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１．中学受験に関して 

 私立にすべきか公立の中学校にすべきか                             

[小学生の 9 割は公立中学校に進学] 

 

中学受験に対して、まず迷うのは、公立の中学校と、私立の中学校どちらにしようかと言うことが挙

げられます。 

・地域の中学はあまりいい噂を聞かない。 

・地域の支援級はほったらかしにされると聞いたことがある。 

・地域の中学に発達障がいの知識を持った人がいない。 

・私立の中学は手厚く指導をしてくれる。 

・私立の中学は理解があり配慮をしてもらえる。 

中学受験を考えておられる保護者様から、そんな言葉を良く聞きます。しかしこれは正解でもあり間

違えでもあります。 

公立の中学校の体制は教員の転勤などで変わります。今は良くても中学校の３年間ずっといいかはわ

からない。その逆も言えます。どこの学校がいいのかを考えるより、保護者の方が子どもの特性に合

わせた支援ができる体制を学校と一緒に作っていくという心構えが必要です。地域の学校の校長と事

前に話をすることもできます。その場合は小学校からの紹介が必要なので学校に相談してください。 
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＜滋賀県内 中学受験＞ 

                              

 

 

  

⽴命館学園のノウハウを活⽤した⼀貫教育校 

                         

  

 

 

滋賀県立守山中学校  公立中高一貫校（併設型） 

滋賀県守山市守山 3 丁目 12-34 

授業時数 学費（年換算）   人数 

1,260 時間/年 公立標準額     80 人  共学校 

偏差値     特色 

59       ・入試倍率 5 倍以上の難関県立中高一貫校 

        ・通常の 1.4 倍の授業時間 

        ・英語のディベート、ソーシャルスタディ、 

         サイエンス（数学・理科）などの授業 

滋賀大学教育学部附属中学校   国立中学校 

滋賀県大津市昭和町 10-3 

授業時数 学費（年換算）   人数 

？     公立標準額     120 人 共学校 

偏差値     特色 

61       ・8～9 割は附属小学校からの内部進学生 

        ・教育研究と教育実習生の受入れをする 

        ・大学内部進学はなし 

立命館守山中学校     私立中高一貫校（併設型） 

滋賀県守山市三宅町 250 

授業時数 学費（年換算）  人数 

1,200 時間/年 約 93 万円    160 人 共学校 

偏差値     特色 

61       ・アカデメイア（中、高、大の一貫教育） 

         フロンティアサイエンス（医、理系大） 

         この 2 つのコースがある 

        ・科学技術工房を設置 

        ・土曜は体験プログラムを実施（米づくり、

琵琶湖学習、田楽など） 
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⼥⼦⽐率の⾼い県⽴の中⾼⼀貫教育校 

                              

 

  

                      

 

                              

 

 

滋賀県立河中瀬学校   公立中高一貫校（併設型） 

滋賀県彦根市川瀬馬場町 975 

授業時数 学費（年換算）  人数 

1,080 時間/年 公立標準額    160 人 共学校 

偏差値     特色 

57       ・女子生徒の比率が高く、トップクラスの

実績を誇る吹奏楽部を有する 

        ・少人数制や習熟度別授業で学習効率を高

めている 

滋賀県立水口東中学校  公立中高一貫校（併設型） 

滋賀県甲賀市水口町古城が丘 7-1 

授業時数 学費（年換算）  人数 

1,085 時間/年 公立標準額    80 人 共学校 

偏差値     特色 

56       ・図書室は約８万冊の蔵書で他中学の 8 倍 

比叡山中学校        私立中高一貫校（併設型） 

滋賀県大津市坂本 4 丁目 5-31 

授業時数 学費（年換算）  人数 

1,120 時間/年  約 61 万円    110 人 共学校 

偏差値     特色 

52       ・「掃除」「挨拶」「学問」を学校実践目標 

        ・歴史のある学校 
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光泉中学校      私立中高一貫校（併設型） 

滋賀県草津市野路町 178 

授業時数 学費（年換算）   人数 

1,224 時間/年 約 73 万円     120 人 共学校 

偏差値     特色 

47       ・通常の 1.4 倍の授業時間 

        ・英語、数学の習熟度別クラス編成 

滋賀学園中学校     私立中高一貫校（併設型） 

滋賀県東近江市建部北町 520-1 

授業時数 学費（年換算）   人数 

1,224 時間/年 約 65 万円     70 人 共学校 

偏差値     特色 

45       ・スクールバスが巡行している. 

        ・海外研修や長期留学がある 

近江兄弟社中学校      私立中高一貫校（併設型） 

滋賀県近江八幡市市井町 177 

授業時数 学費（年換算）   人数 

？時間/年 約 60 万円     152 人 共学校 

偏差値     特色 

45       ・短期留学制度あり 

        ・年度初めにシラバス（年間学習要領）が

配布される 
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２、高校への進路に関して 

      

①学校の種類を知る 

 近年、高校のスタイルも多様化しています。どのような特徴があるのかを知っておくことは大切です。 

（１）全日制普通高校 

【公立高校】 

内申点と当日の試験の点数をあわせた合計点で合否が判定されます。一般的に知られている普通の公立高

校であり、朝から夕方まで６時間～７時間の授業を受け、３年で卒業できるようになっています。欠点な

どで単位を落としてしまった場合は、進級できず留年になります。 

【私立高校】 

当日の点数と一部学校では面接により合否が決定します。内申書は参考として扱われます。朝から夕方ま

で６時間～７時間の授業を受け、３年で卒業できるようになっています。欠点などで単位を落としてしま

った場合は、進級できず留年になります。 

 

（２）定時制高校 

定時制高校は、かつては働きながら学ぶ人のための夜間の学校というイメージでしたが、現在はかなり様

相が変わってきました。働きながら通学している若者は、むしろ少数派になり、不登校を経験した生徒、

全日制高校を中退し編入学した生徒、高校受験が思うようにいかなかった生徒など、もう一度やり直そう

とする若者たちの学びの場になっています。夕方から夜にかけての授業が多く、３時間～４時間のため、

卒業までに４年かかる学校もあれば、土日などを利用して３年で卒業できる学校もあります。 

（滋賀県） 

1. 綾羽高等学校 ＜私立＞ 滋賀県草津市西渋川一丁目 18 番 1 号 

2. 滋賀県立大津清陵高等学校 ＜公立＞ 滋賀県大津市大平１丁目１４−１ 

3. 滋賀県立大津清陵高等学校 馬場分校 ＜公立＞ 滋賀県大津市馬場１丁目１−１ 

4. 滋賀県立瀬田高等学校 ＜公立＞ 滋賀県大津市神領３丁目１８−１ 

5. 滋賀県立長浜北星高等学校 ＜公立＞ 滋賀県長浜市地福寺町３−７２ 

6. 滋賀県立彦根工業高等学校 ＜公立＞ 滋賀県彦根市南川瀬町１３１０ 

7. 滋賀県立彦根東高等学校 ＜公立＞ 滋賀県彦根市金亀町 4番 7号 

 

（３）単位制高校 

1 学年、2学年といった学年の区別がなく、卒業までに必要な単位を修得すれば卒業が認められる高校が

「単位制高校」です。 

必修科目以外は、自分の興味・関心に合わせて教科や科目を選択し学習することができ、時間割も自分で

作るため、自分の都合に合わせた高校生活が送れる反面、しっかりとした自己管理が必要になってきま
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す。学年制でないため留年はありません。３年で卒業できるかは全ての単位を取得できたかどうかで決ま

ります。おもに定時制高校や通信制高校が導入しています。 

 

（４）高等専修学校 

職業や実生活に役立つ教育を基本として、柔軟な制度の特徴を生かし、特色のある教育を実践していま

す。 

個性重視の教育が求められるなかで、高等専修学校は、教育、保健医療、社会福祉、商業実務、服飾・家

政など多岐にわたる教育を行っています。また、高等専修学校には、不登校経験者や高校中退者を積極的

に受け入れている学校もあります。将来の進路がはっきりと決まっている人や特定の専門分野の勉強をし

たい人にはふわさしい進路といえるでしょう。さらに、高等専修学校のなかには「大学入学資格付与指定

校」になっている学校もあります。全日制の高校と提携をして高校卒業資格を取れる専修学校もありま

す。 

公立： 

①看護専門学校看護 長浜市八幡東町 525-1 

②総合保健専門学校看護 守山市守山五丁目 4-10 （歯科衛生） 

③農業大学校養成 近江八幡市安土町大中 503 

④大津市民病院付属看護専門学校看護 大津市石場 10-53  

⑤看護専門学校看護 近江八幡市江頭町 983 

⑥甲賀看護専門学校看護 甲賀市水口町北内貴 280-2 

私立： 

①大津赤十字看護専門学校 大津市小関町 5-23  医療専門（看護）  

②近江時計眼鏡宝飾専門学校 大津市神宮町 1-1  工業専門（時計眼鏡宝飾） 

③叡山学院  大津市坂本四丁目 9-21  文化教養専門（仏教総合） 

④華頂看護専門学校 大津市大萱七丁目 7-2  医療専門（看護）  

⑤華頂社会福祉専門学校 大津市大萱六丁目 4-10  教育・社会福祉専門（介護福祉）  

⑥大津市医師会立看護専修学校 大津市園城寺町字常在寺 233-5 医療高等（准看護）  

⑦滋賀県堅田看護専門学校 大津市真野一丁目 12-30  医療専門（看護）  

⑧国際経営情報専門学校 大津市打出浜 11-15 商業実務専門（情報ビジネス）  

⑨市立大津市民病院付属看護専門学校 大津市石場 10-53 医療専門(看護）  

⑩辻服飾専修学校 草津市大路二丁目 3-11  服飾・家政一般（服飾）  

⑪滋賀県歯科技工士専門学校 草津市笠山七丁目 4-43 医療専門（歯科技工士）  

⑫草津看護専門学校 草津市矢橋町 1824  医療専門（看護）  

⑬滋賀県済生会看護専門学校 栗東市大橋三丁目 4-5 医療専門（看護第 1／看護第 2）  

⑭水口女子専門学校 甲賀市水口町新町一丁目 5-31 服飾・家政高等（被服） 

⑮甲賀健康医療専門学校 甲賀市甲賀町鳥居野 1085 医療専門（柔道整復）など  
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⑯タキイ研究農場付属園芸専門学校 湖南市針 1360 農業専門（園芸本科園芸専攻）  

⑰淡海書道文化専門学校 東近江市五個荘竜田町 266 文化教養専門（書道師範など） 

⑱滋賀医療技術専門学校 東近江市北坂町 967 医療専門（看護／理学療法）など 

 

（５）高等養護学校（高等特別支援学校） 

地域により名称が違うだけで同じです。地域の養護学校（特別支援学校）とは違う内容の入試がありま

す。自立と就職をメインとしたカリキュラムが組まれており、地元の企業への一般就労が多いのが特徴で

す。小学校高学年程度の学力試験や作業などが指示通りできるかの実技試験、面接とある学校が多いで

す。学力だけでなく実技やコミュニケーション能力も試されるため、必ず対策が必要です。卒業は高校卒

業資格ではなく高校卒業資格に準ずる資格になります。 

（滋賀県） 

①滋賀県立長浜北星高等養護学校 長浜市地福寺町 3-72 定員 16 名 

②滋賀県立甲南高等養護学校 甲賀市甲南町寺庄 427  定員 24 名 

③滋賀県立愛知高等養護学校 愛知郡愛荘町愛知川 102  定員 16 名 

 

 [主として出席を前提としていない学校等] 

（１）通信制高校 

通信制高校では、自宅で教科書や補助教材を使って学習し、教科書の決められた範囲についてレポートを

作成（添削指導）し、毎週学校に提出することが学習の中心となります。通学スタイルは選択することが

でき、全日制のように毎日通える学校や、週２回、４回の通学が選べ、完全在宅もあります。夏休みなど

の長期休暇中には合宿スタイルで体育やホームルームなど、在宅では取得できない高校卒業資格に必要な

単位を取得する学校が多いです。 

WEB を利用して授業を受けたり通学したりと多岐にわたる学校がありますので、早い段階から資料請求や

学校説明会に参加し、自分にあった通学スタイルを見つけることが必要です。 

（滋賀県） 

綾羽高等学校 

ECC 学園高等学校 

滋賀県立大津清陵高等学校 

司学館高等学校 

鹿島学園高等学校 

松陰高等学校 

 

②通学時間を考える 

 通学時間はどれくらいまでが可能かを考えなくてはなりません。部活動が遅くまであったり、宿題が多い学

校だと通学時間は大きな問題になります。体力的なものや定期テストの勉強する時間の確保などもあるからで
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す。片道３０分短縮できれば往復で１時間。１週間で５時間以上です。どうしても行きたい学校が遠くにある

場合は目指すべきですが、そうでないなら通学時間を考慮に入れるべきです。 

  

③学校見学は本人も必ず行く 

 学校説明会やオープンスクールなど夏休み前から秋にかけて各学校で何度か行われます。実際に通学してみて

乗り換えや時間などを負担に感じないかや、学校を見ての雰囲気を体感していただけるからです。また、良く聞

くのが複数の高校に行くので、最初に行った学校がどんな感じだったか忘れてしまったという意見です。学校見

学行くまえに比較表を作成しましょう。学校名、通学時間、偏差値、感じたこと、その他部活や施設の充実など

自分がこだわるところを表にして忘れないように書き留めましょう。 

項目例）・校風 ・校舎の綺麗さ ・パソコンなどの設備 ・やりたい勉強ができる  

   ・学力 ・部活動 ・卒業後の進路 ・通学時間 ・制服 ・校則の自由さ 

   ・運動場の広さ ・売店や食堂の充実 ・通っている生徒の印象 

 

④最後は必ず本人が決める 

 行きたい学校が決まれば、やる気も出ます。自分で学校を探し、見学し、決定することがとても大切になって

きます。なかなか決められず周りがあせることもあるかもしれませんがぐっと我慢です。高校に行くと雰囲気や

人間関係、学習内容などの変化に戸惑うことも多いでしょう。そんな時に自分で高校を選んでいないと「こんな

高校行かなければよかった」「もっと他にいい高校あったのではないか」「この高校を選んだ親のせいだ」という

ように困難を乗り越えていく力が出なくなってしまいます。 

 

滋賀県公立                                    

①推薦入試（実施校：全日制３２校、定時制１校） 

出願資格として、中学校校長の推薦が必要となります。 

選抜は、面接・作文または実技検査のうちから２つ以内が課されます。 

面接の方法や作文の出題数、実技検査の内容・検査時間は各高校にて定められます。 

合否は、個人調査報告書と推薦書の内容と、実施された面接・作文または実技検査の結果から総合的に判断

されます。 

 

②特色入試（実施校：全日制１４校） 

一般選抜の資格を有する者で、志願する動機が明白であり、適性、興味・関心および学習意欲があれば出願する

ことは可能です。 

選抜の方法は、口頭試問、小論文、総合問題または実技検査のうちから２つ以上が課されます。 

検査内容、検査時間や各配点等は各高校で定められます。 

合否は個人調査報告書および実施された口頭試問、小論文、総合問題または実技検査の結果を資料として、総合

的に判断されます。 
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③一般入試                                   

「推薦選抜」「特色選抜」で不合格になっても、「一般選抜」受験は可能です。 

再度同じ高校を受験することも可能ですし、別の高校を受験することも可能です。 

また、「推薦選抜」「特色選抜」での結果が「一般選抜」に反映されることはありません。 

出願後、１回だけ出願変更（3/3～3/5 ごろ、年によって変わります）することができます。 

学校によっては、面接や実技検査を課したり、傾斜配点を実施している学科もありますので、事前の確認 

が必要です。合否は、個人調査報告書、学力検査等の成績を資料として決定されます。 

選抜要項には「個人調査報告書の総合的な学習時間及び特別活動等の記載事項については、積極的に活用する」

とされています。 

学力検査は国語⇒数学⇒社会⇒理科⇒英語の順番。各５０分１００点満点（平成２７年度より４０分⇒５０分に

変更）英語のリスニングは１０分程度。 

 

※個人調査報告書（下記の４項目で構成されています） 

①各教科の学習の記録（観点別学習状況と評定を記入） 

・学年ごとに９教科全ての各項目において記入。 

・観点別学習状況はＡＢＣの３段階で記入されます。 

・評定は１～５の５段階で記入されます。 

・学年ごとに９教科の評定の合計が記入されます。１３５点満点になります。 

②総合所見及び特別活動等（行動の記録等についても特筆すべき点があれば記入） 

・学級活動・生徒会活動・学校行事での活動に関する所見が記入されます。 

・生徒の特長や特技、学校内外における奉仕活動、表彰を受けた行為や活動について記入されます。 

［生徒の優れている点や、長所、進歩の状況などを取り上げることが基本］ 

③総合的な学習の時間の記録 

・この時間に行った学習活動で、学習状況に顕著な事項がある場合などに、その特徴やどのような力が身に付い

たことが文章で記述されます。 

④出欠席の記録 

・学年ごとに欠席日数が記入されます。 

・欠席の主な理由などが記入されます。 

※個人調査報告書はテストの結果だけでなく、授業態度や提出物、全ての活動に対する姿勢や結果も大きく影響

します。 
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３．特別支援学校高等部・高等養護学校について 

 

入学について                                    

●「特別支援学校高等部（旧：養護学校高等部）」 

ほとんどの特別支援学校は，小学部・中学部・高等部の 3 つの学部が一つの学校内にあります。 

障害の程度は重複障害を有する生徒から自力で公共交通機関を利用して通学ができる生徒まで，幅広く在

籍しています。 

卒業後は企業への一般就労をする生徒から地域の福祉施設に行く生徒までこれも又，進路に幅があります。 

※滋賀県の特別支援学校高等部 

1 草津養護学校 高等部 

2 三雲養護学校 高等部 

3 滋賀大学教育学部 附属特別支援高校 

4 野洲養護学校 

5 守山養護学校（小児保健医療センターに入院している児童生徒が治療を受けながら教育を受けることが

できる学校） 

6 北大津養護学校 

7 八日市養護学校 

 

 ※特別支援学校高等部分教室もあります。 

 ・滋賀県立長浜養護学校 伊吹分教室 〒521-0226 米原市朝日 302 電話 0749(55)8031 

・滋賀県立三雲養護学校 石部分教室 〒520-3112 湖南市丸山二丁目 3-1 電話 0748(77)8110 

 

●「高等特別支援（養護）学校」 

選抜試験が原則あります。卒業後の一般就労を目指し，職業科のカリキュラムが充実しています。 

※滋賀県の高等特別支援学校 

1 甲南高等養護学校  

2 愛知高等養護学校  

3 長浜北星高等養護学校 

 

●入学許可予定者の選考・・※志願者は入試前に志願校の進学相談（毎年８月ごろ）を受けることが必要。 

・高等養護学校・・国語・数学・集団面接・実技検査 

 国語（35 分）・数学（35 分）・集団面接（10 分、5～10 人）・実技検査（30 分） 

※実技検査では、靴ひもを結べるかどうか、エプロンの脱着など生活に必要なことを検査されます。 
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・特別支援学校・・出願先学校長が面接および学力検査等の結果ならびに個人調査報告書を資料として選

考。 

■特別支援（養護）学校とは 

特別支援学校（養護学校）は社会的自立に向けて、実習や実学（社会生活に必要な学習）中心。 

一般高校は普通科が大半、大学や短大、専門学校への進学を目的に学習。 

学力については社会的自立をするためには小学校 4 年生程度の読み書き計算の力が必要といわれ、 

職業的自立には、中学生卒業程度の学習をこなせれば仕事でも十分対応できると言われます。 

特別支援（養護）学校は専門の教師（特別支援教諭免許取得の教師）、カリキュラム（自立活動や作業とい

った時間がカリキュラムにあります）、施設 がメリットになります。 

※重要なことは、保護者の立場から子供の状況や個性などをしっかりと把握し、３年後の成長した姿を想

像できる進路選択することが大切です。そのためにも本人の気持ち、担任や志望校先の先生と相談を行っ

てください。 

 

卒業後の進路                                             

① 進学（専門学校や、職業訓練校など） ※軽度の子が大半 

② 就職  ※軽度の子が大半 

③ 就労継続支援 A 型： 雇用契約をした上で事業所利用。 就職を目指して訓練。 最低賃金が支払われる 

④ 就労継続支援 B 型：重度から中度の人が利用。 作業は A よりも単純なものが多く、工賃（月数千円か

ら二万円程度） ※訓練、リハビリを主、従来の通所授産施設 

⑤ 生活介護：重度の人がほとんど。 支援をうけながら生活を送る。 作業をすることもある。 

⑥ 移行支援：障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。 

一般企業に就職を目指す障碍をお持ちの方に対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的とした訓練や

準備、就職活動支援及び就職後の職場定着支援を行います。 

※例.甲南高等養護学校の進路（H27） 

 企業・事業所…２０人 

訓練施設等…２人（くれおカレッジ：自立訓練、滋賀県障がい者雇用支援センター：就労移行） 

※例.野洲養護学校の進路（H27） 

 企業就労４名、福祉就労 33 名、未確定 1 名 

 

その他進路に関するＱ＆Ａ          

Ｑ：中学校で支援級だと内申点はつかないのですか？ 

Ａ：中学校では籍が支援学級の場合、通常学級のような５段階評価はつきません。 

しかし、通常級の授業および定期テストを受けた場合は、その教科のみ評価がつきます。 

 

Ｑ：特別支援学級（中学校）に在籍していた場合一般の高校は受験できないのですか？ 
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Ａ：一般の高校は学力検査の得点と内申書の評価点を総合的に判断をして、合否を決める仕組みになってい

ますので出願受験は可能。学力検査や内申点が合格基準を満たせば合格できます。 

しかし、現実的に支援学級では、現学年の学習内容を行っていない場合が多く、入試問題で得点することに

難しさがあります。内申に代わるものとして副申書というものがありますが、学校長および県教委の判断が

要ります。 

 

Ｑ：特別支援学級に入級したら、通常学級に戻れないのですか？ 

Ａ：通常級→特別支援学級、特別支援学級→通常級。いずれも学校長と教育委員会が異動が可能と判断すれ

ば、次年度からの異動は可能です。 

 

４．滋賀県内 私立高校について 

 

綾羽高等学校   JR 草津 

（特色） 

 ・インターンシップを導入しており社会勉強をさせる。 

 ・専門性のある資格がとれる。 

（募集人数） 

・全日制課程プログレスセクション(PS)： 

  介護福祉科男女 40 名、普通科(総合進学コース・体育コース)男女 80 名 

・昼間定時制課程キャリアセクション(CS)： 

  (午前)食物調理科 男女 40 名、普通科(標準コース・美容コース)男女 40 名 

  (午後)普通科(標準コース・美容コース・情報コース・製菓コース)男女 80 名 

・通信制課程グロースセクション(GS)：普通科週末コース男女 105 名 

（選抜方法） 

・全日制・定時制：(推薦)作文(30 分 400 字)・面接(グループ) 

  (専願)国・選択(社数理英より 1 科)(各 30 分)・面接(グループ) 

  (併願)国・社・数・理・英(各 30 分) 

・通信制：基礎学力検査(国)・面接(個人) 

（学費等） 

入学手続時：入学金(全日制)150,000 円(定時制)130,000 円(通信制)80,000 円 

学費(年額)：授業料(全日制)498,000 円(定時制)384,000～393,600 円 

研修費：年間 6 万円 
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近江兄弟社高等学校    JR 近江八幡・スクールバス運行 

（特色） 

・指定校推薦が豊富にあり、進路が選びやすい。 

・国際交流、留学制度が充実している。 

（募集人数） 

・国際コミュニケーション科：男女 35 名(国際コミュニケーションクラス、専願、推薦含む) 

・普通科学年制課程：男女 240 名(アーツサイエンスクラス、グローバルクラス) 

・普通科単位制課程：男女 80 名(ヒューマンネイチャークラス、専願) 

（選抜方法） 

・国際コミュニケーション科：国(50 分 200 点)・数(50 分 100 分)・英(リスニング含む)(50 分 300 点)・社・理(各

40 分 100 点)・面接(専願のみ) 

・普通科：国・数・英(リスニング含む)(各 50 分 100 点)・理・社(各 40 分 100 点)・面接(専願のみ) 

※面接は一般 5 名グループ 15 分、帰国生、国際コミュニケーションクラス、ヒューマンネイチャークラス

個別 5 分。国際コミュニケーションクラスは一部英語面接。 

（学費等） 

入学手続時：入学金 150,000 円 

学費(年額)：授業料 360,000 円,施設設備費 158,000 円,学習費 80,000 円,合計 598,000 円 

 

近江高等学校     JR 彦根 

（特色） 

・８時間授業と土曜講座、７，８限「特講（中堅国公立合格対策講座）」、担任２人体制など手厚い授業サポート

がある。 

（募集人数） 

・普通科：男女 240 名(アカデミー(特進)コース、アドバンス(準特進)コース、総合コース) 

・商業科：男女 160 名(キャリアコース) 

（選抜方法） 

・専願：【アカデミー・アドバンス】国・英(リスニング含む)・数・社・理(各 50 分)・面接 

【総合・キャリア】国・英(リスニング含む)・作文(計 50 分)・数・社・理(計 50 分)・面接 

・併願：【全コース】国・英(リスニング含む)・数・社・理(各 50 分) 

※英検・漢検 3 級以上取得者は優遇措置あり 

（学費等） 

入学手続時：入学金 150,000 円 

学費(年額)：授業料 360,000 円、施設設備費 120,000 円、教育充実費 60,000 円 
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光泉高等学校     JR 南草津 

（特色） 

・体育館、グラウンドなど学校施設が充実している。 

・土曜授業や７時間授業、習熟度別講座授業などを行っている。 

（募集人数） 

・普通科：男女 350 名(Ⅰ類文理(進学)110 名、Ⅱ類文理(特進)120 名、Ⅲ類人文(World Level 文系含む)・Ⅲ類

理数(World Level 理系含む)計 120 名) 

※内部進学含む 

（選抜方法） 

・国・数・英・社・理(各 40 分 100 点)・面接(専願のみ、5 名グループ 10 分) 

専願・併願は 5 科、スポーツ推薦は 3 科(国数英)、World Label 志願者の面接は英語で実施。 

 

（学費等） 

・入学手続時：入学金 150,000 円 

・学費(年額)：授業料 396,000 円、教育充実費 144,000 円、施設整備費 60,000 円 

 

滋賀学園高等学校      JR 能登川、八日市・スクールバス運行 

（特色） 

・長期留学をしても３年間で高校が卒業できる。 

・びわこ学院大学・短期大学部と いう系列校があり、特別推薦制度が用意されています。 

（募集人数） 

・普通科：男女 240 名(Ⅱ類、Ⅰ類、S 類) 

・S 類：対象競技は硬式野球、サッカー、陸上競技、卓球、ソフトボール、バレーボール 

（選抜方法） 

・専願：(教科学力測定入試)国・数・英(各 50 分)・面接(5 名グループ) 

    (21 世紀型人材発掘入試)作文(50 分 600～800 字)・面接(5 名グループ) 

・併願：国・数・英・理・社(各 50 分) 

（学費等） 

・入学手続時：入学金 150,000 円 

・学費(年額)：授業料 384,000 円、施設設備費 102,000 円、教育充実費 90,000 円 

 

滋賀短期大学附属高等学校      JR 大津 

（特色） 

・奨学生制度が充実している。 

・課外活動専願特別入試などが始まった。 
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（募集人数） 

・普通科：男女 200 名(Ⅱ類 60 名、Ⅰ類 140 名) 

・人間総合科：男女 80 名 

・課外活動専願特別入試 20 名程度募集あり。 

（選抜方法） 

・国・英・数・理・社(各 50 分 100 点)・面接(専願、グループ 10 分) 

（学費等） 

入学手続時：入学金 150,000 円 

学費(年額)：授業料 378,000 円、施設設備費 90,000 円、校費 96,000 円 

 

比叡山高等学校      京阪坂本 or JR 比叡山坂本 

（特色） 

・スクールソーシャルワーカー（学校を中心として子どもを取り巻く「環境」に働きかけをします）が常駐して

いる 

（募集人数） 

・普通科：男女 400 名(Ⅰ類(文系)160 名、Ⅱ類(R コース・Ｓコース)(文・理系)210 名、Ⅲ類(理数コース)(理系)30

名)※内部進学含む 

・部活動予備選考制度(Ⅰ・Ⅱ類)、優先入学制度(Ⅰ類)は別に試験あり 

（選抜方法） 

・国・数・社・理・英(各 50 分 100 点)・面接(専願と宋内生希望者のみ) 

（学費等） 

・入学手続時：入学金 150,000 円 

・学費(年額)：授業料 340,000 円、施設設備費 106,000 円、教育充実費 75,000 円 

 

彦根総合高等学校      JR 彦根 

（特色） 

・県内唯一の私立の総合学科で２年生から進路に合わせて選択性になる。一人ひとりの 「目標」にあったオリ

ジナルカリキュラム 

（募集人数） 

・総合学科：男女 210 名 

 

（選抜方法） 

・専願：総合問題(50 分)・面接 

・併願：国・数・英(リスニング含む)(各 40 分) 
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（学費等） 

・入学手続時：入学金 150,000 円 

・学費(年額)：授業料 360,000 円、施設設備費 90,000 円、教育充実費 90,000 円 

 

立命館守山高等学校      JR 守山 

（特色） 

・文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール（SSH）に指定されています。 

（募集人数） 

・普通科(外部募集)：男女約 160 名(アカデメイア(高大一貫教育)コース、フロンティアサイエンス(医学系・難関

国公立大学進学)コース) 

 

（選抜方法） 

・アカデメイアコース：(推薦)作文(60 分 800 字)・面接 

 (専願・併願)国・数・英(リスニング 10 分含む)・理・社(各 50 分 100 点)・面接(専願のみ) 

・フロンティアサイエンスコース：国・数・英(リスニング 10 分含む)・理(各 50 分 100 点) 

（学費等） 

・入学手続時：入学金 120,000 円 

・学費(年額)：授業料 619,000 円、教育充実費 223,000 円 

 

 

●29 年度合格実績（草津本部校） 

 

 

 

 

 

中学入試
滋賀 近江兄弟社中学 2名 光泉中学 1名 滋賀学園中学 2名

大阪 大阪教育大中学 1名 金光八尾中学 1名

高校入試
滋賀 舞鶴工業高専 1名 光泉高校Ⅱ類 1名 近江兄弟社高校 1名 京都芸術高校 2名

綾羽高校 3名 比叡山高校Ⅱ類 1名 近江高校 1名 つくば開成高校 1名

徳風高校 1名 滋賀学園高校 3名 京都西山高校 2名 湖南農業高校 1名

八幡工業高校 1名 彦根総合高校 4名 ルネサンス高校 1名 甲南高等養護 2名

栗東高校 1名 石部高校 2名 草津養護学校 1名 石部分校 2名

北大津養護学校 1名 大津清陵高校 1名

大阪 園芸高校 1名 興国高校 2名 ルネサンス高校 1名 ECC高校 1名

大学入試
滋賀 天理大学 1名 京都学園大学 1名
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 滋賀県高等学校学力偏差値    

偏差値 高校名 私/公 学科・コース ほぼ合格偏差値 
内申

点 

併願時偏

差値 

68 膳所高校 県立 理数 71 以上 124   

67 膳所高校 県立 普通 70 以上 122   

65 立命館守山高校 私立 フロンティアサイエンス 72 以上   69 

63 立命館守山高校 私立 アカデメイア 71 以上   68 

62 
彦根東高校 県立 普通 65 以上 112   

比叡山高校 私立 Ⅲ類 67 以上   64 

60 
石山高校 県立 普通 63 以上 108   

守山高校 県立 普通 63 以上 108   

58 米原高校 県立 理数 61 以上 104   

57 
八日市高校 県立 普通 60 以上 103   

虎姫高校 県立 普通 60 以上 103   

56 

東大津高校 県立 普通 59 以上 101   

米原高校 県立 普通 59 以上 101   

光泉高校 私立 Ⅲ類人文・理数 61 以上   58 

55 

草津東高校 県立 普通 58 以上 99   

近江高校 私立 アカデミー 61 以上   58 

近江兄弟社高校 私立 アーツサイエンス 58 以上   55 

54 水口東高校 県立 普通 57 以上 98   

53 河瀬高校 県立 普通 56 以上 96   

52 

大津高校 県立 普通 55 以上 95   

長浜北高校 県立 普通 55 以上 95   

比叡山高校 私立 Ⅱ類 60 以上   57 

50 

玉川高校 県立 普通 53 以上 92   

八幡高校 県立 普通 53 以上 92   

安曇川高校 県立 普通 53 以上 92   

草津東高校 県立 体育 53 以上 92   

光泉高校 私立 Ⅱ類 56 以上   53 

49 近江兄弟社高校 私立 国際コミュニケーション 52 以上     

48 
石山高校 県立 音楽 51 以上 89   

彦根翔西館高校 県立 総合 51 以上 89   
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滋賀短期大学附属高校 私立 Ⅱ類 53 以上   50 

47 

甲西高校 県立 普通 50 以上 84   

長浜高校 県立 普通 50 以上 84   

八幡商業高校 県立 商業 50 以上 84   

大津高校 県立 家庭科学 50 以上 84   

46 
八幡商業高校 県立 国際経済 49 以上 86   

国際情報高校 県立 総合 49 以上 86   

45 

大津商業高校 県立 情報システム 48 以上 84   

大津商業高校 県立 総合ビジネス 48 以上 84   

八幡商業高校 県立 情報処理 48 以上 84   

長浜北星高校 県立 総合 48 以上 84   

44 

近江高校 私立 アドバンス 51 以上   48 

近江兄弟社高校 私立 グローバル 51 以上   48 

高島高校 県立 普通 47 以上 83   

八幡工業高校 県立 電気 44 以上 83   

43 

瀬田工業高校 県立 機械 46 以上 82   

瀬田工業高校 県立 電気 46 以上 82   

水口高校 県立 普通 46 以上 82   

比叡山高校 私立 Ⅰ類 51 以上   48 

滋賀学園高校 私立 Ⅱ類 49 以上   46 

42 

草津高校 県立 普通 45 以上 80   

守山北高校 県立 普通 45 以上 80   

伊吹高校 県立 普通 45 以上 80   

能登川高校 県立 普通 45 以上 80   

八幡工業高校 県立 機械 44 以上 80   

光泉高校 私立 Ⅰ類 50 以上   47 

41 滋賀短期大学附属高校 私立 Ⅰ類 47 以上   44 

40 

瀬田工業高校 県立 化学工業 43 以上 78   

彦根工業高校 県立 機械 43 以上 78   

彦根工業高校 県立 電気 43 以上 78   

栗東高校 県立 美術 43 以上 78   

堅田高校 県立 普通 43 以上 78   

八幡工業高校 県立 環境化学 44 以上 78   

滋賀短期大学附属高校 私立 人間総合 46 以上   43 
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39 
日野高校 県立 総合 42 以上 77   

近江兄弟社高校 私立 アバンダンド（単位制） 45 以上   専願のみ 

38 

伊香高校 県立 普通 41 以上 75   

彦根西高校 県立 普通 41 以上 75   

北大津高校 県立 普通 41 以上 75   

野洲高校 県立 普通 41 以上 75   

栗東高校 県立 普通 41 以上 75   

安曇川高校 県立 総合 41 以上 75   

彦根工業高校 県立 建設 41 以上 75   

綾羽高校 私立 普通 44 以上   41 

37 

綾羽高校 私立 介護福祉 42 以上   39 

綾羽高校 私立 定時制 42 以上   39 

近江高校 私立 商業/キャリア 47 以上   44 

近江高校 私立 総合 45 以上   42 

甲南高校 県立 総合 40 以上 74   

石部高校 県立 普通 40 以上 74   

彦根西高校 県立 家庭科学 40 以上 74   

36 

信楽高校 県立 総合 39 以上 72   

八日市南高校 県立 食品 39 以上 72   

八日市南高校 県立 農業 39 以上 72   

八日市南高校 県立 花緑デザイン 39 以上 72   

滋賀学園高校 私立 Ｓ類 42 以上   39 

滋賀学園高校 私立 Ⅰ類 43 以上   40 

35 

湖南農業高校 県立 食品 38 以上 71   

湖南農業高校 県立 花緑 38 以上 71   

湖南農業高校 県立 農業 38 以上 71   

長浜農業高校 県立 園芸 38 以上 71   

長浜農業高校 県立 食品 38 以上 71   

長浜農業高校 県立 農業 38 以上 71   

34 愛知高校 県立 普通 37 以上 70   

32 彦根総合高校 私立 総合 38 以上   35 
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【偏差値とは】 

偏差値とは、ある集団の中での位置を示す数値のこと。平均点をとった人の偏差値を 50 として平均点より得点

が上なら偏差値は 51、52…となり、得点が平均点以下ならば 49、48…となる。成績を見るときは、得点、順位

などを確認するが、例えば国語が 60 点、英語が 50 点だった場合、国語の方がよい成績とはいえない。なぜなら

得点は国語と英語の問題の難易度も影響するからだ。 

しかし、偏差値では受験した集団の中での自分の客観的な学力位置がわかる。例えば、国語の偏差値が 55、英語

が 50 だったら国語の方がよい成績だと言える。 

 

 

 

※標準偏差とは･･･集団の統計的特性を示す量の一つで、分散（イ）の正の平方根。 
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５．高校制服イラスト    ※引用元（FC2「高校制服図鑑」より） 

         

（綾羽高校）                    （光泉高校） 

 

         

    （滋賀短期大学付属高校）               （比叡山高校） 
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      （彦根総合高校）                  （立命館守山高校） 

    

       （彦根東高校）                    （膳所高校） 


