
京都共栄学園高等学校
学費一覧

その他都道府県
（令和５年度入学生　予定）

（円）

総合 進学 バタビア

年額 542,000 574,000 611,000

月額（平均） 45,167 47,833 50,917

（円）

年収（円） 納付額 総合 進学 バタビア

約５９０万 年額 146,000 178,000 215,000

未満 月額（平均） 12,167 14,833 17,917

約９１０万 年額 423,200 455,200 492,200

未満 月額（平均） 35,267 37,933 41,017

約９１０万 年額 542,000 574,000 611,000

以上 月額（平均） 45,167 47,833 50,917

（円）

年収（円） 納付額 総合 進学 バタビア

約５９０万 年額 80,300 97,900 118,250

未満 月額（平均） 6,692 8,158 9,854

約９１０万 年額 232,760 250,360 270,710

未満 月額（平均） 19,397 20,863 22,559

約９１０万 年額 271,000 287,000 305,500

以上 月額（平均） 22,583 23,917 25,458

（円）

年収（円） 納付額 総合 進学 バタビア

約５９０万 年額 109,500 133,500 161,250

未満 月額（平均） 9,125 11,125 13,438

約９１０万 年額 317,400 341,400 369,150

未満 月額（平均） 26,450 28,450 30,763

約９１０万 年額 360,972 382,284 406,926

以上 月額（平均） 30,081 31,857 33,911

（注）

・

・

・

年収（円） 受給区分 受給年額（円） 受給月額（円）

～約590万 加算あり 396,000 33,000

～約910万 加算なし 118,800 9,900

約910万～ 受給なし 0 0

学費

国の就学支援制度を適用した場合の金額

一
般

備　　考
就学支援金396,000円を学費に充当します。

就学支援金118,800円を学費に充当します。

支援制度の対象になりません。

奨
学
生
C

備　　考
就学支援金396,000円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

就学支援金118,800円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

支援制度の対象になりません。
学園から奨学金が給付されます。

奨
学
生
B

備　　考
就学支援金396,000円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

就学支援金118,800円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

支援制度の対象になりません。
学園から奨学金が給付されます。

支援制度の対象の要件として、上記年収はあくまで目安です。実際には保護者全ての「市町村民税の課税標準額×６％
－市町村民税の調整控除額」の合計（以下、算出額といいます。）が304,200円未満であることが要件となります。

就学支援金受給額は、４～６月分を前年度、７～３月分を当該年度の課税状況で判断します。

前年度と当該年度の所得が大きく変化する場合、上記金額が変動することがあります。

概ねの年収と就学支援金受給額

算出額（円）　※

～154,500

～304,200

304,200～

　※算出額とは、保護者全て
の「市町村民税の課税標準
額×６％－市町村民税の調
整控除額」の合計のことをい
います。



京都共栄学園高等学校
学費一覧

その他都道府県
（令和４年度入学生実績）

（円）

総合 進学 バタビア

年額 517,000 567,000 611,000

月額（平均） 43,083 47,250 50,917

（円）

年収（円） 納付額 総合 進学 バタビア

約５９０万 年額 121,000 171,000 215,000

未満 月額（平均） 10,083 14,250 17,917

約９１０万 年額 398,200 448,200 492,200

未満 月額（平均） 33,183 37,350 41,017

約９１０万 年額 517,000 567,000 611,000

以上 月額（平均） 43,083 47,250 50,917

（円）

年収（円） 納付額 総合 進学 バタビア

約５９０万 年額 66,550 94,050 118,250

未満 月額（平均） 5,546 7,838 9,854

約９１０万 年額 219,010 246,510 270,710

未満 月額（平均） 18,251 20,543 22,559

約９１０万 年額 258,500 283,500 305,500

以上 月額（平均） 21,542 23,625 25,458

（円）

年収（円） 納付額 総合 進学 バタビア

約５９０万 年額 90,750 128,250 161,250

未満 月額（平均） 7,563 10,688 13,438

約９１０万 年額 298,650 336,150 369,150

未満 月額（平均） 24,888 28,013 30,763

約９１０万 年額 344,322 377,622 406,926

以上 月額（平均） 28,694 31,469 33,911

（注）

・

・

・

年収（円） 受給区分 受給年額（円） 受給月額（円）

～約590万 加算あり 396,000 33,000

～約910万 加算なし 118,800 9,900

約910万～ 受給なし 0 0

支援制度の対象の要件として、上記年収はあくまで目安です。実際には保護者全ての「市町村民税の課税標準額×６％
－市町村民税の調整控除額」の合計（以下、算出額といいます。）が304,200円未満であることが要件となります。

就学支援金受給額は、４～６月分を前年度、７～３月分を当該年度の課税状況で判断します。

前年度と当該年度の所得が大きく変化する場合、上記金額が変動することがあります。

概ねの年収と就学支援金受給額

算出額（円）　※

～154,500

～304,200

304,200～

　※算出額とは、保護者全て
の「市町村民税の課税標準
額×６％－市町村民税の調
整控除額」の合計のことをい
います。

奨
学
生
B

備　　考
就学支援金396,000円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

就学支援金118,800円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

支援制度の対象になりません。
学園から奨学金が給付されます。

奨
学
生
C

備　　考
就学支援金396,000円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

就学支援金118,800円を学費に充当します。
学園から奨学金が給付されます。

支援制度の対象になりません。
学園から奨学金が給付されます。

学費

国の就学支援制度を適用した場合の金額

一
般

備　　考
就学支援金396,000円を学費に充当します。

就学支援金118,800円を学費に充当します。

支援制度の対象になりません。


