
令和４年度

旭川実業高等学校

生徒募集要項

募集定員（推薦）３２５名（１６１名）

■自動車科 ７０名（３５名） ■普通科

■機械システム科 ３５名（１７名） ・難関選抜コース ２０名（１０名）

■商業科 ７０名（３５名） ・特別進学コース ２５名（１２名）

・進学コース １０５名（５２名）



※ＬＦ奨学生、下宿学業奨学生、専願の学業奨学生、スポーツ文化奨学生および工業/商業特別推薦は、中学校長の推薦書が必要です。

※ＬＦ奨学生、下宿学業奨学生、学業奨学生については年次審査があります。

※学業奨学生の内定者が公立高校へ２次出願をした場合、学業奨学生としての資格がなくなります。

※堀水記念奨学生…本校に在学中の生徒で、(1)学力優秀で他の生徒の模範となる者、(2)スポーツに優れ学園の名声を著しく高めた者などから

　選考されます。

特級

１級

２級

３級

　　以下の資格取得者・検定合格者に対し、その費用を一部補助します。

　　ただし、対象となる資格・検定は各科で限定されます。

　　　　　　商業科

　　　　　　普通科

　　　　　　自動車科

　　　機械システム科

　「危険物取扱者乙種４類」

　「危険物取扱者乙種４類」

　「情報処理検定３級」

　「実用英語技能検定２級」

学　　　科

㊟ 上記優遇制度の併用および上記奨学生制度との併用はできません。

対象となる資格・検定

資格・検定サポート制度

　・双子が同時に入学する場合は、１人分の入学金

　　　  の1/2を給付する

 ３種 入学金10万円 　　　  入学金の1/2を給付（3級相当）する

入学金1/2  ２種 入学金1/3、授業料1/3 ・本校入学時に兄姉が在学する生徒について、

入学金  １種β 入学金 ②きょうだい優遇

入学金、授業料1/2  １種α 入学金1/2、授業料1/2 　　　　３０,０００円を給付する

学業奨学生 スポーツ文化奨学生 ①専願優遇
入学金、授業料  特種 入学金、授業料 　　　　専願で受検し入学した生徒については、入学後

特別学業奨学生
普通科

難関選抜コース
特別進学コース

学力検査の結果、全受検生の中で上位の成績をおさめ、
本校に入学を希望する生徒　　〔特級〕～〔２級〕

一般の受検生の中から、左記の
基準で選考する

給付内容 優遇制度

　　〔３ 級〕２５６～２７５点 　　〔２級〕２５６～２７５点

 　　〔３級〕２３６～２５５点

スポーツ文化
奨学生

       全学科
 (普通科難関選抜コース
  を除く)

本校のみを志願し、スポーツ及び文化部門に意欲旺盛で、
本校顧問が必要な人材であると認めた生徒（人物・生活態
度・学業成績も考慮する）　〔特種〕～〔３種〕
ただし、野球部は５人以内とする

学力検査と面接
※面接は普通科を除く

工業/商業特別推薦
自動車科

機械システム科
商業科

本校のみを志願し、学習点１９６点以上の生徒
入学金の１／２を給付〔学業奨学生３級相当〕

書類審査と面接

奨学生制度

種　　　別 対象学科･ｺｰｽ名 基　　　　　　　　　　準 選　　抜　　方　　法　　等

Ｌ Ｆ 奨 学 生
普通科

難関選抜コース
特別進学コース

本校のみを志願し、学習点２８６点以上の生徒
　〔特級〕＋教育支援金５０,０００円(毎年度当初給付)

書類審査と面接
※学習点は出願時のものとする

※希望により学力検査を受けることが
できる。なお、検査結果は合否に影響
しない

　　〔１ 級〕２８６～２９５点 　　〔Ｌ Ｆ〕２８６点以上

　　〔２ 級〕２７６～２８５点 　　〔１級〕２７６～２８５点

下宿学業奨学生
普通科

難関選抜コース
特別進学コース

本校のみを志願し、自宅が通学圏外のため下宿を予定
している学習点２９６点以上の生徒   ただし、５名以内
　〔特級〕＋下宿代補助として、毎月３０,０００円を給付
（ＬＦ奨学生との併用はできません）

学 業 奨 学 生
普通科

難関選抜コース
特別進学コース

併　　願 専　　願

　　〔特級〕２９６点以上



一般（併願） 一般（専願） スポーツ文化奨学生
推　　薦

(工業/商業特別
推薦を含む)

ＬＦ奨学生 下宿学業奨学生 学業奨学生

（１）入学願書

（２）合格通知返信用封筒

（３）個人調査書　

※ 推薦は、他校との併願はできません。

※ 特別学業奨学生は、一般受検生の学力検査の結果に対して本校が認定するもので、事前の書類提出は必要ありません。

試験後認定された場合は、合格発表時に本校より中学校へ認定書を郵送いたします。（２月２６日（土）郵送）

なお、入学される場合は入学手続時に特別学業奨学生採用願と誓約書の提出が必要です。

入
学
手
続

(予定)  令和４年３月２５日（金） 午前９時～午後４時　　・　　３月２６日（土）　午前９時～午後３時　　　　場所：本校校舎

誓約書を提出

※　きょうだい優遇制度該当者は採用願を提出

合

格

発

表

令和４年２月２６日（土） 

※郵送のみ　（受検生：合格通知書を郵送　　　　中学校：合格者名簿を郵送）

《内定通知》

令和４年１月３１日（月）

中学校へ郵送

会

場

　本　 校　　旭川実業高等学校　　　　　   〒071-8138　旭川市末広８条１丁目　　　　　　  TEL　０１６６－５１－１２４６

　富良野　　富良野文化会館　　　　　　    〒076-0018　富良野市弥生町１番２号　　　　　 TEL　０１６７－３９－２３１８

　名　 寄　　駅前交流プラザ「よろーな」      〒096-0001　名寄市東１条南７丁目１番地１０　TEL　０１６５４－９－４６０７

　北　 見　　北見農業会館　　　　　　　     〒090-8650　北見市とん田東町６１７番地　　　 TEL　０１５７－２３－９００５

　　　　※富良野・名寄・北見会場は２月１５日（火）のみ　　　前日の受検場開放はありません

入
　
学
　
者
　
選
　
抜

日

時

　　　　　　　　　　令和４年２月１５日（火） 令和４年１月２１日（金）

午前９時００分　出席確認　（開場８：００） 午前９時４５分　出席確認　（開場９：００）

午前９時１５分　開始　　　　　 　　　　　　 午前９時５５分　開始　　　　　　　　　　　　

教
　
科
　
等

自動車科･機械システム科･商業科

学力検査（国・数・英）・面接・書類審査

普通科 難関選抜コース・特別進学コース

学力検査（国・数・英・理・社）・書類審査

※英語はリスニングテストを含む

普通科 進学コース

学力検査（国・数・英）と書類審査

入　学
１５，０００円 ※ 郵便局に払込み、受領証を願書に貼付　（ＡＴＭ利用明細票も可）

検定料 ※ 出願後の返金はいたしません

受検場

開　放

令和４年２月１４日（月）

受検場開放はありません  午後１時～午後３時

※本校会場のみ

（写真7cm×5cm･入学検定料払込受領証貼付）

（２）合格通知返信用封筒

（３）個人調査書

（４）推薦書　　※併願の学業奨学生は必要ありません

　※上記の出願書類は、中学校を通して提出お願いいたします。　　（中学校の先生は出願者一覧表の提出をお願いいたします。）

書類審査・面接

　※学業奨学生で、学力検査を希望する者は、左記一般選抜と同日程で

　　　　　実施します。なお、検査結果は合否に影響しません。

日程・手続書類・選抜方法等

出
　
　
　
願

日

時

令和４年２月１日（火）～２月７日（月） 令和４年１月７日（金）～１月１３日（木）

午前９時～午後４時（調査書同封可） 午前９時～午後４時（調査書同封）

※調査書は～２月８日（火）

書

類

等

（１）入学願書   （学業奨学生は、学力検査の受検意思をたずねる項目に○をつけてください）

（写真7cm×5cm･入学検定料払込受領証貼付）



[ 国と道による助成 ]

[ その他の公的奨学金等 ]

返済方法

１２年以内（無利子）

入学申込金 円

円

円

円

円

円

円

円

円

e-mail:a-jitsu@asahikawa-jitsugyo.ed.jp

URL  https://www.asahikawa-jitsugyo.ed.jp/

お問い合わせ

旭川実業高等学校 入試事務局
〒０７１－８１３８　　旭川市末広８条１丁目

   卒業諸経費 ８００

　　ＩＣＴ関連費等 １,４００

TEL （０１６６）５１－１２４６（代）　　FAX （０１６６）５１－９５１５

合       計 ４２,０００

※入学申込金は、旭川市からの補助金（15,000円）を差し引いた

　金額です。旭川市補助金、国の就学支援金等については内容

　 が変更になる場合もあります。

   ＰＴＡ・生徒会会費 ２,８００

   特別活動後援会費 ２,０００

   校舎建設等基金協力会費 ２,０００

 　　納　付　金　　　（令和４年度）

２７０,０００
ＰＴＡ・生徒会・特活後援会入会金 ４,５００

   授業料 ３３,０００

月額９,９００円の助成

非課税・生活保護世帯～１５４,５００円未満世帯

３０４,２００円未満世帯

北海道高等学校奨学会入学資金貸付制度 ２００,０００円以内

名　　　　　　称 金　　　　　　額

北海道高等学校奨学会
私立高等学校等生徒奨学金貸付制度

   月額１０,０００円から３５,０００円まで、
   ５,０００円刻みに任意に選択

１２年以内（無利子）

            国・道による助成と公的奨学金等     （令和３年度実績）

      保護者等（親権者）の市町村民税の課税標準額×６％
－市町民税の調整控除の額 国の就学支援金等

※政令指定都市の場合は、「調整控除額」に３／４を乗じて計算する

月額３３,０００円の助成


