３年４月１５日（木）

令和３年９月２１日（火）

※本人へ文書で通知

※本人へ文書で通知

場所：本校

場所：本校

新入学予定者説明会

新入学予定者説明会

手続き･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

手続き･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

令和３年３月２５日（木）

令和３年９月２２日（水）

令和３年４月２２日（木）

令和３年９月２９日（水）

場所：本校

場所：本校

場所：本校

場所：本校

前期第１回スク ー リング出席

後期第１回スク ー リング出席

手続き･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ①

手続き･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ①

令和３年４月１１日（日）

令和３年９月２９日（水）

場所：本校

場所：本校

入学式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②

入学式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②

令和３年４月１８日（日）

令和３年１０月１日（金）

場所：本校

場所：本校

前期第１回スク ー リング出席

後期第１回スク ー リング出席

※受付･願書配付は、期間内であっても
土・日・祝日や代休等で職員不在の場合が
ありますので、事前に電話でお問い合わせ
ください。

－５－

Ⅱ

入学案内
１

通信制課程とは
全日制や定時制課程の生徒が毎日登校して、決まった時間割に従って授業を受ける
のに対して、通信制課程では、自学自習が基本となります。自分で必要な科目を選択
して、自宅で報告課題（レポート）を教科書や学習書（教科書の解説書）をもとに作
成し、月２回程度の授業＝面接指導（スクーリング）に出席するという学習形態で
す。目標を持って自分の個性を伸ばしていくこと、粘り強く自学自習を継続すること
など、自己実現を目指して努力することが大切です。

２

学習の進め方
通信制課程における学習は、教科書と学習書を丁寧に読んで自学自習をすることが
基本となります。ＮＨＫ高校講座（Ｅテレ、ラジオ第２）の視聴も学習に役立ちま
す。レポート作成に当たっては、スクーリングのほかに「学習会」等も設けています
ので、登校して先生方からの指導を受けることができます。また、先生方に個人的に
質問することもできます。

自 宅
学 習

教科書・学習書による学習
ＮＨＫ高校講座を利用
レポート作成、本校へ郵送
→ 定期考査

→

単位認定
(科目修得) →

卒 業

スクーリング出席（本校又は協力校）

次の（１）～（３）が本校の学習の特徴です。
（１）レポートの作成
科目ごとに、半期２～６回程度のレポートを定められた期限までに提出します。
担当の先生が添削し、解説等を加えて返送します。
（２）スクーリングに出席
スクーリングでは、各科目の授業のほかにホームルーム活動、クラブ活動、学校
行事も行われます。本校では月に２・３回、日曜日と月曜日に行われ、どちらか都
合の良い日に出席します。ただし、協力校では月に１・２回、日曜日にスクーリン
グを行います。なお、３修生については、この限りではありませんので、説明会等
で御確認ください。
※協力校は、鹿本高校、人吉高校、芦北高校、天草高校の４校です。
（３）定期考査を受験
本校は２学期制ですので、前期（８月）と後期（２月）の２回実施します。
３

入学・卒業時期について
「新入学」の時期は、前期（４月）と後期（１０月）の年２回です。また、卒業は
後期（３月）のほかに、一定の条件を満たせば前期（９月）に卒業することができま
す。

－６－

４

学科・修業年限
本校は普通科で、原則として４年修業です。条件を満たせば、３年修業（３修）コ
ースを選択し、３年で卒業することもできます。

５

単位を修得するには
次の（１）～（３）の条件を全て満たしたとき、認められます。
（１）レポートを定められた期間内に全て提出し合格していること。
（２）各科目ごとに定められた必要面接（スクーリング）時数を充足していること。
（３）定期考査を受験して一定の点数を取ること。
６

卒業するには
次の（１）～（４）の条件を全て満たしたとき、認められます。
（１）高等学校に（転・編入学のときは前籍校も含めて）３年以上在籍すること（休学
や不活動期間は含まない）。
（２）必履修科目の全ての単位を修得し、それを含め７４単位以上修得していること。
（３）特別活動の出席が３０時間以上であること（転・編入学は別に定める）。
（４）本校における修得単位が４単位以上であること。
７

入学時に必要な経費（入学手続時に一括納入）
＜令和２年度（２０２０年度）前期入学生の例＞
（１）入学金：５００円
（２）授業料：１単位３３６円×履修単位数（２５単位）＝８,４００円
（３）校納金（生徒会費、校友会費など）：９,４００円
（４）教科書・学習書代、副教材・教具購入費、体育用品代など：３１,０００円程度
※授業料については、所得の条件を満たせば、実質的に無償となります(新入学予
定者説明会時に説明があります)。
※教科書・学習書代については、所得・就業状況等で一定の条件を満たせば返金と
なります（新入学予定者説明会時に説明があります）。
※勤労学生所得控除、修学奨励資金、熊本県育英資金その他の奨学金制度もありま
す。
◎詳しくは、湧心館高等学校通信制（直通電話０９６－３７２－５３７２）に、
お問い合わせください。

－７－

