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「東日本大震災」による本県私立中学・高等学校の転編入について

校名 男子 女子 男子 女子 役職 氏名 役職 氏名

御殿場西 4(寮生)
若干名
(通学)

教務部長 大塚勇介

不二聖心 各学年3 各学年3 教頭 田代 攻 教頭 田代 攻

沼津中央 0 5 教頭 後藤啓介

飛龍 5 - 副校長 井出啓之

桐陽 6 - 副校長 飯田瑞穂

誠恵 数名 数名 教頭 飯島 修

東海大学付属翔洋 若干名 若干名 若干名 若干名 教頭 青山 忠 教頭 大﨑 聡

静岡大成 数名 数名 教頭 石川慶司

静岡英和 可 可 教頭 河合一也 教頭 池田雄次

城南静岡 不可 不可 若干名 若干名 - - 教頭 廣瀬尚史

静岡雙葉 未定 未定 教頭 土屋枯野 教頭 渡辺治代

常葉学園 1～2 1～2 教頭 望月寿彦 教頭 村林直樹

常葉学園橘 若干名 若干名 若干名 若干名 教頭 松本雅巳 教頭 堀越秀夫

静岡学園 不可 不可 若干名 若干名 - - 副校長 飯田善規

静岡聖光学院 5 不可 教頭 杉森正弘 - -

藤枝明誠 若干名 若干名 教頭 野田忠興 教頭 鈴木 均

常葉学園菊川 1～2 1～2 1～2 1～2 教頭 岡本政宏 教頭 福世敏浩

菊川南陵 230 130 教頭 植松 崇

磐田東 若干名 若干名 若干名 若干名 校長 大石 收 校長 大石 收

静岡県私学協会

若干名(3年生は除く)

-

希望がある方は、受入れる方向で考えております。

寮生は若干名受入れ（男子のみ）女子については、親族等の受け
入れ先から通学できる者に限る。

-

同種の受入れ要請は、既に10日ほど前に、全国カトリック小・中・
高連盟からあり、回答した状況であります。従って、希望の優先順
位はそちらを優先したいと思います。

-

女子寮：受入れを前向きに検討しています。

宿泊施設がないので、転入生徒の住まいが確保されていることが
条件となります。留学生のホストファミリーの様な家庭を呼び掛ける
ことも考えています。

-

寮がないので、転居してお住まいがあってのことであれば、高校生
数名を特待生として受け入れても良いと考えている。

親戚が静岡にあり、本校に通える生徒

学校側としては授業等の受入れはできますが滞在場所について
は保障できません。

-

具体的な話がありましたら細部について検討する。

・通学可能な生徒の受入れは、仮設住宅等の県等の施設等を利
用又は、親戚等から通学する生徒に限ります(保護者又は保護者
に準ずる者と同居であること)
・普通科の生徒に限ります。
・教務上の諸課題(教科の履修、単位の認定等)が残ります。

・カトリック校連盟で同じ調査をしていますので、そちらが優先とな
ろうかと思います。
・寄宿舎があり高校生5名を予定しています。但し、会費だけはい
ただきたいと考えています。

女子寮があります。

・制服は在籍期間に応じて対応します。1年以上の場合は本校で
用意。
・寮費、教科書代物品等含めて本校で負担します。

-

特に制限はありません

中学～高校2年までの者で
学力が基準を満たす者

問わず

未定

特になし

特になし

特になし

公私立問わず

私立（カトリック中・高）

不問

-

特になし

私・公共

問わない

私立・公立共に

状況に応じて検討します。

就学支援金等行政側のサポート
を考慮し、全額免除

可能

原則として学費免除はなし

未定

免許規定がないので国・県・市
にお願いしたい。

未定

個別の相談に応じて決定

授業料は全額免除

授業料より国及び県の減免を行
い、残金があった場合は、全額
又は半額を給付。

特待生として受け入れる

免除

未定

学費等については免除できませ
ん。その他制服・教科書等の費用も
負担していただきます。

なし

該当生徒の卒業まで
(被災地の復興まで)

被災者の必要とする期間

中学・高校とも卒業まで

-

特になし

相談に応じます。

個別の相談に応じて決定

随時

いつでも可

要相談

随時

未定

随時

卒業まで受け入れる予定

第一学期（４月～７月）

随時

検討します。

入学金、授業料等免除

全額免除

状況に応じて検討します。

私立・公立のどちらも可

６　その他

平成24年3月19日まで

随時

授業料については対象生徒に対す
る県の減免等の対応がされた場合
には、差額を負担していただきま
す。また、寮生として預った場合に
は、寮費はほぼ実費に設定してある
為に免除はできません。

免除

特に問いません

カトリック校優先

３　受入れ時期、期間 ４　授業料を含む学費免除
５　受入れ被災生の範囲

(私・公立等)
中学校

１　被災生徒の受入れについて(人数)

高等学校

4月28日現在

２　受入れの窓口担当者名

高等学校中学校
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「東日本大震災」による本県私立中学・高等学校の転編入について

校名 男子 女子 男子 女子 役職 氏名 役職 氏名

静岡県私学協会

６　その他３　受入れ時期、期間 ４　授業料を含む学費免除
５　受入れ被災生の範囲

(私・公立等)
中学校

１　被災生徒の受入れについて(人数)

高等学校

4月28日現在

２　受入れの窓口担当者名

高等学校中学校

芥田学園 若干名 若干名 教務部長 原田恵子 教務部長 原田恵子

静岡県西遠女子 可 可 教頭 市川 寧 教頭 市川 寧

浜松海の星 若干名 教頭 新谷哲夫

浜松日体 教頭 杉浦治之 教頭 塩澤敏隆

聖隷クリストファー 教頭 茨城久一郎 教頭 寺田博義

オイスカ 可 可 教頭 神谷裕人

浜松啓陽 10 10 教頭 山田清仁

可(人数については宿泊施設もあ
るので相談してください)

男女不問9名 男女不問15名
1年:男15名・女４名、２年:男15名・女４名　　学生寮完備。即日入
寮可能です。

個々のケースで対応させていただきます。本校の場合、日本カト
リック学校連合会からも問い合わせをいただいています。

１クラスの人数など県の私学振興課の指導事項の弾力的運用をお
願いしたい。

(高校生)原則として普通科出身者は普通科へ。商業系学科出身
者はビジネス科に受入れる。それ以外はの学科出身者は相談の
上、受入れ学科を決定する。

登校できる地域とし、宿泊施設は対応できません。

-

特になし

私・公共に受入れる

私立・公立問わない

不問

範囲は特にありません。

未定

中学・高校ともに私立・公立の区
別は問いません。ただし、高校に
ついては相手校との教育課程の
一貫性が保てるよう普通科での
受入れを考えています。

若干名(福祉科は不可)

私立・公立問わない。特別
支援学校の生徒は受入れ
不可

県の対応も含めて対処したい。

被災状況に応じた学費減免を
行う
授業料及び寮費・食費は全額
免除します。

全額免除

状況に応じて対応します。

未定

授業料は免除、他は費用につ
いては相談

宿泊施設があるので、す
ぐにで受入れ可能。期間
については短期(学期ご
と)でも長期(年単位)でも
可能。

随時

随時

随時

状況に応じて相談します。

未定

時期:随時、期間:制限なし


