
生徒募集要項
令和5年度

2023
高 蔵 高 等 学 校
名 古 屋 経 済 大 学

402名 80名

※本校中学からの進学者を除く。

※特別選抜入試の募集は、普通科特進コースと商業科で若干名。
※志願者登録期間に、専用Webサイトで志願者登録を行ってください。（手順はP2-3「インターネット出願の流れ」を参照してください）

普通科（ 男女 ） 商業科（ 女子 ）
特 進 コース

進 学 コース

募集人員（予定）

① 令和5年3月に中学校を卒業する見込みの者。
② 学業成績・人物ともに良好で、学習意欲があり、基本的生活習慣が確立されている者。
③ 本校のみを専願する者。
　 上記の条件を満たし、かつ出身中学校長が推薦する者。

出願の条件

令和5年1月11日（水）～1月13日（金）出願の期間

日　　時／令和5年1月16日（月） 8：50に集合してください。
試験科目／① 学力試験　［国語・数学・英語］（各100点 各40分 記述式）
　　　　  ② 面　接　　［3～４名のグループで実施］（約10分）

入学試験

学力試験・面接・提出書類などにより総合的に選考します。選考方法
①合格発表後、1月24日（火）までに入学時の納付金(P4「学費など」参照)を、ネット出願システムにて
　選択した方法により納入してください。
②2月18日（土）と３月15日（水）に保護者同伴にて登校し、所定の手続きを行ってください。
※指定期日までに振り込みがない場合及び、入学手続きをしない場合は、入学の資格を取り消すことがあります。
※納入された入学時の納付金はお返しできません。

※書類を郵送する場合は1月13日(金)必着。封筒の表に「出願書類在中」と朱書きし、簡易書留にてお送りください。

※新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがある場合は、追試験（2月4日(土)実施予定）を受験してください。
　詳細は本校までお問い合わせください。

入学手続

普通科特進コース受験者で、学業成績が特に優秀な者には、学力特奨生として
奨学金（20万円）を授与します。

学力特奨生制度
（若干名）

推薦入試

入試日程など

志願者登録後、入学検定料（14，000円）をネット出願システムにて選択した方法により納入してください。
（P4「お支払い方法について」をご参照ください）入学検定料

調査書（愛知県私立学校共通様式）

各中学校からWeb・郵送、または本校事務室に持参(9:00～16:00)のうえ提出してください。

入試区分

推薦入試

特別選抜入試
（特色入試）

調査書 学力試験（国語・数学・英語）
グループ面接

学力試験（国語・数学・英語）
個別面接

学力試験
（国語・数学・理科・社会・英語）

調査書
エントリーシート

調査書一般入試

志願者登録期間
（出願期間含む）

12月12日（月）10:00
～1月18日（水）

12月12日（月）10:00
～1月13日（金）

1月16日（月）
（8:50集合）

1月23日（月）
（8:30集合）

1月17日(火)
17：00

1月25日(水)
17:00

提出書類 試験日 試験内容など 合格発表
（専用Webサイト）

提出書類
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①令和5年3月に中学校を卒業する見込みの者。　②合格した場合は本校へ入学する者。
③以下の「求める生徒像」に合致し、学業成績・人物ともに良好である者。
〈求める生徒像〉
特進コース：本校の教育方針を十分理解し、国公立大学・難関私立大学への進学を強く希望する者。
商  業  科：本校の教育方針を十分理解し、積極的に各種検定取得に取り組み、資格を活かした大学
　　　　　 進学を強く希望する者。

出願の条件

入学試験

選考方法

※特別選抜入試の追試験は実施しません。ただし、新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがあり受験できないことが
　確定した時点で、一般入試(1月23日(月))に出願し、一般入試を受験することができます。詳細は本校までお問い合わせください。

入学手続

学力特奨生制度
（若干名）

入学検定料

日　　時／令和5年1月16日（月） 8：50に集合してください。
試験科目／①学力試験　［国語・数学・英語］（各100点 各40分 記述式）
　　　　　②面　　接　［個別面接］（約10分）

学力試験・面接・提出書類などにより総合的に選考します。

入学試験の結果が特に優秀な者には、学力特奨生として以下のように奨学金を授与します。
特奨合格A：奨学金30万円×3年間（3年間成績を維持することが条件です）
特奨合格B：奨学金20万円

志願者登録後、入学検定料（14,000円）をネット出願システムにて選択した方法により納入してください。
（P4「お支払方法について」をご参照ください）
※本校の一般入試にも出願登録する場合は、一般入試の検定料を免除します。

特別選抜入試（特色入試）※普通科特進コースと商業科で若干名を募集

一般入試
①原則として令和5年3月に中学校を卒業する見込みの者。
②学業成績・人物共に良好で、学習意欲のある者。出願の条件

日　　時／令和5年1月23日（月） ８：３０に集合してください。
試験科目／学力試験 ［国語・数学・社会・理科］（各100点 各45分 記述式）
 　  ［英語］（100点　リスニング10分程度＋筆記40分程度 記述式）

入学試験

学力試験・提出書類などにより総合的に選考します。
※普通科特進コースから普通科進学コースへの転コース合格、普通科進学コースから商業科への転科合格（女子のみ）の場合があります。選考方法

※新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがある場合は、追試験（2月4日(土)実施予定）を受験してください。
　詳細は本校までお問い合わせください。

入学手続

学業成績が特に優秀な者(全科・全コース対象)は、入学手続①の手続は必要ありません。
詳しくは合格発表時にお知らせします。

成績優秀者への
特典

普通科特進コース受験者で、学業成績が特に優秀な者には、学力特奨生として奨学金（20万円）を授与します。学力特奨生制度
（若干名）

志願者登録後、入学検定料（14，000円）をネット出願システムにて選択した方法により納入してください。
（P4「お支払い方法について」をご参照ください）入学検定料

①合格発表後、2月3日(金)までに前納金(20,000円)を、ネット出願システムにて
　選択した方法により納入してください。
　※納入された前納金(20,000円)は、入学時の納付金の一部となります。
②3月13日(月)までに入学時の納付金(P4「学費など」参照)を、ネット出願システムにて
　選択した方法により納入してください。
③３月15日（水）に保護者同伴にて登校し、所定の手続きを行ってください。

①合格発表後、1月19日（木）までに入学時の納付金(P4「学費など」参照)を、ネット出願システムにて
　選択した方法により納入してください。
②2月18日（土）と３月15日（水）に保護者同伴にて登校し、所定の手続きを行ってください。
※指定期日までに振り込みがない場合及び、入学手続きをしない場合は、入学の資格を取り消すことがあります。
※納入された入学時の納付金はお返しできません。

令和5年1月13日（金）～1月18日（水）出願の期間 ※書類を郵送する場合は1月18日(水)必着。封筒の表に「出願書類在中」と朱書きし、簡易書留にてお送りください。

調査書（愛知県私立学校共通様式）

各中学校からWeb・郵送、または本校事務室に持参(平日9:00～16:00)のうえ提出してください。提出書類

令和5年1月11日（水）～1月13日（金）出願の期間 ※書類を郵送する場合は1月13日(金)必着。封筒の表に「出願書類在中」と朱書きし、簡易書留にてお送りください。

調査書（愛知県私立学校共通様式）

各中学校からWeb・郵送、または本校事務室に持参(9:00～16:00)のうえ提出してください。

エントリーシート（志願者登録時に、指定の用紙をダウンロードできます）

郵送または本校事務室に持参(9:00～16:00)のうえ提出してください。

提出書類

※指定期日までに振り込みがない場合及び、入学手続きをしない場合は、入学の資格を取り消すことがあります。
※納入された前納金および入学時の納付金はお返しできません。
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志願者登録

インターネット出願の流れ
（志願者登録～合否発表～入学金等の納入まで）

※12月12日(月)10:00～出願の期限まで志願者登録・入金が可能
1

①空メールを送信して
　手続き開始

出願アカウント作成

ログインID

パスワード

登録

②出願サイトの
　アカウント作成
①で返信されるメールの内容に従い、
出願サイトにアクセスする際に必要な
アカウント（ＩＤとパスワード）を作成してください。

※Web環境がないなど、手続きが困難な場合は、本校（TEL 052-853-0050）にご相談ください。

操作方法にご不明の点がある場合は、
右記サポート窓口へお問い合わせください。

［受付時間］平日9:00～17:00（12/29（木）～1/3（火）を除く）

0120-47-3712株式会社
アットシステム
サポート窓口

④出願サイトへ
　ログイン
③の方法でサイトへアクセスしたら、
②で作成したアカウントで、
出願サイトにログインしてください。

※メールアドレスが必要となります。

宛先：takakurah@ckip.jp
（出願手続き期間のみ有効）

空メール送信は
こちらから

出願サイトは
こちら

※メールが届かない場合、「ckip.jp」を
　受信可能なドメインとして設定してください。
　又は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※QRコードを読み取った後、
　「メール作成画面はこちら」を
　クリックし、空メールを
　送信してください。

【アクセス方法】
②で返信されるメールに記載の
  出願サイトＵＲＬよりアクセス

右のQRコードよりアクセス

③出願サイトへアクセス

or

or

ログインID

パスワード

⑤出願情報入力
個人情報保護方針に同意の上、
必要事項を入力し登録してください。

必要事項の入力・登録

氏名

カナ

郵便番号

住所
・・・ 登録

●クレジットカード決済
●コンビニ決済
●ＡＴＭ決済（ペイジー）
●各銀行のネットサービス決済（ペイジー）

詳細はP4「検定料、入学時の
納付金（前納金・後納金）の納入方法」を参照

⑥検定料のお支払い
出願内容の登録後、お支払い画面へ遷移します。
次のいずれかの方法で
お支払いいただくことができます。

空メール送信後、自動で返信される
メールを確認ください

検索高蔵高校
本校HP上のリンクよりアクセス
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志願者は受験票を持参して受験します
受験票は、受験票控えと切り離してご利用ください。
受験票控えは、合否発表の時に必要になりますので、大切に保管してください。

受験当日3

受験票控え 受験票

出願期間中に「調査書(各中学校より)、エントリーシート(特別選抜入試受験者のみ)」を本校へ提出してください。
受験票をダウンロードできるようになると通知が届きますので、各自印刷してください。

推薦入試・特別選抜入試　令和5年1月11日(水)　13:00～　
一般入試　　　　　　　  令和5年1月13日(金)　13:00～

出願と受験票の印刷方法2

自宅のプリンターで
印刷する場合
※スマホで登録した場合、
　出願サイトからPCに
　添付ファイルで
　メール転送できます。

コンビニで印刷する場合
※出願サイトからコンビニの印刷に必要な番号を取得できます。

コンビニで
印刷する

コンビニを
選択する 番号×××××

コンビニの大型プリンターにて
番号を入力して印刷します

入学時の納付金（前納金・後納金）の支払い5

出願サイトより、入学時の納付金（前納金・後納金）の支払いをお願いします。
※手数料は志願者の負担となります（前納金は除く）。

＜受験票のダウンロード・印刷が可能になる日時＞

※画面イメージは実際とは異なる場合がございます。  ※合格者は、「合格通知書」「合格者の方へ」などの書類をダウンロードしてください。

①合格発表日時以降に
　合否発表サイトへ
　アクセス

②受験番号等の入力
受験票控えに記載されている「受験番号」と
ご自身の「ID」「パスワード」及び
「生年月日」を入力し、出願サイトのアカウントで、
ログインします。

合否発表日時以降に受験票控えに記載されている
合否発表専用サイトURLへアクセスします。

インターネットで合否を確認します。合否専用サイトにて、確認してください。

合
否
を
確
認

合否発表4

名古屋経済大学高蔵高等学校
合否発表サイト

ID:
受験番号:

パスワード：
生年月日：

ログイン

名古屋経済大学高蔵高等学校
合否発表サイト
受験番号：XXXXXXXX
https://xxxxxxxxxxx...........

QR

推薦入試・特別選抜入試　令和5年1月17日(火)　17:00～
一般入試　　　　　　　  令和5年1月25日(水)　17:00～

＜合否発表の日時＞
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銀行窓口で振込をするための、振込用紙を
ダウンロードできます（コンビニ印刷可）。
振込用紙には、受験番号、名前、金額などが、
自動記載されます。

〈ATM〉
1.税金・料金払込を選択
2.お客様番号、確認番号を入力
3.支払方法を選択（現金またはキャッシュカード）

〈銀行のネットサービス〉

※カード券面に上記のマークがついているカードであれば、
　発行会社・国に関わらず利用可能です。

利用できる銀行例
ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行、りそな銀行　など

検定料、入学時の納付金（前納金・後納金）の納入方法

①クレジットカード決済
検定料と前納金で利用できます。
出願登録画面より直接支払いが可能です。

検定料および前納金は①～③のいずれかの方法でお支払いください。手数料は必要ありません。
入学時の納付金（前納金を除く）は②～④のいずれかの方法でお支払いください。手数料はご負担ください。

③ATM決済（ペイジー）
ペイジーマークのあるＡＴＭ、
または銀行のネットサービスより
支払いが可能です。

④銀行窓口振込み
入学時の納付金のみ利用できます。

②コンビニ決済
コンビニ毎の支払い方法は、
コンビニ選択後にメールにて案内します。

Visa/mastercard/Diners/AmericanExpress/
JCB/DISCOVER

学費など（令和4年度入学生納付金）

学業成績が特に優秀な者には、奨学金を授与します。
※内容は入試区分により異なります。

１ 学力特奨生制度

本校の指定した部活動の技能に優れ、一定の成績基準を満たした者は、部活動特奨生として認め、3年間奨学金を授与します。
※野球部は別制度になります。

２ 部活動特奨生制度

本校の奨学制度・入学金減免制度について

入学者の兄弟・姉妹が本校および市邨校の在校生（中学校を含む）や卒業生の場合には、入学金のうち半額を免除します。
ただし、各県・各市町村からの補助金を合計して全額を超えないこととします。
※同時入学の場合も免除します。入学後の申請によって返金します。

３ 兄弟姉妹入学金減免制度

●入学時の納付金
入 学 金
P T A入会金
生徒会入会金
入 学 用 品 費

200,000円
2,000円
1,000円
4,700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（校章・生徒手帳・氏名印など）

●1か月あたりの納付金
授 業 料
ＩＣＴ教 育 費
P T A 会 費
生 徒 会 費

37,500円
2,000円
1,000円
800円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（年額を４期分納）



令和4年度入学生の場合（月額）

※表の所得基準は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人（16歳以上）、中学生一人の子供がいる世帯の年収の目安です。
　扶養している人数やその扶養者の年齢によって、所得基準は異なることもあります。
※愛知県外在住の者は、愛知県授業料軽減補助、愛知県入学納付金補助金を受給できません。
※ご不明な点につきましては、お気軽に本校までお問い合わせください。

所得基準（年収の目安）

年収７２０万円未満程度

年収８４０万円未満程度

年収９１０万円未満程度

（A）
本校
授業料

（B）
授業料
助成額

（E）
入学金
助成額

（D）－（E）
入学金
実質負担額

その他の授業料補助・各種奨学金    
補助金・奨学金の名称

名古屋市授業料補助

27,000円

120,000円

（自宅 通学）360,000円
（自宅外通学）420,000円
または、　　 132,000円

令和4年度の算定基準額（注1）の合計額が
415,５００円未満の世帯。返還の要なし。

44,000円
愛知県の授業料軽減事業の対象範囲外で、
令和4年度の算定基準額（注1）の合計額
（原則、父母の合算）が325,５００円未満の世帯。返還の要なし。

愛知県下私立高校在学生で経済的に就学困難な者。返還の要あり。

愛知県下私立高校在学生で経済的に就学困難な者。
返還の要あり。愛知県高等学校等奨学金

※上記のほか、交通遺児の特別な奨学金、補助金、貸付金もありますので、詳細については本校までお問い合わせください。
（注1）算定基準額＝課税標準額×0.06ー市町村民税の調整控除額×3/4

愛知県私学奨学資金財団

（ 年　額 ） 条 件 等

愛知県授業料軽減補助・愛知県入学納付金補助

名古屋経済大学高蔵高等学校
〒467-8558 名古屋市瑞穂区高田町3丁目28の1
TEL：052-853-0050（代）　E-mail：takakura@nagoya-ku.ac.jp
HP：www.takakura-hj.info  

・通常の感染対策（マスクの着用、換気、手指の消毒など）を徹底します。
・全教室、接触感染を予防する抗菌スプレーが施工済みです。
・新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがある場合は、追試験を受験してください。

入試における新型コロナウイルス感染予防について

2,300円

19,900円

２７，６００円

３７，５００円

35,200円

17,600円

9,900円

２００，０００円

２００，０００円 １００，０００円

0円

０円

１００，０００円

２００，０００円

（A）－（B）
授業料
実質負担額

（D）
本校
入学金

WEB SCHOOL
TOUR

特設サイト公開中！
高蔵の見学会をオンラインで体験

Let’s スキャン！

School
YouTube

生徒たちの手作り動画を
公開しています。

高蔵LINE
公式アカウント

各種イベントや学校情報を
随時発信中！ぜひご登録ください。

Let’s スキャン！Let’s スキャン！


