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私立高校に入ると、どれくらいかかる？

新潟県内私立高校(全日制)の学費一覧(令和２年度)
入学金 月 納 金 (年額) 初年度納入金

学 校 名 (A) 授業料(B) 施設設備費等(C) 小計(B)+(C) 合計(A)+(B)+(C)
医療 180,000 948,000 288,000 1,236,000 1,416,000

開志国際 国際グローバル 180,000 567,000 438,000 1,005,000 1,185,000
国際アスリート 180,000 378,000 477,000 855,000 1,035,000
ｱｽﾘｰﾄ 180,000 366,000 477,000 843,000 1,023,000

新発田中央 140,000 330,000 62,400 392,400 532,400
新潟明訓 180,000 294,000 165,600 459,600 639,600
敬和学園 180,000 312,000 184,300 496,300 676,300
東京学館新潟 180,000 288,000 144,000 432,000 612,000
北 越 180,000 294,000 132,000 426,000 606,000
新潟青陵 160,000 293,400 96,000 389,400 549,400
新潟第一 180,000 390,000 0 390,000 570,000
新潟清心女子 180,000 296,000 150,000 446,000 626,000
日本文理 180,000 297,000 126,000 423,000 603,000
加茂暁星 普通 130,000 274,800 82,800 357,600 487,600

看護 130,000 274,800 89,800 364,600 494,600
中 越 130,000 290,400 81,600 372,000 502,000
帝京長岡 130,000 262,800 85,200 348,000 478,000
新潟産業大学附属 130,000 297,000 66,000 363,000 493,000
上 越 100,000 297,000 72,000 369,000 469,000
関根学園 90,000 297,000 66,000 363,000 453,000
県内私立高校平均 153,125 317,384 121,088 438,472 591,597

新潟県内私立高校(通信制)の学費一覧(令和２年度)
入学金 月 納 金 (年額) 初年度納入金

学 校 名 (A) 授業料(B) 施設設備費等(C) 小計(B)+(C) 合計(A)+(B)+(C)
開志 週4日ｺｰｽ 130,000 297,000 163,000 460,000 590,000
学園 週1･2日ｺｰｽ 130,000 252,000 70,000 322,000 452,000
創 進 130,000 288,000 156,000 444,000 574,000
長岡英智 330,000 200,800 530,800 530,800

※その他、ＰＴＡ会費、後援会費、生徒会費、修学旅行積立金、教科書代、制服･体操着代、靴代
などが別途かかります。

■Ａ私立高校(全日制)の例(年額)
ＰＴＡ会費9,600円、後援会費6,000円、生徒会費13,200円、教科書代約8,500円
制服･体育着･シューズ約100,000円

■Ｂ私立高校(全日制)の例(年額)
ＰＴＡ会費3,600円、後援会費3,600円、生徒会費11,400円、制服代(男子)36,780円
制服代(女子)37,120円、体操着代･シューズ代19,700円、教科書代22,705円
修学旅行積立92,400円

■Ｃ私立高校(全日制)の例(年額)
ＰＴＡ会費2,400円、後援会費3,000円、生徒会費6,000円、制服代約50,000円、
教科書代･体操着代約40,000円、修学旅行費約75,000円

■Ｄ私立高校(通信制)の例(年額)
ＰＴＡ会費3,000円、生徒会費2,400円、制服代(男子)69,289円
･(女子)74,294円、教科書･副教材代約15,000円
体操着代14,875円、内履き代3,666円、修学旅行費約130,000円
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入学前に利用できる奨学金･貸付金(無利子貸与)は？

１．新潟県奨学金(令和３年度募集 貸与)

申込期間 令和２年１１月２日～３０日

県内に居住する者の子弟のうち、令和３年４月に高校等への進学を希望する者で、
(１)から(３)のいずれにも該当し、経済的理由により高校等への進学が困難な者。
(１)令和３年３月に中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程又は特

別支援学校中等部を卒業又は卒業見込みの者。
国の中学校卒業程度認定試験に合格した者で、経済的理由で高校等を受験でき

申込資格 なかった者。
(２)中学校等における第１学年から申込時までの学習成績の評定を、全履修科目に

ついて平均した値が３.０以上(５段階評価)であること。
(３)保護者(父及び母、母子家庭の場合は母、父子家庭の場合は父)の１年間の認定

所得金額が基準額以下であること。
※年収７７０万円程度以下(父母･子２の標準世帯の年収目安)

貸与月額 私立：自宅生３０,０００円 私立：自宅外生３５,０００円

貸与期間 令和３年４月から最短修業年限の終期まで

その他 無利子。卒業後８ヶ月据置後、最長１５年以内に返還。

【問い合わせ先】 新潟県教育庁高等学校教育課奨学金係 TEL025-280-5638(直通)
受付時間 8:30～17:15(土日、祝日除く)

２．生活福祉資金貸付制度･教育支援資金(貸与)

・低所得世帯であること。
貸付対象 ・修学のためにまとまった資金を必要としていること。

・世帯収入により、学校卒業まで生計維持が可能な状況であること。
・新潟県に住んでおり、住民票の住所と現住所が一致していること。

○教育支援費
使途：高校の授業料等に必要な経費(授業料･学校納入諸経費･参考書･学用品･交通
費)

使途 貸付額：月額３５,０００円(上限)
貸付額 ○就学支度費

使途：高校の入学時に必要な経費(入学金、制服･靴･体操着等で入学時に一括購入
が必要な物)

貸付額：５００,０００円(上限)

返済方法 元金均等返済の月賦返済。無利子
返済期間 据置き期間：卒業後６ヶ月以内
等 返済期間：２０年以内

・連帯借受人が必要。資金使用者(修学者)の世帯の生計中心者(両親等)が連帯借受人
となる。

その他 ・連帯保証人は原則不要。但し、世帯収入･負債等の状況により必要と判断された場
合は、連帯保証人(同一都道府県に居住かつ別生計の者)が必要となる。

・新潟県奨学金など公的貸付制度との重複貸与はできない。

【問い合わせ先】
居住する市区町村社会福祉協議会または居住する市町村の地区担当民生委員
制度全般についての問い合わせは、新潟県社会福祉協議会生活支援課 TEL025-281-5522
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３．母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(貸与)

・母子家庭の母が扶養する子ども
貸付対象 ・父子家庭の父が扶養する子ども

・父母のいない子ども
・寡婦が扶養する子ども

○修学資金
使途：授業料、書籍代、交通費等に必要な資金

使途 貸付額：私立自宅生 月額４５,０００円(上限) 私立自宅外生 月額５２,５００円(上限)

貸付額 ○就学支度資金
使途：修業するために必要な被服等の購入に必要な資金
貸付額：私立自宅生４１０,０００円(上限) 私立自宅外生４２０,０００円(上限)

貸付期間 就学期間中

返済期間 返済期間：修学資金１５年 就学支度資金１０年
等 据置期間：当該学校卒業後６ヶ月

無利子

その他 親に貸付ける場合、子を連帯借受人とする。(連帯保証人は不要)
子に貸付ける場合は、親等を連帯保証人とする。

【問い合わせ先】 新潟県福祉保健部子ども家庭課家庭福祉係 TEL025-280-5926(直通)

４．あしなが育英会奨学金(貸与 一部給付)

予約(来春高校進学予定の中学３年生)
申請期限 １次：７月３１日 ２次：１２月１５日 ３次：２月２８日

高校に在学中
１次：５月２０日 ２次：９月３０日 ３次：１２月１５日

貸付対象 病気、災害、自死など道路上の交通事故以外で保護者を亡くしたり、保護者が著しい
障害を負っている家庭の子ども。

貸付額 私立学校入学一時金 ３００,０００円
奨学金(私立高校在学中) 月額５０,０００円(うち貸与３０,０００円 給付２０,０００円)

返済期間：卒業後２０年以内で分割返済。年１回(１２月)､半年に１回(１２月･６月)
返済期間 または毎月返還のうち、いずれかの方法で返還。

据置期間：当該学校卒業後６ヶ月
無利子

返還猶予：大学等へ進学したり、生活困窮などで返還が著しく困難になった場合は、
返還時期を延期。

返還免除：奨学金を利用していた本人が死亡したり、心身障がいになるなど返還が出
その他 来なくなった場合は、保護者等からの申請により未返還額の全部または一

部を免除。
連帯保証人は保護者可。
他の奨学金との利用可。

【問い合わせ先】 一般財団法人あしなが育英会学生事業部奨学課 フリーダイヤル0120-77-8565
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入学後に受けられる学費等支援制度(給付)は？

１．国・県の制度

(１)高等学校等就学支援金(国の制度 給付)

私立高校授業料に対し支援する制度で、返還は不要です。
家庭の収入(共働きの場合は合算)によって支給額が変わります。
県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が５０７,０００円を超える世帯(目安：年収９１０万
円以上)は、支給対象外です。

支給額 年額３９６,０００円 ※１
(上限)

年額１１８,８００円

県民税所得割額と市町村民税所得割額 県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算 年収
収入世帯 の合算が２５７,５００円未満 が２５７,５００円～５０７,０００円未満 910
区分 (両親２人分の合計額) (両親２人分の合計額) 万円

年収５９０万円未満(目安) 年収５９０万～９１０万円未満(目安) 以上

※１ 私立通信制高校の場合は、年額２９７,０００円(上限)の給付額となります。

【参考】支給の対象になる世帯の年収目安

子どもの人数 ３９６,０００円の給付 １１８,８００円の給付

両親のうち 子ども２人(高校生・高校生) ～約６４０万円 ～約９５０万円
一方が働い
ている場合 子ども２人(大学生・高校生) ～約６５０万円 ～約９６０万円

子ども２人(高校生･中学生以下) ～約６６０万円 ～約１,０３０万円
両親が共働
きの場合 子ども２人(高校生・高校生) ～約７２０万円 ～約１,０７０万円

子ども２人(大学生・高校生) ～約７４０万円 ～約１,０９０万円

※両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算。支給額は私立高校(全日制)の場合。

■申請手続き
入学時(学校によっては入学前)など手続きが必要な時期に学校から案内があります。
申請時には、申請用紙と前年度の課税証明書を学校に提出します。
加算支給(上限396,000円)に関する届け出は、７月頃に学校から申請用紙が配られます。加算
支給に関する届け出と当年度の課税証明書を学校に提出します。
詳しくは、各学校の事務へお問い合わせください。

【制度に関する問い合わせ先】
新潟県総務管理部 大学･私学振興課 支援班 TEL025-280-5020(直通)
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(２)新潟県私立高等学校学費軽減事業(県の支援 給付)

新潟県が独自におこなう私立高校学費の支払いが困難な低所得世帯への支援制度です。
入学金と施設設備費等の一部に支給されます。

補助区分 支 給 対 象 世 帯 支 給 額

・生活保護世帯。生活保護法上の要保護者に準じる世帯。
・県民税及び市町村民税非課税世帯。

入学金軽減 ・県民税均等割のみ世帯。 ７３,７００円

年収２７０万円未満(目安)

・生活保護世帯。生活保護法上の要保護者に準じる世帯。
・県民税及び市町村民税非課税世帯。

施設設備費 ・県民税均等割のみ世帯。 ２３,８００円
等軽減 (年額)

年収２７０万円未満(目安)

・非課税世帯のうち、特に学費負担が困難と認められる世帯 全額支給

■申請手続き
就学支援金の申請時期にあわせて、学校を通じて申請します。

【制度に関する問い合わせ先】
新潟県総務管理部 大学･私学振興課 支援班 TEL025-280-5020(直通)

(３)高校生等奨学給付金(学費以外の教育費支援 給付)

学費以外の教育費(修学旅行費･教科書代･教材費･学用品費･通学用品費など)を支援する制度です。
生活保護世帯、住民税所得割が非課税の世帯(年収目安：約２７０万円未満)が対象です。

給 付 額(年額)
世 帯 区 分

私立全日制課程 私立通信制課程

生活保護世帯 ５２,６００円 ５２,６００円

非課税で第１子が高校生の世帯 １０３,５００円 ３８,１００円

非課税で２３歳未満の扶養されている兄･姉がいて、 １３８,０００円 ３８,１００円
第２子以降が高校生の世帯

※令和２年度は、非課税世帯に対し通信費相当額(１０,０００円)が加算支給されます。
生活保護世帯へは、生活保護費(生業扶助)により支給されます。

■申請手続き
県の学費軽減事業の申請時期にあわせて、学校を通じて申請します。

【新型コロナウイルスの影響を踏まえた対応】
・保護者の失職等による家計急変世帯も給付対象となる場合があります。
・入学時の負担軽減を図るため、希望者には早期給付(４～６月分相当)が行われます。
※詳しくは、各学校の事務または下記の県大学･私学振興課へお問い合わせください。

【制度に関する問い合わせ先】
新潟県総務管理部 大学･私学振興課 支援班 TEL025-280-5020(直通)
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２．新潟県内市町村の制度(給付)

県内３０市町村のうち、私立高校学費への支援制度のあるところは、以下の５市１町です。
いずれも当該の市、町に在住していることが支給の条件です。

市町村名 支 給 対 象 世 帯 支給額(年額)

新潟市 市民税非課税世帯 ２３,３００円

田上町 田上町在住の私立高校生がいる世帯。所得による制限なし。 １２,０００円

生活保護世帯･市民税非課税世帯(地方税法第295条1項規定) ３０,０００円
長岡市

市民税非課税世帯(地方税法第295条3項規定)･市民税均等割のみ世帯 ２３,０００円
天災その他不慮の災害等により市民税均等割のみ世帯と同程度の者

生活保護世帯･県民税及び市民税所得割非課税世帯 ３０,２００円
※入学金への補助加算あり １０,６５０円

上越市
県民税及び市民税所得割額８５,５００円未満世帯 ２７,０００円

県民税及び市民税所得割額１４８,３３３円未満世帯 １３,５００円

生活保護世帯･市民税非課税世帯 ３０,２００円
※入学金への補助加算あり ２４,０００円

妙高市
市民税所得割額５１,３００円未満世帯 ２７,０００円

市民税所得割額８９,０００円未満世帯 １３,５００円

生活保護世帯･市民税非課税世帯 ２５,０００円
市民税非課税世帯(地方税法第295条1項規定) *５４,０００円

糸魚川市
市民税非課税世帯(地方税法第295条3項規定)･市民税均等割のみ世帯 ２５,０００円

市民税所得割額８９,０００円未満世帯 １５,０００円

＊糸魚川市５４,０００円支給は入学年度のみ。

■申請手続き
県の学費軽減事業の申請時期にあわせて、学校を通じて申請します。



- 7 -

３．私立高校の奨学金制度(経済的理由により学費負担が困難な家庭等 給付)

県内私立高校には、経済的理由で学費負担が困難な家庭などに対して、学園独自の奨学金制度(給
付)があります。

学 校 名 支 給 対 象 基 準 支 給 額(年額)

新発田中央 経済的理由により就学が困難な者 ５０,０００円

中 越 中越高校に２名以上在学し、市町村民税１１４, １４５,２００円 (授業料の1/2)
０００円未満世帯 １０,８００円 (維持費の1/2)

家庭収入の状況に応じて決定 ３６,０００円
上 越 遠距離通学支援 月額１万円を超える部分。

・電車通学で定期券代月額１万円を超える者 月額上限５,０００円

関根学園 経済的に就学困難な者に対し選考委員会で選考 ３６,０００円

入学後に受けられる奨学金制度(貸与)は？

１．新潟県奨学金(令和２年度募集の場合 貸与)

令和２年度の募集は６月で終了していますが、来年度も同時期に募集があります。

申込期間 令和２年５月７日～６月１５日(当初の５月２９日から延長)

県内に居住する者の子弟のうち、令和３年４月に高校に在学し、(１)から(２)のいず
れにも該当し、経済的理由により高校等での修学が困難な者。
(１)１年生の場合：中学校等における３年間の学習成績の評定を、全履修科目につ

いて平均した値が３.０以上(５段階評価)である者。
申込資格 ２･３年生の場合：高校における申込時までの学習成績の評定を、全履修科目

について平均した値が３.０以上(５段階評価)である者。
(２)保護者(父及び母、母子家庭の場合は母、父子家庭の場合は父)の１年間の認定

所得金額が基準額以下であること。
※年収７７０万円程度以下(父母･子２の標準世帯の年収目安)

貸与月額 私立：自宅生３０,０００円 私立：自宅外生３５,０００円

貸与時期 初回の貸与は７月末予定(４月～９月分)

無利子。卒業後８ヶ月据え置き後、最長１５年以内に返還。
その他 貸与を受ける際は、連帯保証人(原則父または母)１人及び保証人(本人、連帯保証人

と世帯を異にし、独立の生計を営み、いつでも本人と連絡できる者 原則64歳以下)

【問い合わせ先】 新潟県教育庁高等学校教育課奨学金係 TEL025-280-5638(直通)
受付時間 8:30～17:15(土日、祝日除く)
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２．市町村奨学金(貸与)

高校生を対象にした奨学金制度(貸与)を実施している市町村は、県内３０市町村中２１市町村で実
施されています。市町村によって制度内容が違いますので、直接各市町村にお問い合わせください。

市町村名 対 象 者 貸 与 金 額 募集時期 問い合わせ先

新発田市 ･新発田市内居住で保護者の死亡･
(公財)新 失業･疾病等により家計が急変し 年額２４０,０００円 中央公民館
発田育英 た世帯の子弟 以内 随時 社会教育係
会 ･その他法人の定める要件を満たし 0254-22-8516

ていること

･胎内市内に１年以上居住する世帯 ３月～ 学校教育課
胎内市 の子弟 月額１０,０００円 ４月頃 庶務係

･その他胎内市の定める要件を満た 以内 0254-47-2711
していること 内線2318

･阿賀野市内に１年以上居住する世 月額１５,０００円 ２月～
阿賀野市 帯の子弟 入学時準備金 ３月下旬 学校教育課

･その他阿賀野市の定める要件を満 １００,０００円 0250-62-2790
たしていること

○奨学金
･新潟市内居住者の子弟であること
･授業料負担があること 年額４００,０００円
･その他新潟市の定める要件を満た 学務課

新潟市 していること ６月～ 学務グループ
○入学準備金 ７月頃 025-226-3168
･保護者または学資支弁者が新潟市 １５０,０００円
内に住所を有すること。 ３００,０００円
･その他新潟市の定める基準を満た から選択
していること

○奨学金 月額２５,０００円
･燕市内居住者の子弟であること 月額２０,０００円 ３月
･その他燕市の定める要件を満たし から選択
ていること 学校教育課

燕市 ○入学準備金貸付金 １００,０００円 指導係
･燕市内居住者の子弟であること １５０,０００円 １０月中 0256-77-8191
･その他燕市の定める要件を満たし ２００,０００円 旬～１１
ていること から選択 月中旬

(予定)

･五泉市内に１年以上居住する世帯 学校教育課
五泉市 の子弟 月額１０,０００円 ３月以降 学務係

･その他五泉市の定める要件を満た 随時 0250-43-3911
していること 内線369

･加茂市内居住者の子弟であること 学校教育課
加茂市 ･その他加茂市の定める要件を満た 月額１２,０００円 ３月頃 0256-52-0080

していること 内線451

小千谷市 ･小千谷市内に３年以上居住する世 学校教育課
(公財)小 帯の子弟 月額１３,０００円 １月～ 学事係
千谷奨学 ･その他法人の定める要件を満たし ３月頃 0258-83-3519
会 ていること
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市町村名 対 象 者 貸 与 金 額 募集時期 問い合わせ先

･十日町市内居住者の子弟 月額１０,０００円 予約募集 教育総務課
十日町市 ･その他十日町市の定める要件を満 入学時準備金 １月上旬 庶務係

たしていること ２００,０００円 ～２月末 025-757-3118
内線561

･魚沼市内に１年以上住所を有する 学校教育課
魚沼市 保護者の子ども 月額２０,０００円 １２月～ 庶務係

･その他魚沼市の定める要件を満た １月頃 025-793-7452
していること

･南魚沼市内居住者の子弟 １月～ 学校教育課
南魚沼市 ･その他南魚沼市の定める要件を満 月額１８,０００円 ３月頃 学校庶務班

たしていること 025-773-6700
(直通)

･上越市内に居住する世帯の子弟 在学募集 学校教育課
上越市 ･その他上越市の定める要件を満た 月額１５,０００円 ４月頃 学事･庶務係

していること 予約募集 025-545-9244
１０月頃 内線1143

･妙高市に本籍を有する者または妙
高市に１年以上居住する世帯の子 予約募集 子ども教育課

妙高市 弟 月額１５,０００円 １１月～ 学校教育係
･その他妙高市の定める要件を満た １２月頃 0255-74-0037
していること
※条件により一部返還免除制度あり

･佐渡市内居住者の子弟 年額１８０,０００円 学校教育課
佐渡市 ･その他佐渡市の定める要件を満た ※入学年度に限り希 予約募集 学事係

していること 望により100,000円 １０月頃 0259-58-7355
内線218

･阿賀町内居住者の子弟 月額１５,０００円 学校教育課
阿賀町 ･その他阿賀町の定める要件を満た 以内 随時 学校教育係

していること 0254-92-2561
内線203

･出雲崎町内居住者の子弟 ２月～ 教育課
出雲崎町 ･その他出雲崎町の定める要件を満 月額１０,０００円 ３月 庶務学校教育係

たしていること 0258-78-2250

･津南町内居住者の子弟 月額１０,０００円 ２月～ 子育て教育班
津南町 ･その他津南町の定める要件を満た 以内 ３月頃 025-765-3118

していること

･保護者が湯沢町に居住登録をして 月額２０,０００円 ３月頃
居住している者 以内 （予算に 教育課

湯沢町 ･その他湯沢町の定める要件を満た ※他の奨学金併用の場 余裕があ 学校教育係
していること 合も月額20,000円以内 れば年度 025-784-2211

かつ月額合計40,000円 途中でも

以内 受付）

･弥彦村に居住する世帯の子弟 １月～ 教育課
弥彦村 ･その他弥彦村の定める要件を満た 月額１５,０００円 ４月頃 子ども教育係

していること 0256-94-1021
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市町村名 対 象 者 貸 与 金 額 募集時期 問い合わせ先

･刈羽村内居住者の子弟 月額３０,０００円 予約募集 教育課
刈羽村 ･その他刈羽村の定める要件を満た 以内 ８月頃 0257-45-3933

していること

･粟島浦村内居住者の子弟 教育委員会
粟島浦村 ･その他粟島浦村の定める要件を満 月額３０,０００円 随時 0254-55-2114

たしていること
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