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生徒募集要項

令和４年度(２０２２年度)
金沢龍谷高等学校 生徒募集要項
今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、要項全般について変更が生じる場合があります。
変更が生じた場合には各中学校にお知らせします。また、ホームページにおいてもお知らせします。

募集人数

推薦入試
推薦入試、一般入試併せて
第１学年 普通科（特進ＳＧコース・普通コース）

一般入試
計 男女３６０名

◆ 推薦 入試

出願資格

選考方法
出願区分
出願期間
入学検定料
出願書類

試 験 日
試 験 場
合格発表
入学説明会

●特進ＳＧコース
○令和４年３月中学校卒業見込みの者で、学業成績、人物ともに優良な者。将来国公立
大学・難関私大等の進学を目指す意志があり、中学校長の推薦のある者。
○中学３年間の欠席日数の合計が３０日以内
○学業成績については中学２年、中学３年の９教科の５段階評定の合計が「６０」以上
で、中学３年間の９教科の５段階評定に「１」がないこと。
●普通コース
○令和４年３月中学校卒業見込みの者で、生活態度が優良で学業・部活動に意欲があり
中学校長の推薦のある者。
○中学３年間の欠席日数の合計が３０日以内
○学業成績については中学２年、中学３年の９教科の５段階評定の合計が「５０」以上
で、中学３年間の９教科の５段階評定に「１」がないこと。
※本校部活動顧問より推薦を受けた者は課外活動に優れている点を重視し、学業成績
については特に基準を設けません。ただし、中学３年間の９教科の５段階評定に「１」
がないこと。
特進ＳＧコース、普通コース別に選考。
調査書、推薦書、小論文または作文、個人面接によって、総合的に判断し選考します。
●特進ＳＧコース
小論文８００字程度（５０分）
●普通コース
作文６００字程度（４０分）
特進ＳＧコース、普通コース共に国公立高校と併願できます。
令和４年１月５日（水）～１月６日（木）
受付時間 午前９時～午後４時
出願期間までに入学検定料 10,000 円を本校指定の振込用紙にて納入して下さい。
（１）入学願書（10,000 円の検定料受付欄に金融機関の受付印があるもの）
（２）推薦書（本校所定）
（３）調査書（本校所定）
（４）合否通知封筒（本校所定）※540 円分の切手を貼って下さい。
令和４年１月８日（土）午前９時～（午前中で終了）
開場：午前８時
※合格内定者は２月１日（火）の試験も受けていただきます。
（国語、英語、数学の３教科）
本 校 【下 見（希望者）１月７日（金） 午後２時～４時】
令和４年１月１２日（水）に中学校長に連絡し、その後本人宛に通知します。
令和４年３月２１日（月）午前９時
会場は本校講堂です。
（午前８時３０分までに保護者同伴で登校して下さい。
）
（１）説明会後、制服採寸や物品販売があります。
（当日 70,000 円程度必要です）
（２）当日、無届で欠席した場合は、入学を認めません。

入学手続

[専願者の手続]
令和４年１月１４日（金）午後２時までに、通知書と同封の振込用紙（赤）にて入学金
70,000 円と振込用紙（黒）にて施設協力金 35,000 円の計 105,000 円を納入して下さい。
[併願者の手続]
１、併願者の第１次手続
令和４年１月１４日（金）午後２時までに、通知書と同封の振込用紙（赤）にて入学金
70,000 円を納入して下さい。
２、併願者の第２次手続 ※入学者のみ
令和４年３月１８日（金）午後２時までに、通知書と同封の振込用紙（黒）にて施設協
力金 35,000 円を納入して下さい。
※本校事務室でも受け付けます。
（午前９時～午後３時。土、日、祝日は除く。
）
＊いったん納入した入学検定料、入学金は理由のいかんを問わず返還いたしません。

◆ 一般 入試
出願資格
選考方法
出願区分
出願期間
入学検定料
出願書類
試 験 日
試 験 場
合格発表
入学説明会

入学手続

令和４年３月中学校卒業見込みの者 または 中学校を卒業した者
特進ＳＧコース、普通コース別に選考。
国語、英語、数学、理科、社会の５教科の学力試験と集団面接(４人１組)及び調査書に
よって、総合的に判断し選考します。
◎学力試験は、各５０分、各１００点
特進ＳＧコース志願で不合格の者は普通コース志願者として選考します。
特進ＳＧコース、普通コース共に国公立高校と併願できます。
令和４年１月１８日（火）～１月２５日（火）
（土、日は除く。
）
受付時間 午前９時～午後４時
出願期間までに入学検定料 10,000 円を本校指定の振込用紙にて納入して下さい。
＊推薦入試不合格者は不要です。
（１）入学願書（10,000 円の検定料受付欄に金融機関の受付印があるもの）
（２）調査書（本校所定）＊推薦入試不合格者は不要です。
（３）合否通知封筒（本校所定）※540 円分の切手を貼って下さい。
令和４年２月１日（火）
午前９時～午後２時４５分（学力試験）
開場：午前７時５０分
午後３時１０分～（面接）
本 校 【下 見（希望者）１月３１日（月） 午後２時～４時】
令和４年２月７日（月）午前９時に本校に掲示し、中学校長、本人宛に通知します。
令和４年３月２１日（月）午前９時
会場は本校講堂です。
（午前８時３０分までに保護者同伴で登校して下さい。
）
（１）説明会後、制服採寸や物品販売があります。
（当日 70,000 円程度必要です）
（２）当日、無届で欠席した場合は、入学を認めません。
[専願者の手続]
令和４年２月１０日（木）午後２時までに、通知書と同封の振込用紙（赤）にて入学金
70,000 円と振込用紙（黒）にて施設協力金 35,000 円の計 105,000 円を納入して下さい。
[併願者の手続]
１、併願者の第１次手続
令和４年２月１０日（木）午後２時までに、通知書と同封の振込用紙（赤）にて入学金
70,000 円を納入して下さい。
２、併願者の第２次手続 ※入学者のみ
令和４年３月１８日（金）午後２時までに、通知書と同封の振込用紙（黒）にて施設協
力金 35,000 円を納入して下さい。
※本校事務室でも受け付けます。
（午前９時～午後３時。土、日、祝日は除く。
）
＊いったん納入した入学検定料、入学金は理由のいかんを問わず返還いたしません。

入学試験の合否判定における優遇制度
（１）専願受験（専願とは合格した場合に必ず本校に入学する制度です）は合否判定において優遇します。
特に一般入試においては５教科総合点に２０点加算します。
（２）部活動、生徒会活動、ボランティア活動などに熱心に取り組んだ場合や３年間欠席０の場合は優遇します。
（３）漢字検定、英語検定、数学検定３級以上を取得している場合は優遇します。
（４）２親等（親、兄弟姉妹、祖父母）以内の親族が本校（前身の尾山台高校、藤花高校等を含む）の卒業または在学の
場合は優遇します。また、本人が藤花幼稚園を卒園の場合は優遇します。

学 費 等 学 校 納 付 金（月 額）
●授業料
31,500 円
〇施設維持費
5,000 円
〇育友会費
800 円
〇クラブ後援会費 1,600 円
〇生徒会費
600 円
合
計
39,500 円

◎所得に応じて石川県から入学金及び教育費負担軽減奨学金制度があります。
（保護者の住所が石川県にある方のみ）
◎その他、各種奨学金制度があります。
●授業料は国、県からの公的授業料減免（高等学校就学支援金等）制度適用後の
金額を納入していただきます。＊所得に応じて異なります。
この他に修学旅行積立金・諸経費等があります。

コース説明
□特進ＳＧコース・・・部活動と進路実現の両立を目指す人、部活動よりも受験勉強に集中したい人、海外語学研修や
海外の大学進学を目指す人、いろんな目標を持った人が集まります。習熟度別編成で個に応じた学習指導をし、さらに
それぞれの部活動の実態に対応した柔軟な「オーダーメイド型時間割」を取り入れています。
□普通コース・・・１年次は全て、共通の授業内容を行います。２年次から進学コースの文系、理系と就職コースの３つ
のコースに分かれ、専門的内容を学習します。就職コースにおいては社会に出てからの即戦力養成と就職試験対策と
して各種検定試験指導を行っています。
※龍谷総合学園関係大学の龍谷大学（１１名枠）
、京都女子大学（５名枠）にエスカレート進学できます。他５大学あり。
その他、関係校以外の指定校推薦制度も県内・県外多数あります。 ＊詳細は学校パンフレット・ホームページをご覧ください。

金沢龍谷高校独自の給付型奨学金
□授業料免除《国、県からの公的授業料減免（高等学校就学支援金等）制度適用後の保護者負担分を免除》
○特進ＳＧコース・普通コース共に推薦入試専願者全員が「授業料免除」になります。
※推薦入試併願者でも他校を受験せずに本校に入学した者も「授業料免除」になります。
○特進ＳＧコース一般入試専願者全員が「授業料免除」になります。＊１
※特進ＳＧコース一般入試併願者でも他校を受験せずに本校に入学した者も「授業料免除」になります。
＊１ 普通コースで合格の場合は「授業料免除」の適用はなくなります。ただし、国公立高校を受験できます。
□専願者特別奨学金 （現在、特進ＳＧコース在籍の約６０％の生徒は、専願者特別奨学金の支給対象です。）
推薦入試・一般入試の特進ＳＧコース・普通コース共に専願者の中から下記の Ⅰ または Ⅱ のいずれかの条件を満た
す者の中から選考し、Ｓ（年間３６万円）
・Ａ（年間２４万円）
・Ｂ（年間１２万円）の３段階で奨学金を支給します。
Ⅰ 中学２年、中学３年の９教科の５段階評定平均値
５教科総合点の目安
Ｓランク「４．０」以上（評定合計「７２」以上）
または
３３０点以上
Ａランク「３．８」以上（評定合計「６８」以上）
または
３００点以上
Ｂランク「３．６」以上（評定合計「６４」以上）
または
２７０点以上
Ⅱ 入試筆記試験の成績（国語・英語・数学の３教科）の成績優秀者
□学園後援会特別奨学金（全入学生に適用）
国立大学へ進学した場合、大学１年次の授業料について最大５０万円を支給
□兄弟姉妹支援金（全入学生に適用）
兄弟姉妹で２人以上在学している場合、長子の生徒の授業料《国、県からの公的授業料減免（高等学校就学支援金等）制度適用後
の保護者負担分を免除》が半額
※本校規定内容で座席を割り当てます。

無料学校バス

＊詳細は学校パンフレット・ホームページをご覧ください。

無料のスクールバスを冬場だけでなく通年で「金沢駅西」
「内灘」
「鶴来」
「根上・美川」の４コースで運行しています。

その他
□新型コロナウイルスに「受験生本人が感染した場合」
、
「新型コロナウイルス感染者との接触者・濃厚接触者またはその
疑いがある場合」
、
「試験当日、新型コロナウイルス感染が疑われる症状がある場合」は、推薦入試においては当該中学
校校長より本校に相談して下さい。また、一般入試においては本校に相談の上、追試験を２月１９日（土）に実施しま
す。またインフルエンザは別室受験で対応しますが、受験できる状態でない場合は追試験を２月１９日（土）に実施し
ます。新型コロナウイルス・インフルエンザで追試験を希望する場合は医師の診断書または当該中学校校長の証明書が
必要になります。追試験の詳細については本校に直接お問い合わせ下さい。
□出願書類提出の際、お知らせいただく個人情報は、入試関係業務以外の目的で使用することはありません。

