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３学年では、私立高校の出願が終わり、受験票が配布されました。 

いよいよ受験が間近に迫ってきたのを実感しているところだと思います。 

ところで、高校に入学したらどれくらいのお金がかかるのでしょうか。県立、私立、専門学校

の大きく３つに分け、それぞれ１校ずつ紹介いたします。ここに掲載した以外にも、制服や運動

着等の代金や部活動の部費、通学定期代など実際にかかる費用は学校それぞれです。あくまでも

目安程度にしていただければ幸いです。 

 

●県立高校の例 

月額・・・・・・・・・・ 11,980 
 
年額・・・・・・・・ 70,934 

授業料 9,900 
 
入学金 5,650 

部活動指導費 500 
 
日本スポーツセンター 1,656 

生徒会費 670 
 
ＰＴＡ会費 5,300 

図書費 100 
 
ＰＴＡ慶弔費 400 

空調費 360 
 
教育振興費 1,800 

進路指導費 450 
 
学年一括集金 56,128 

※旅行積み立ては別途かかります。 
   

●私立高校の例 

月額・・・・・・・・・・ 56,000 
 
年額・・・・・・・・ 591,200 

授業料 27,000 
 
入学金 180,000 

維持費 5,000 
 
父母会入会金 1,000 

生徒会費 500 
 
部活動後援会入会金 20,000 

父母会費 1,000 
 
施設費 170,000 

部活動後援会費 500 
 
図書費 4,000 

修学旅行積立金 22,000 
 
冷暖房費 10,000 

教育研究振興費 10,000 

補助教材費 78,000 

進路指導関係費 118,200 

  
●専修・専門学校の例 

月額・・・・・・・・・・ 40,000 
 
年額・・・・・・・・ 520,970 

授業料 25,000 
 
入学金 100,000 

教育拡充費 5,000 
 
施設費 180,000 

研修旅行積立 10,000 
 
補助活動費 128,970 

 
通信制高校費用 112,000 

 

 

※平成 29 年度版「高等学校・高等専門学校・産業技術専門学校案内」より抜粋 

気になる高校の学費について 

※費用に幅がある場合には、一番多い金額で計算

しています。 



 
奨学金とは、経済的理由で修学が困難だが、優れた学生が、安心して学べ

るよう「給付」または「貸与」する制度です。返済義務が無い「給付奨学金」

や無利子ないし低金利を伴い、返済義務のある「貸与奨学金」などの種類

があります。 

下の表は、例年、二中に案内がある奨学金の一覧です。それぞれ応募条件

がありますので、詳しく知りたい方は担任までご相談ください。 

 

平成３０年度奨学生（予約）募集について （平成３０年４月高校入学生） 

  募集団体名 時期（期間） 
応募資格 

内容（貸与額、返還の方法等） 
条件 

家計 

基準 
進路先 

1 あしなが育英会 
1 次～7 月 31 日 

2次～12月 15日 

3 次～2 月 28 日 

病気・災害遺児、自

死遺児 
有り 

高等学校  

高等専門学校 

月額 25,000 円(公立)30,000 円(私立)私立入

学一時金(30 万円)有り 20 年以内に月賦、

半年賦、年賦 

2 

交通遺児育英会 

（公財）交通遺児育英

会 

～1 月 31 日 
交通遺児 

（含後遺障害） 
有り 

高等学校  

高等専門学校 

月額 20,000 円、30,000 円、40,000 円から選

択  入学一時金(20 万円,40 万円,60 万円)

有り 20 年以内に月賦,半年賦,年賦 

3 
下野奨学会  

（公財）下野奨学会 
～12 月 9 日 

評定平均３．０以上 

県で 20 名程度 
有り 

高等学校 

（全日制のみ） 

月額 20,000 円 入学・卒業祝い金 

返済なし 

4 
栃木県育英会 

（公財）栃木県育英会 
～11 月 15 日 

1～2 年評定平均 

３．５以上 
有り 

高等学校  

専修学校 

（高専不可） 

特別支援学校 

月額貸与 18,000 円(公立)30,000 円(私立)    

６年の年賦,半年賦 

5 
栃木県育英会 

（公財）栃木県育英会 
～11 月 15 日 

1～2 年評定平均 

３．０以上 
有り 

高等学校  

専修学校 

（高専不可） 

入学一時金貸与 50,000 円(公立) 

100,000 円(私立)  ２年の年賦,半年賦 

6 

高等専門学校奨学金 

（独）日本学生支援機

構 

～12 月 15 日 
1～2 年評定平均 

３．５以上 
有り 高専のみ 

月額 21,000 円(国公立,自宅通学)  月額

22,500 円(国公立,自宅外通学) 

所得連動変換方式と定額変換方式の選択

制 

7 
下野市奨学生 

下野市 
～12 月 11 日 

学業成績優秀 

品行方正 

保護者１年以上下野

市在住 

評定平均３．０以上 

有り 

高等学校  

高等専門学校 

専修学校の 

 高等課程 

月額 20,000 円  入学一時金 100,000 

返還は、卒業後１年間据置 貸付期間の２

倍の期間内に償還（年賦又は半年賦） 

8 古岡奨学会 ～10 月下旬 

母子家庭（死別家庭

優先） 

向学心に富み志操堅

固な者  中学校長推

薦 全教科平均 4.0以

上（目安） 

有り 高等学校 
月額 15,000 円  入学祝い金 50,000 円       

返済なし 県で 4 名推薦する 

9 
国際ソロプチミスト 

宇都宮奨学生 
～1 月 19 日 

女子学生 

学業成績人物優秀 

健康、就学費用の納

入が困難なもの 

中学校長推薦 

有り 高等学校 

第１希望か第２希望の高校に合格したもの 

月額 15,000 円  入学祝い金 50,000 円 

返済なし 

クラブ区域内の推薦生徒から２名選ぶ 

◆８番と９番は、学校長の推薦が必要なので、校内審査があります。 
◆募集時期（期間）の日付は提出先への書類必着日です。所得証明書・戸籍謄本などの書類の準備が必要な場合があ

りますので、希望される場合は早めに担任に申し出でください。 

  
平成３０年１月２４日（水）～２６日（金）猪苗代リゾートスキー場にて

２泊３日の立志スキー宿泊学習を行います。スキー学習のほかに、立式記念

の行事も計画されています。これからの進路について考えたり、今まで育て

てくれた両親に感謝の気持ちをもったりできる良い機会だと思います。 

二中から申し込める奨学金 

2 年生 立志スキー宿泊学習 


