
　受験料支払い後、「出願完了」画面が表示されます。

　　　　　　

＊ご納入をもって、入学手続きは完了となります。

合否照会サイトから入学手続ページ(入学金決済サイト)にログインをして、入学金を納入してくだ

さい。

入学金の納入は、クレジットカードでの支払い、コンビニエンスストアでの支払い、ペイジー（金融機関

ATM)をご利用ください。(お支払いには別途手数料が発生します)

印刷した受験票を「受験票」、「受験票控」、「宛名票」に切り離し、「受験票控」と在学中学校が発

行し厳封された「調査書」、個別相談時に配布した「相談カード」の3点を市販の角2封筒に入れて

ください。

奨学生入試は、「受験票控」と在学中学校が発行し厳封された「調査書」の2点を市販の角2封筒

に入れてください。

＊調査書は、公立高校受験用のものを使用してください。

＊推薦書は必要ありません。

＊複数の入試（第１回入試と奨学生入試など）を受験する場合は、

　　・必要書類をすべて同封してください。

　　・調査書は一通で結構です。

印刷した「宛名票」を貼って、簡易書留で本校へ郵送してください。

＊複数の入試（第１回入試と奨学生入試など）を受験する場合は、宛名票を封筒に1枚お貼りく

ださい。
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受験料のお支払いは、クレジットカードでの支払い、コンビニエンスストアでの支払い、ペイジー

（金融機関ATM)をご利用ください。

(お支払いには別途手数料が発生します)

出願する試験を選択し、出願者情報を入力してください。

マイページから受験者の写真を登録（アップロード）してください。
＊写真はアップロードせずに印刷後、写真（4cm×3cm・正面・脱帽・背景無地）を貼付しても構いません

６０特進Ｈコース

1.インターネット出願（1/22 第1回入試・1/23 第2回入試・1/23 奨学生入試）について

本校ホームページから出願サイトにアクセスしてください。

(PC・スマートフォン・タブレット端末に対応)

マイページから「受験票」の表示ボタンをクリックして、表示された「受験票・受験票控・宛名票」を

Ａ４白色用紙に印刷してください。　　＊プリンタがない方は、出願サイトの「よくある質問」をご覧下さい。

４１０

2022年度　

○募集定員○

試験当日、改めて受験生に閲覧方法に関するプリントを配布します。

合格通知書は発送いたしません。

3.入学手続について

１２０ 名

選抜Ｇコース

選抜Ｌコース

2.合格発表について

出願サイトに

アクセス

出願情報の

入力

受験料

支払方法の選択

インターネット出願期間は12月13日(月)9:00～1月8日(土)23：59 です

受験票の印刷

必要書類の

準備

郵送期間は 1月7日(金)～13日(木) です。 ＊必着

合格発表

第1回・第2回入試・奨学生入試 1/24（月） 9：00～

入学手続

単願 ：1/24(月) 9：00 ～ 1/25(火) 12：00まで
併願 ：1/24(月) 9：00 ～ 3/ 4(金) 12：00まで

募 集 要 項

必要書類の

郵送



　　　入学手続時に納入

出願資格

《全入試共通》

　・2022年3月中学校卒業見込みであること。

　・本校教育を理解し，平常の授業や学校行事に積極的に参加できること。

　・内申(通知表)は，全教科にわたり「1・2」がないこと。(3年次)

　・欠席日数は3年間20日以内であること。都内生は3年次7日以内であること。

《指定校制推薦入試》

　・過去の受験・入学実績等を考慮し，該当中学校へご通知いたします。

　授業料 月額 31,300 円

　　  月額 51,300円

　　　3ヶ月分を年4期で分納

　　　（1期分　153,900円）

募　　集　　要　　項 2022年度　細田学園高等学校

募集定員

 普通科　410名

 特進Ｈコース　60名　 　選抜Ｇコース　40名　 　進学αコース 100名

 特　進コース　90名　 　選抜Ｌコース 120名

区　　分 金　　額 備　　考

　入学金

学 費 等

　　　年度当初に徴収

　ＰＣ購入費 約 55,000 円

　教育充実費 月額 7,500 円

　国際体験学習積立金 月額 10,000 円

250,000 円

　後援会会費 月額 2,500 円

受 験 料
２５，０００円

1/22の第1回入試と1/24の奨学生入試の2回受験をする場合の受験料は　30,000円

　保護者の会会費 年額 12,000 円

　生徒会会費(入会金含む) 年額 4,100 円

試験会場
細田学園高等学校

埼玉県志木市本町２－７－１　　TEL　048－471－3255
　諸経費

　(教材費、実習費、冷暖房費等)
年額

約 80,000

～約120,000
円

入試区分
第1回入試

(単願/併願)

第2回入試

(併願)

奨学生入試

(単願/併願)

指定校制推薦入試

(単願)
　学用品(制服代等) 約120,000 円

8時40分集合 10時集合

選抜方法

筆答試験（国語・英語・数学）各50分

マークシート方式

書類審査

筆答試験
(国語･英語･数学)

各50分　記述式

書類審査

個人面接

書類審査

※授業料は，就学支援金の軽減を適用する前の金額となっております。

　詳細は，学校説明会、個別相談会でお尋ねください。

※諸経費（教材費、実習費、冷暖房費等）は，コースにより徴収金額が異なります。

※学費等は，2022年度の予定額であり、若干の変更を行うことがあります。

※一度納入された金員は，理由の如何を問わず返却いたしません。

出願期間

　インターネット出願期間

　　　12月13日(月) 9時00分 ～ 1月8日(土) 23時59分

　必要書類郵送期間

　　　 1月 7日(金) ～ 1月13日(木)まで(必着)

試験日時
1月22日(土) 1月23日(日) 1月23日(日) 1月22日(土)

寄 付 金

（任　意）

※本校は教育研究の維持向上並びに，学校施設整備の充実を図るため，在校生をはじめ同窓生，

　学外賛同者の方に寄付金の募集をさせていただいております。

※1口 50,000円で，2口以上をお願いいたします。

※あくまで任意ではございますが,ご厚意は生徒一人ひとりの教育環境向上に還元させていただきます。

奨学生Ⅱ 　入学金の免除

※内申と偏差値（9月～12月）の両方を参考にいたします。

※奨学生制度は，年度ごとの審査により更新となります。

※詳細は，学校説明会，個別相談会でお尋ねください。
入学手続

単 願
　インターネット手続(入学金振込)期間

　1月24日(月)9時00分～1月25日(火)12時00分

奨 学 生

制　　度

種　　類 内　　容

奨学生Ｓ 　入学金の免除 及び 授業料・教育充実費と同額を給付状況により選抜方法の変更もあります

奨学生Ⅰ 　入学金の免除 及び 教育充実費と同額を給付

併 願
　インターネット手続(入学金振込)期間（延納手続きは必要ありません）

　1月24日(月)9時00分～3月4日(金)12時00分

制服採寸

単 願

　本校で実施

　1月29日(土)　9時00分～12時00分、13時00分～15時00分

　※入学予定者本人と保護者でお越しください。

併 願

　本校で実施

　3月 4日(金)　9時00分～12時00分、13時00分～15時00分

　※入学予定者本人と保護者でお越しください。

サッカー部

セレクション

 セレクションを通過した中学生が入学した場合のみサッカー部への入部を許可いたします。

 入部をお考えの方は必ずセレクションをお受けください。

 セレクションは入学の合否判定を行うものではありません。 入学の合否判定は入学試験で行います。

 セレクションの日時等の詳細は本校ホームページをご覧ください。

合格発表
インターネット発表

1月24日(月)　9時00分～

インターネット発表

1月24日(月)

9時00分～

《得点開示あり》

インターネット発表

1月24日(月)

9時00分～

(1) 入試日程 (1/22・23) (2) 持参するもの

開 門 8：10 ① 受験票

集合時間 8：40 ② 筆記用具（奨学生入試は定規・コンパス持参）

国 語 9：00 ～ 9：50

英 語 10：05 ～ 10：55

数 学 11：10 ～ 12：00 (3) 諸注意

① 遅刻・欠席の場合は連絡をお願いします。

1/22 指定校制 ② インフルエンザ等に関してはお問い合わせください。

集合時間 10：00 ③ 受験票を忘れた場合は試験当日に申し出てください。

面 接 10：10～

入試当日の案内と諸注意


