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その疑問におこたえします
子どもの将来のために、学校選びは重要なポイント。学びの場について、現代では
さまざまな選択肢があるだけに、情報収集は欠かせません。わが子に合う教育環境を
見つけるにはどうしたらよいでしょう。そこで今回は、私立学校について分からない
ことを解消してみませんか？

私立学校の特徴とは何ですか？
少子化、グローバル化が急速に進む日本社会。将来的には、AI（人
工知能）の発達で、職業形態が大きく変わるといわれています。その
ような中で、社会に必要とされ活躍できる人間に成長するためには、
一人一人の資質を捉えた丁寧な教育が望まれます。
「画一的ではなく、
個を見据えた教育」は、私立学校の強み。教師の異動が少なく、同じ
学校で教えるケースが多いため、個々の生徒や家庭と教師との関わり
も深くなります。また思春期の悩みに寄り添うことのできる、きめ細
やかな対応も可能。卒業した生徒が折に触れて母校に戻ってくる、
「心
のふるさと」になるケースも多いそうです。

私立学校の学費が心配です…
です…
私立学校に関心はあるけれど、学費のことが心配で…とお悩みの家
庭も多いのでは。現在、国や静岡県では、私立学校に通う生徒や家庭
を支援する取り組みが始まっています。
例えば、小・中学校に通う家庭を支援するのが、
「私立小・中学校
等修学支援実証事業費補助金」
。令和 3 年までの限定事業ですが、最
大年額 10 万円の補助が受けられます（年収など条件あり）
。
一方、高等学校では、いよいよ来年度から年収 590 万円未満の世
帯を対象に「就学支援金」の上限額が引き上げとなり、実質「無償化」
が実現します。学費により進学をあきらめることなく、子どもたちが
望む未来に向けて教育環境を選べる時代がやってきます。わが子の能
力を伸ばすためにはどのような教育を選ぶべきなのか、今からしっか
りと情報収集しておくことが大切です。

学校説明会ではココをチェック！
①各学校固有の
「教育の理念」などを聞こう
②充実の学習環境と
体験プログラムをチェック
③きめ細やかな進路指導に注目

学校説明会は行った方が良い？
何を聞けばいいの

【私立小・中学校等修学支援実証事業費補助金】
私立小・中学校に通う生徒に対し、授業料負担の軽減を行いつつ、私立
学校を選択している理由や家庭の経済状況など実態把握のための調査を目
的にする実証事業（令和 3 年度まで実施）

●年収 400 万円未満、
かつ保護者等の資産保有額 600 万円以下の世帯対象
※家族の状況により異なります

●最大で年額 10 万円を支援
※学校が代理受領し、授業料と相殺

【高等学校等就学支援金制度】
支給上限額
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進学先をまだ決めていないという家庭なら、まずは私立学校の説明
会に参加してみませんか。子どもが小学校 5 年生のころから、気軽に
出かけてみては。例えば、ひとくちに
私立学校といっても、女子校や男子校、
中高一貫校など実にさまざま。教育方
針やカリキュラムもそれぞれの学校で
異なります。説明を聞き比べてみれば、
わが子によりぴったり合う教育環境が
見つかるかもしれません。
実は中学 3 年間は、その後の人生
を左右するともいわれる重要な時期。
ここをどう過ごすかで大きな違いが出
るそうです。まずは選択肢を広げてみ
てはいかがでしょうか。

全日制私立高校の場合

引上げ後の加算

私立高校の
平均授業料を
勘案した水準

年収目安（注）が
約５９０万円未満
世 帯 の 生 徒を対 象
に上 限 額を引 上 げ

29万7000円
23万7600円

11万8800円

17万8200円

現在の加算

（注）両親・高校生・中学生の4
人家族で、両親の一方が
働いている場合の目安。

（公立高校の授業料額）

世帯の所得

270万

350万

590万

(注)

910万 年収目安

保護者等の
「課税所得」
を基準として判定
（地方税の「所得割額」から変更）
※都道府県において、
独自の授業料支援を行う場合もあります

高校生等への修学支援

検索

高等学校等就学支援金制度は文部科学省の
サイトに掲載されています

資料の出典：静岡県私学協会「2020 静岡県の私立学校」 ※ 2・3 面で、「私立中学校学校説明会特集」を掲載（一部掲載されていない私立学校があります）

学校説明会特集

静岡北
中学校・高等学校

■学校説明会：9月21 日（土）
＝①午前9時45分〜・②10時45分、
10 月5 日
（土）
＝①午前9時30分〜・②11時、
10月26日
（土）
＝①午前9時〜・②10時、11月9日
（土）
・23日
（土・祝）
、
12月7日
（土）
＝①午後1時〜・②午後2 時30分〜
■体験授業（50分）
：9月21日（土）
＝①午前9時45分〜・②午前10時45分〜
■11月9日
（土）
：授業・施設見学会＝午前9時30分〜11時30分、
親子サイエンスクラフト＝①午後1時〜・②午後2時30分
〜、
入試対策教室＝①午後1時〜・②午後2時30分〜
■11月23日（土・祝）
：親子パッケージデザイン教室＝①午後1時〜・②午後2時30分〜、
入試対策教室＝①午後1時〜・②午
後2時30分〜
■12月7日
（土）
：親子クッキングサイエンス＝①午後1 時〜・②午後2 時30 分〜、
入試対策教室＝①午後1時〜・②午後2
時30分〜
※ 詳細はホームページ、または直接問い合わせて確認を

東海大学付属
静岡翔洋
高等学校中等部

静岡大成
中学校・高等学校

静岡大成中学校
■入試説明会：9 月 21 日
（土）
、11 月 2 日（土）
・16 日
（土）＝午後 1 時 30分〜3時／入試要項の説明、願書配付、入試の
傾向と対策 ※予約不要
■スターライト見学会：10 月 11 日（金）
＝午後 6 時〜 8 時／夜間授業の見学 ※予約不要
静岡大成高等学校
■学校説明会：10 月 19 日（土）
＝午後 2 時〜 4 時／学校説明、部活動の体験・見学、施設見学
■公開授業：11 月 16 日（土）
＝午前 9時〜11 時 15 分／公開授業、学校説明
■入試説明会：12 月 7日（土）＝午後 2 時〜 4時・14 日
（土）＝午前 10 時〜正午／学校説明、入学試験の説明と受験アド
バイス、個別相談

静岡雙葉
中学校・高等学校

静岡英和女学院
中学校・高等学校

静岡英和女学院中学校
■ EIWA DAY：9 月 28 日（土）
＝午前 9 時 20 分〜／授業体験、
クラブ活動の見学・体験
■入試説明会：10 月 19 日（土）
、11 月 16 日
（土）
＝午前 9 時 30 分〜、11 月 1 日
（金）
＝午後 6 時〜／願書の書き方、
入試ワンポイントアドバイス
静岡英和女学院高等学校
■授業公開日：11 月 2 日（土）
＝午前 10 時〜／授業見学
■学校紹介：11 月 16 日（土）
＝午後 1 時〜／授業体験、クラブ活動の見学ほか
■入試説明会：12 月 7 日
（土）
・14 日
（土）
＝午前 9 時 30 分〜／入試の概要、個別相談
【中高共通】
■学校クリスマス：12 月 21 日
（土）
＝一般の部／午後 5 時 30 分〜

この時期、お子さんの私立中学校への進学をお考えの
ご家庭も多いことでしょう。そこで、静岡リビング新聞
社では「私立中学校特集」を企画。各校の特色や注目点、
学校説明会・相談会などをご紹介します。

■中学入試説明会：10月5日（土）＝午後1時30分〜3時（受け付けは午後1時〜）／入学試験についての説明、
入学願書配
布、入学者選抜方法の説明、試験会場体験など ※小学5年生以下も参加可能
■オープンキャンパス：11月16日
（土）
＝午前9時30分〜午後0時20分
（受け付けは午前9時〜）
／授業公開、
部活動体験、
交
流コーナー、
質問コーナーなど
■クリスマス会：12月14日
（土）
＝午後4時30分〜5時30分
（受け付けは午後4時〜）
／小学生・幼稚園生とその保護者、一般
の人、同窓生、在学生とともにクリスマスを祝う 。生徒による企画（小学校低学年または幼児対象）、クリスマス・コン
サート、キャンドル・サービス、お話など
■入学願書受け付け：12月11日（水）
〜17日
（火）
＝午前9時〜午後4時 ※土・日曜は除く
■入学試験：2020年1月11日
（土）

■保護者のためのプチスクールツアー：10 月 9 日（水）
・10 日
（木）、11 月 14 日（木）
・15 日（金）＝午前 11 時 30 分〜
午後 1 時 30 分
■学校説明会：10月12日（土）
、11月9日
（土）
・30日
（土）
＝午後1時〜3時30分、
10月13日
（日）、
11月10日（日）＝午前10時〜
午後0時30分
■ナイトツアー：10月24日（木）
、11月21日
（木）
＝午後6時30分〜8時
いずれも同校／学校説明、入試問題解説、施設見学、個別相談、部活動見学など 同校ホームページより事前申し込み
■個別入試相談会：12月7日（土）
＝午後1時〜3時・8日
（日）
＝午前10時〜正午、
1月18日
（土）
・19日（日）
＝午前10時〜正午
いずれも同校／受験生および保護者を対象に受験や学校生活の疑問、質問などに対応

