
第２回校内進路説明会資料 

１．進路日程

■ 12月の懇談で
私立の志望校を決定

 

■ 進路日程について 

 

２学期以降の懇談の日程は以下の通りです。 

１１／２～１１ 三者懇談（私立、高専、公立特別） 

１２／１２～１９ 進路懇談（私立、高専、公立特別） 

２ ／１４～１７ 進路懇談（公立一般） 

１１月の懇談で、実力テストの結果を中心に、進路先を検討し 

１２月の懇談で私立の志望校は最終決定します。 

（高専、公立特別選抜の志望校も１２月懇談で決定します） 

公立一般選抜の志望校は１１月、１２月の懇談でも検討しますが、 

２月の進路懇談で最終決定します。 

■ 高校や、家庭の状況等で
かなり異なります

■ 募集要項にない費用も
あります

２．進学費用（概要）

 

■ 進学費用について 

 

学校や学科、本人や家庭の状況によってかなり金額が異なります。 

あくまで参考ということでお願いします。  

 

なお、この資料には、（交通費や部活動費などの）個別の金額は含ま

れていません。「この時期に、こういうのでお金がかかるかもしれな

い」という感じで考えていただければと思います。 

■支援金の支給対象は授業料のみ
■特待生で授業料が減免されたり
制服等が支給される私立も

学年費
(学校)

購入品
(業者)

その他
(個別)

２－１ 進学費用（概要）

受験料
入学金

授業料
修学旅行
(積立)

 

■ 進学費用の概要 

進学費用にはさまざまなものがあります。 

 

※ 国及び府から支援金が支給されるのは授業料だけです。 

※ 私立高校の特待生になると、授業料が減免されたり、制服等の 

購入品が支給される場合もあります。 

※ 授業料、修学旅行積立金は何回かに分けて徴収されますが、 

ほとんどの費用は３月、４月の入学時に必要になります。 

 

 

 

■ ３年間でかかる基本的な費用の概算です。 

 

１年目は修学旅行積立金があるので、学年費が高くなっています。 

公立大学高専（旧府大高専）は４年目にゼミ旅行に行くので、修学旅行

はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：万円

時期 項目 公立 私立 高等専修 府大高専

受験時 受験料 0.6 2 1.5 1.7
入学金 0.2 20 17 8.5
購入品 15 15 17 6.8
授業料 12 60 47 23.5

学年費等 15 30 22 3.7

42.8 127 104.5 44.2

30.8 67 63.5 20.7

※　授業料支援金が支給されて、授業料実質負担額が０円の家庭の場合

１年目計（※授業料を除く）

入学時

入学後

１年目計



 ２年目、３年目の学年費は公開していない私立高校が多いので 

１年目の金額から修学旅行積立金を引いた金額としています。 

 
 

 

 

全日制 ２２００円
定時制 ７５０円

２万円程度

公立

私立

2－２．進学費用 入学検定料

 

■ 入学検定料 

公立高校の入学検定料は２２００円（定時制は７５０円）です。 

私立高校の入学検定料は２万円の学校が多いです。 

 

５６５０円

１５～２５万円程度

公立

私立

特待生で
入学金が減免される私立も

2－３ 進学費用 入学金

 

■ 入学金 

公立高校の入学金は５６５０円（定時制は２１００円）です。 

私立高校の入学金は１５万円～２５万円のところが多いです。 

 

※ 特待生などで、入学金が減免される私立高校もあります。 

（当日の成績上位者、中学校の内申、英検等の資格、 

スポーツ推薦、兄、姉が在籍、保護者が卒業生など） 

１５万円程度公立

私立

教科書、標準服、実技道具等

１５～３０万円程度

購入品は業者払いなので
金額が載っていないことも

2－４ 進学費用 購入品

 

■ 購入品 

標準服等は業者に払うため、金額を明記しない学校もあります。 

 

※ 標準服がない学校もあります。 

※ パソコン、タブレット等を購入する学校もあります。 

※ 要項の隅の方に小さく「標準服などで１５万円ほどかかります」

など記載されている場合もあります。 

１２万円程度

５０～６０万円程度

公立

私立

■大阪府の私立高校のほとんど
は授業料支援対象

■世帯年収目安９１０万円以上の
家庭の場合、授業料は全額負担

2－５．進学費用 授業料

 

■ 授業料 

公立高校の年間授業料は約１２万円です。 

（９９００円×１２ヶ月＝１１８８００円） 

大阪府の私立高校の年間授業料は６０万円程度です。 

※ 大阪府の私立高校のほとんどが授業料支援補助金の対象校です。 

※ 世帯年収目安が９１０万円以上の家庭は、支援金が支給されない 

ため、公立、私立問わず授業料は全額保護者負担になります。 

単位：万円

時期 項目 公立 私立 高等専修 府大高専

授業料 12.0 60.0 47.0 23.5

学年費等 3.5 10.0 13.5 3.7

15.5 70.0 60.5 27.2

3.5 10.0 19.5 3.7

授業料 12.0 60.0 47.0 23.5
学年費等 3.5 10.0 13.5 3.7

15.5 70.0 60.5 27.2
3.5 10.0 19.5 3.7
73.8 267.0 225.5 97.6

37.8 87.0 102.5 27.1

※　授業料支援金が支給されて、授業料実質負担額が０円の家庭の場合

３年間合計（※授業料を除く）

３年目

３年目計

３年間合計

２年目計（※授業料を除く）

２年目

２年目計

３年目計（※授業料を除く）

詳しくは高校のホームページや募集要項を確認するか 

学校説明会等に参加して、高校の先生に個別に相談してください。 



１５万円程度

１５～３０万円程度

公立

私立

１年生～２年生夏ごろまで
３、４回にわけて徴収

2－６．進学費用 修学旅行

 

■ 修学旅行費 

国内の場合１５万円、海外の場合３０万円ぐらいかかります。 

 

※ 通信制高校では、修学旅行は任意参加の場合が多いです。 

※ 公立大学高専には修学旅行はありません。 

４年時にゼミ単位で（教員も付き添いで）旅行に行くそうです。 

 要項に載っていない費用ですので気をつけてください。 

年３～５万円程度

年５万円～
１５万円程度

公立

私立

■学校徴収金（学年費）は
ホームページや要項を参照

2－７．進学費用 学年費

 

■ 学年費 

内訳がホームページに載っている高校もあります。 

 

※ 私立高校の場合、学年費は、高校によってかなり異なります。 

「学校徴収金」「学年費」「諸活動費」「生徒会費」「教育充実費」 

「その他積立金」など、いろいろな言い方があります。 

PC
電子辞書

実習費

定期代

部活費 合宿費

予備校 留学費

日用品

2－８．進学費用 その他

など

 

■ その他の費用 

進学費用は他にもいろいろあります。 

 

平成 30年度の文部科学省の「子供の学習費調査」では、 

学校外の年間活動費の平均は、公立で 17.7万円、 

私立で 25.1万円だそうです。 

3．授業料支援制度

■ 「高校 修学支援」
「大阪府授業料」
などで検索

 

■ 授業料支援制度 

授業料に関する支援金の支給は、高校等の入学後になります。 

高校の案内にしたがって申請してください。 

 

 

 

■授業料（公立）

公立授業料
約１２万円

（国）
就学支援金

注：世帯年収目安９１０万以上は
就学支援金が支給されない

 

■授業料（公立） 

世帯年収目安が９１０万円未満の家庭には、国から就学支援金が 

支給されます。 

 

 

 

■大阪府授業料支援補助金制度

（府）
授業料支援
補助金

私立授業料

（国）
就学支援金

私立の授業料については、国の
就学支援金の不足分を府が支給

 

■ 授業料（府内私立） 

大阪府の私立高校の年間標準授業料は６０万円です。 

 

大阪府の私立高校の授業料については、国の就学支援金で足りない 

分を大阪府が負担します。 

これが「大阪府私立高等学校等授業料支援補助金制度」です。 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2019/08/23/1418201_2_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200122-mxt-shuugaku01-100014428_1.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/shigaku_mushoka_r1.html


世帯年収目安 公立 私立

５９０万円未満 ０ ０

８００万円未満 ０ ２００,０００

９１０万円未満 ０ ４８１,２００

９１０万円以上★ １１８,８００ ６００,０００

■大阪府高校授業料の保護者負担額の例

★世帯年収目安９１０万円以上の世帯は
公立、私立とも授業料は全額負担になります。

単位 （円）

 

■ 大阪府高校授業料の実質保護者負担額の例 

授業料の実質保護者負担額は、高校の授業料や、世帯の子どもの 

人数によって変わる場合があります。 

大阪府私立高等学校等授業料支援補助金の注意事項 

① 支援金対象でない学校もあります。 

② 授業料は一旦納入する必要があります。(後で還付または相殺) 

③ １０月１日時点で高校に在籍している必要があります。 

４．大阪府育英会奨学金

■ 中学校での申し込みは
９月末のみ

 

■ 大阪府育英会奨学金 

 

中学校での大阪府育英会の奨学金の申し込みは 

９月末の１回のみですので注意してください。 

 

■奨学金の種類
①入学時増額資金 ②奨学資金

用途 入学金等 授業料等

金額 公立：５万円
私立：２５万円
私立通信：１５万円

授業料実質負担
額＋１０万円
(上限あり)

申込 中３の９月末 中３の９月末
か、入学後

支給 2月中旬～３月 入学後①、②どちらかでも、両方でも可。
 

■ 奨学金の種類 

① 入学金等にあてる「入学時増額資金」 

② 授業料などにあてる「奨学資金」 

 

の２種類があります。どちらか片方だけでも、両方とも申し込むこ

ともできます。①の入学時増額資金は、中学校在籍時しか申し込み

ができないので注意してください。 

■奨学金申し込みの流れ

時期 内容

８月下旬 奨学金申込確認

９月上旬 奨学金書類配付

９月下旬 奨学金書類締切

２月中旬 入学時増額資金貸付(専願)

３月 入学時増額資金貸付(公立)

 

■ 奨学金申し込みの流れ 

 

奨学金を申し込まれた家庭には、生徒本人に奨学金申込書類が 

入った封筒をお渡します。 

 

私立高校専願の場合、入学金の締め切りが早いため、奨学金の 

貸付も２月中旬ごろになります。 

■奨学金申込に必要な書類

①所得を証明する書類

②生徒本人の通帳のコピー

③住民票

「申し込みのしおり」を参照

 

■ 奨学金申し込みに必要な書類 

① 所得を証明する書類 

※ 所得割額が記載されているもの（共働き家庭は、父母両方とも） 

縮小コピーしてもらってかまいません。 

② 生徒本人名義の通帳のコピー 

③ 住民票 

※ マイナンバーが非表示で、世帯全員の続柄が全て載っているもの 

■奨学金の注意事項

①卒業後に返済が必要

②後から申し込みは不可

金額の増額も不可

申し込みの取り消しは簡単ですので、
迷っている場合は申し込みを

 

 

■ 奨学金は給付ではなく、貸与ですので、返済の必要があります。 

 

後から奨学金を申し込んだり、金額を増額することはできません。 

奨学金の申し込みの取り消しは簡単にできますので、迷っている 

場合はとりあえず申し込んでいただきますようお願いします。 

 


