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募集人員
全日制　普通科　第1学年　540名

〔特別進学コース　  60名〕
〔進学コース　 　  120名〕
〔情報コース　   　　60名〕
〔総合コース  　300名〕

出願手続

(1)　出願書類

　　□ 入学願書
　　□ 調  査  書
　　□ 受  験  料　10,000円
       　　　①現金、郵便為替、振込みのいずれでもかまいません。
　　　②振込みの場合は手数料込みで振り込んでください。
　　　　出願時には「振込金（兼手数料）受取書」を添えてください。
　　　※振込み用紙は本校にご請求ください。

　　□ エントリーシート※Ｃ日程入試のみ

(2)　出願に際しては、すべての入試において第２志望が認められます。
　　
(3)　受験票は、出願書類が提出されたときに交付します。               
   ただし、郵送による出願の場合は、試験当日に本校事務室で交付します。
　

一般入試
1月9日（土）
Ａ日程入試 特別進学コース

進学コース

専願入試

一般入試
Ｂ日程入試
1月10日（日）

情報コース
総合コース

一般入試Ｃ日程入試
1月23日（土）

特別進学コース 進学コース
情報コース 総合コース

一般入試Ｄ日程入試
3月19日（金）

特別進学コース 進学コース
情報コース 総合コース

入試日程

注意事項

(1)　試験場は通学靴で入室できます。上履きを持参する必要はありません。

(2)
　

(3)　各自で昼食を持参してください。

(4)　Ａ・Ｂ日程入試の両方を受験する場合は、Ｂ日程の面接を免除します。

(5)　納入された受験料・入学金は返還できません。

試験中の携帯品は、受験票・筆記具・消しゴムとし、その他のもの（携帯
端末、計算・辞書･通信等の機能を持つ時計、定規類、分度器、コンパス、
下敷き等）は使用できません。Ｃ日程入試では「自己アピール」に必要な
ものがあれば各自用意してください。

（チャレンジ＆コンテスト）
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選抜方法

100点 100点

100点 100点

100点 100点

100点

100点

特別進学コース 進学コース

学力試験と面
接試験・調査
書を総合して
合格者を決定
します。

内容 時　間 配点

国語
英語

面接

数学

社会
理科

内容 時　間 配点

国語
英語

面接

数学

9：20～10：10

10：25～11：15

15：10より（４人ずつの面接）

11：30～12：20

13：00～13：50

14：05～14：55

9：20～10：10

10：25～11：15

13：00より（４人ずつの面接）

11：30～12：20

昼　食 昼　食

合格者は、入学金100,000円を下記の期間に本校事務室で納入し、入学許可証を
受け取ってください。
   1月15日（金）～ 3月19日（金）9：00～16：00（土曜日・日曜日・祝日を除く）
   3月20日（土）9：00～12：00(正午）
   ※この手続きをしない場合は、入学の意志がないものとします。

入試結果は「合格」「不合格」「チャレンジ認定」のいずれかです。
第１志望、第２志望いずれも「不合格」の場合はC日程以降の入試に出願することは
できません。

令和3年1月14日（木）に入試結果を本人および出身中学校へ発送します。
   ※地域によって到着日が異なりますのでご了承ください。
　※電話による合否の問い合わせには、原則応じられません。

令和3年 1月9日（土）9：20より
   ※9:05までに試験場に入り、点呼を受けてください。

令和3年1月6日（水） 8:00～16:00

              1月７日（木） 8:00～12:00(正午）

①令和3年3月中学校卒業見込みの者
②令和2年3月中学校卒業者

１. 出願資格

２. 出願期間

３. 試験日時

４. 合格発表

５. 入試結果について

７. 入試日程・選抜方法

６. 入学手続
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　一般入試A日程 特別進学コース 進 学コース



令和3年3月中学校卒業見込みで、本校を第１志望とし、次の各項のいずれかに該
当する者
①学習意欲があり、基本的生活習慣が身についている者
②運動競技・文化活動・生徒会活動・ボランティア活動等で活躍し、基本的生活習
　慣が身についている者

１. 出願資格

２. 出願期間

令和3年 1月10日（日）9：20より
   ※9:05までに試験場に入り、点呼を受けてください。

３. 試験日時

令和3年1月14日（木）に入試結果を本人および出身中学校へ発送します。
   ※地域によって到着日が異なりますのでご了承ください。
　※電話による合否の問い合わせには、原則応じられません。

４. 合格発表

入試結果は「合格」「不合格」「チャレンジ認定」のいずれかです。
第１志望、第２志望いずれも「不合格」の場合はC日程以降の入試に出願することは
できません。

５. 入試結果について

合格者は、入学金100,000円を下記の期間に本校事務室で納入し、入学許可証を
受け取ってください。
　1月15日（金）～ 1月29日（金）9：00～16：00（土曜日・日曜日を除く）
　※この期間内に必ず手続きをして下さい。

６. 入学手続

７. 入試日程・選抜方法

100点

100点

内　容 時　間 配点

国　語

英　語

面　接

選抜方法

学力試験と面接試験・調査書を総合して合格
者を決定します。

9：20～10：10

10：25～11：15

11：55より（４人ずつの面接）

昼　食

情報コース・総合コース（専願入試）
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　専願入試B日程 総 合コース情 報コース

令和3年1月6日（水） 8:00～16:00

              1月7日（木） 8:00～12:00(正午）



100点

100点

100点

内　容 時　間 配点

国　語

英　語

数　学

面　接

情報コース・総合コース（一般入試） 選抜方法

学力試験と面接試験・調査書を総合して合格
者を決定します。

9：20～10：10

10：25～11：15

13：00より（４人ずつの面接）

11：30～12：20

昼　食

①令和3年3月中学校卒業見込みの者
②令和2年3月中学校卒業者

１. 出願資格

２. 出願期間

令和3年 1月10日（日）9：20より
   ※9:05までに試験場に入り、点呼を受けてください。

３. 試験日時

令和3年1月14日（木）に入試結果を本人および出身中学校へ発送します。
   ※地域によって到着日が異なりますのでご了承ください。
　※電話による合否の問い合わせには、原則応じられません。

４. 合格発表

入試結果は「合格」「不合格」「チャレンジ認定」のいずれかです。
第１志望、第２志望いずれも「不合格」の場合はC日程以降の入試に出願することは
できません。

５. 入試結果について

合格者は、入学金100,000円を下記の期間に本校事務室で納入し、入学許可証を
受け取ってください。
   1月15日（金）～ 3月19日（金）9：00～16：00（土曜日・日曜日・祝日を除く）
   3月20日（土）9：00～12：00(正午）
　※この手続きをしない場合は、入学の意志がないものとします。

６. 入学手続

７. 入試日程・選抜方法
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　一般入試B日程 総 合コース情 報コース

令和3年1月6日（水） 8:00～16:00

              1月7日（木） 8:00～12:00(正午）



令和3年3月中学校卒業見込みで、次のいずれかに該当する者
①基本的生活習慣が身につき、自分の得意分野をさらに向上させる意欲のある者
②本校の文化部・運動部、情報コースまたは総合コースにある８つの系に関連した
　ものを、アピールできる者
　※出願時に「エントリーシート」を提出してください。
　※令和3年度入学者選抜試験（Ａ日程・Ｂ日程入試）で第１志望、第２志望のいずれも
　　「不合格」であった人は出願できません。
　※A・B日程で「チャレンジ認定」を受け、出願する場合は専願受験となります。

１. 出願資格

令和3年 1月20日（水）～ 1月21日（木）9：00～16：00

２. 出願期間

令和3年 1月23日（土）9：20より
   ※9:05までに試験場に入り、点呼を受けてください。

３. 試験日時

令和3年1月26日（火）に入試結果を本人および出身中学校へ発送します。
   ※地域によって到着日が異なりますのでご了承ください。
　※電話による合否の問い合わせには、原則応じられません。

４. 合格発表

入試結果は「合格」「不合格」「チャレンジ認定」のいずれかです。
第１志望、第２志望のいずれも「不合格」の場合は、本校のＤ日程入試を受験する
ことはできません。

５. 入試結果について

合格者は、入学金100,000円を下記の期間に本校事務室で納入し、入学許可証　
を受け取ってください。
　1月27日（水）～ 3月19日（金）9：00～16：00（土曜日・日曜日・祝日を除く）
　3月20日（土）9：00～12：00(正午）
　※Ａ・B日程で「チャレンジ認定」を受け、Ｃ日程で合格した者は、2月2日（火）まで
　　に手続きを行ってください。
　※この手続きをしない場合は、入学の意志がないものとします。

６. 入学手続

特別進学コース・進学コース
内　容 時　間 配点

情報コース・総合コース

選抜方法

内　容 時　間 配点 選抜方法

学力試験と面接試験・調査書・エントリー
シートを総合して合格者を決定します。

学力試験と面接試験・調査書・エントリー
シートを総合して合格者を決定します。

100点国　語 9：20～10：10

100点英　語 10：25～11：15

100点国　語 9：20～10：10

７. 入試日程・選抜方法
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　一般入試〈チャレンジ＆コンテスト〉　C日程 特別進学コース 総 合コース進 学コース 情 報コース

面　接 13：00より（2人ずつの面接）

昼　食

面　接 11：55より（1人ずつの自己アピール）

昼　食
英　語 100点10：25～11：15

数　学 11：30～12：20 100点



100点

100点

100点

内　容 時　間 配点

国　語

英　語

数　学

面　接

全コース
選抜方法

学力試験と面接試験・調査書を総合して合格
者を決定します。

9：20～10：10

10：25～11：15

13：00より（２人ずつの面接）

11：30～12：20

昼　食

令和3年3月中学校卒業見込みの者
　※令和3年度入学者選抜試験（Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程入試）で第1志望、第2志望のいずれも
　　「不合格」であった人は出願できません。

１. 出願資格

令和3年3月15日（月）～ 3月18日（木）9:00～16:00
　

２. 出願期間

令和3年 3月19日（金）9：20より
   ※9:05までに試験場に入り、点呼を受けてください。

３. 試験日時

令和3年3月19日（金）16：00に本校で発表します。
　※電話による合否の問い合わせには、原則応じられません。

４. 合格発表

合格者は、入学金100,000円を下記の期間に本校事務室で納入し、入学許可証を
受け取ってください。
　3月19日（金） 16：00～17：00
　3月20日（土）    9：00～12：00(正午）
　※この手続きをしない場合は、入学の意志がないものとします。

5.  入学手続

6. 入試日程・選抜方法
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　一般入試D日程 特別進学コース 総 合コース進 学コース 情 報コース



令和3年 3月20日（土）　　　
【入学前周知会】 【奨学生制度・その他の補助制度】

英 明 奨 学 生 制 度

入学手続きを完了し、入学を許可された者に周知会を開

催します。周知会では、高校生活に対する自覚を促すため

の説明と入学後に必要な物品の購入があります。保護者

同伴で出席してください。

その他の奨学生・補助制度

①香川県高等学校等奨学金・香川育英会・香川県教育弘済

　会・高松市奨学金・あしなが育英会・各企業などの奨

　学生制度

②「国」高等学校等就学支援金

 「県」私立高等学校入学金軽減補助金

　     私立高等学校授業料軽減補助金

　　　 香川県奨学のための給付金

　※上記、各補助制度については支給要件があります。

明 善 学 園 奨 学 生 制 度

①入学を許可された者の内、人物・学力・運動（野球部

　を除く）・芸術等に特に優れた生徒を本学園の奨学生

　に認定することがあります。

　　※認定に際しては、経済状況を優先させていただく場合もあ

　　ります。

　※野球部員については、上記の「英明奨学生制度」に

　　定める条件を適用します。

②在学中に経済状態が急変した場合も奨学生に認定す

　ることがあります。

③奨学生の給付額は、審査によって決定します。

④この奨学生と英明奨学生の資格は重複することが可能

　です。 

⑤奨学生としてふさわしくないと判断された時は、奨学

　生の資格が取り消されます。

【入学金】

本校では平成26年度より入学金を20,000円減額いたしました。
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13：00 開始
17：00 終了予定

【学納金等（月額）】

※学納金等の合計金額は昨年度と変わりありません。

※授業料については、就学支援金を差し引いた額の納入になり          

　ます。

※実習費については、学年・コース・系によって異なります。

100,000円

（単位：円）

　

（38単位）

　

コース

（32単位）（32単位）（30単位）
費　目

そ

の

他

（１年生の場合）

33,000 32,400 32,400 32,200

1,500

500

1,000

500

300

500

1,000

500

400

200

550

39,950 39,350 39,350 39,150

1,500

500

1,000

500

300

500

1,000

500

400

200

550

1,500

500

1,000

500

300

500

1,000

500

400

200

550

1,500

500

1,000

500

300

500

1,000

500

400

200

550

授 業 料

実 習 費

特 別 教 育 費

進 路 指 導 費

図書・視聴覚費

保 健 衛 生 費

環 境 整 備 費

光 熱 水 費

生 徒 会 費

運動部後援会費

文化部後援会費

Ｐ Ｔ Ａ 会 費

合 計

特別進学 進　学 情　報 総　合

①入学を許可された者の内、人物・学力・運動（野球                  

　部を除く）・芸術等に優れた生徒に奨学金を給付する

　制度があります。

  ◎野球部員については、日本学生野球憲章の趣旨に基

　　づき、次の通り定めます。（各学年5名まで）

　　１.野球部奨学生については、技能だけでなく学

　　　業および生活態度などについても重視し、総合的

　　　に判断します。

　　２.野球部奨学生の応募には、所属中学校校長の推

　　　薦書を必要とします。 

②奨学生の給付金には次のものがあり、審査によって給

　付額を決定します。

　◎ 入学準備金 100,000円　または 50,000円

　◎ 一般給付金 月額 20,000円  または 10,000円

③奨学生としてふさわしくないと判断されたときは、奨学

　生の資格が取り消されます。 



①入学を許可された者の内、人物・学力・運動（野球                  

　部を除く）・芸術等に優れた生徒に奨学金を給付する

　制度があります。

  ◎野球部員については、日本学生野球憲章の趣旨に基

　　づき、次の通り定めます。（各学年5名まで）

　　１.野球部奨学生については、技能だけでなく学

　　　業および生活態度などについても重視し、総合的

　　　に判断します。

　　２.野球部奨学生の応募には、所属中学校校長の推

　　　薦書を必要とします。 

②奨学生の給付金には次のものがあり、審査によって給

　付額を決定します。

　◎ 入学準備金 100,000円　または 50,000円

　◎ 一般給付金 月額 20,000円  または 10,000円

③奨学生としてふさわしくないと判断されたときは、奨学

　生の資格が取り消されます。 



HP：http://www.eimei.ed.jp/ E-mail：eimei@eimei.ed.jp
FAX：087-837-1561TEL：087-833-3737

〒760-0006 香川県高松市亀岡町1-10英明高等学校
E I M E I  H I G H  S C H O O L

ダチョウは環境適応能力に優れており、数千年前には世界中に
生息していました。地球上最大の鳥であり、２足歩行の生物と
しては地球上最速のスピードで走ります。

ダチョウ（駝鳥）：英ちゃん


