
出願前に必ずお読みください！ 
 
受験生・保護者各位 

 
加藤学園暁秀中学校 

 
 
 

追試等の扱いについてお知らせ 
 
新型コロナウイルス感染拡大が危惧されています。2022 年 1 月に実施予定の本校入学試験に関

して心配なさっているご家庭も多いかと存じます。 
そこで、本校では入学試験追試験などを設定しています。生徒募集要項に記載されていない事柄

もありますので、下記内容をご確認の上、出願手続きを進めてください。 
なお、追試験は新型コロナウイルスに感染した場合など、健康上やむを得ない事態が生じたと認

められる場合のみ実施します。治療観察期間を経過した後、速やかに追試験を受験していただきま

す。 
 
 
 
 

受験についてお願い 
 
試験前２週間程度の検温にご協力ください。また、試験当日も検温をしていただき、37.5℃以上

の場合や体調が優れない場合は受験を見合わせてください。 

試験当日は会場入り口でも検温と手指の消毒、マスク着用のご協力をお願いします。発熱が認め

られた場合やマスクの着用ができない場合も受験できません。なお、試験途中で体調が悪くなった

場合は、速やかに本校職員にお申し出ください。 

 

一人でも多くの受験生に、日頃の成果を発揮していただくための措置となります。ご理解の上、

ご協力をお願いします。 
 
 
 

2021 年 9 月 
 
 
 
 
 
 
 
 

『一般選抜』に関する事柄 
A 『一般選抜』（2022 年 1 月 8 日（土）実施）を受験できない場合 
  下記①または②を選択してください。 
 
① 1/12（水）に追試験を実施します。（募集要項に記載あり） 
《手続き》 

1/8（土）9：00 までに本校へ電話連絡の上、速やかに『一般選抜』追試験受験届 
（様式１ 医療機関証明書必要）を、本校へ郵送してください。 

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2022 年 1 月 14 日（金）12：00 
本校玄関前と HP に合格者受験番号一覧を掲示し（17：00 まで）、郵便にて合否結 
果を通知します。 

入学手続締切 2022 年 2 月 10 日（木）15：00  
※募集要項記載通り変更ありません。 

 
② 1/29（土）に再追試験を実施します。 
《手続き》 

1/8（土）9：00 までに本校へ電話連絡の上、速やかに『一般選抜』追試験受験届 
（様式１ 医療機関証明書必要）を、本校へ郵送してください。 

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2022 年 2 月 3 日（木）12：00 
本校玄関前と HP に合格者受験番号一覧を掲示し（17：00 まで）、郵便にて合否結 
果を通知します。 

入学手続締切 2022 年 2 月 10 日（木）15：00  
 
 
B 本校閉鎖等で 2022 年 1 月 8 日（土）に『一般選抜』が実施できない場合 
 
③ 1/15（土）に『一般選抜』を延期して実施します。 
《手続き》 
延期日程で受験可能な場合は、手続き不要です。 
1/15（土）に欠席の場合は、1/13（木）までに本校へ電話連絡の上、速やかに受験辞退 
届（様式３）を、本校へ郵送してください。 

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2022 年 1 月 20 日（木）12：00 
本校玄関前と HP に合格者受験番号一覧を掲示し（17：00 まで）、郵便にて合否結 
果を通知します。 

入学手続締切 2022 年 2 月 10 日（水）15：00  
 
注意 1： 
『一般選抜』実施が 1/15（土）に延期になった場合の追試設定はありませんのでご了承ください。 
 
注意 2： 
『一般選抜』実施が 1/15（土）に延期になった場合、『特別選抜』の出願期間を 2021 年 
1 月 21 日（金）12：00 まで延長します。 
 



『特別選抜』に関する事柄 
C 『特別選抜』（2022 年 1 月 22 日（土）実施）を受験できない場合 
  
④ 1/26（水）に追試験を実施します。（募集要項に記載あり） 
《手続き》 

1/22（土）9：00 までに本校へ電話連絡の上、速やかに『特別選抜』追試験受験届 
（様式２ 医療機関証明書必要）を、本校へ郵送してください。 

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2022 年 1 月 28 日（金）12：00 

本校玄関前と HP に合格者受験番号一覧を掲示し（17：00 まで）、郵便にて合否結 
果を通知します。 

入学手続締切 2022 年 2 月 10 日（木）15：00  
※募集要項記載通り変更ありません。 

 
 

⑤ 1/29（土）に再追試験を実施します。 
《手続き》 

1/22（土）9：00 までに本校へ電話連絡の上、速やかに『特別選抜』追試験受験届 
（様式２ 医療機関証明書必要）を、本校へ郵送してください。 

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2022 年 2 月 3 日（木）12：00 
本校玄関前と HP に合格者受験番号一覧を掲示し（17：00 まで）、郵便にて合否結 
果を通知します。 

入学手続締切 2022 年 2 月 10 日（木）15：00  
  

注意 3： 
一般選抜、特別選抜の両方に出願をし、両方の入試がともに 1/29（土）に延期となった場合は、ど

ちらかを選択して受験していただきます。 
 
注意 4： 
1/29（土）に再追試験を受験できない場合は、当日 9：00 までに本校へ電話連絡をしてください。 

 
 

D 本校閉鎖等で 2021 年 1 月 22 日（土）に『特別選抜』が実施できない場合 
 
⑥ 1/29（土）に『特別選抜』を延期して実施します。 
《手続き》 
延期日程で受験可能な場合は、手続き不要です。 
欠席の場合は、1/29（土）9：00 までに本校へ電話連絡の上、速やかに受験辞退届（様式３） 
を、本校へ郵送してください。 

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2022 年 2 月 3 日（木）12：00 

本校玄関前と HP に合格者受験番号一覧を掲示し（17：00 まで）、郵便にて合否結 
果を通知します。 

入学手続締切 2022 年 2 月 10 日（木）15：00  
 

注意 5： 
『特別選抜』実施が 1/29（土）に延期になった場合の追試設定はありませんのでご了承ください。 
 
 
E その他 
 
注意 6： 
新型コロナウイルス感染拡大等の理由で、上記の追試日程では受験不可能な場合、電話で 
本校担当者へご連絡ください。 
 
注意 7： 
追試日程の変更で 1/29（土）に『一般選抜』再追試験（A②）と『特別選抜』再追試験（C⑤）、 
または『特別選抜』試験延期実施（D⑥）が重なってしまう場合があります。 
この場合は、どちらの試験を受験するか選択していただくことになります。 
追試験受験届と受験辞退届の両方を提出してください。 
 
注意 8： 
出願後の検定料の返金はできません。 
 
注意 9： 
入学手続書類一式は、合格発表日に発送致します。 
郵便事情などで配達が遅れる場合がございます。 
 
注意 10： 
出願後のご連絡は、出願時に登録していただいたアドレスに一斉メールを配信致します。 
さらに本校 HP に情報を更新します。 
 
注意 11： 
全ての追試験受験には、各追試験受験届の提出が必要です。 
提出のない場合は追試験が受験できません。 
 
注意 12： 
受験辞退の場合は、受験辞退届の提出が必要です。 
届のない欠席は全て受験辞退扱いとなりますのでご注意ください。 
 
 
 
 
加藤学園暁秀中学校 
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2022年度

入学者選抜試験要項

2022年度の暁秀中学校News
　・『一般選抜』、『特別選抜」入試の実施！
　　　昨年度から導入した入試形式が好評です。

　・制服を全面リニューアルします！
　　　女子スラックス、男女半袖プルオーバーを採用します。

加藤学園暁秀中学校
〒410－0011　静岡県沼津市岡宮字中見代1361－1
℡055－924－1900　　Fax055－924－3303

URL　http://www.katoh-net.ac.jp/GyoshuHS/



募集人員

出願資格

持ち物

持ち込み禁止

交通機関

募集人員

試験日

追試験日

試験会場

選考内容

出願方法

出願期間

検定料

合格発表

手続締切

1/8（土）
一般選抜試験

中高一貫コース

1/8（土）
一般選抜試験

バイリンガルコース

入学試験について

試験内容・日程

受付　9：00～9：25
受験上の注意　9：30
第１時限目（国語）　9：40～10：40
第２時限目（算数）　11：00～12：00
昼食・昼休み　12：00～13：00
面接試験　13：00～15：30（12：50までに面接控室に集合）
　※受験生の食事場所は試験会場です。
　※受験生は、保護者の方とは面接試験まで会うことはできません。
　※面接終了後は、各自お帰りください。

受付　9：00～9：25
受験上の注意　9：30
第１時限目（国語）　9：40～10：40
第２時限目（算数またはMath）　11：00～12：00
昼食・昼休み　12：00～13：00
第３時限目（英語）　13：00～14：00　
面接試験　14：10～15：45（14：10までに面接控室に集合）
　※算数の問題文選択（日本語　英語）は、試験会場で行います。
　※受験生の食事場所は試験会場です。
　※受験生は、保護者の方とは面接試験まで会うことはできません。
　※面接終了後は、各自お帰りください。

一般選抜試験　特別選抜試験　男女計120名
　中高一貫コース90名（特別選抜クラス15名を含む）　バイリンガルコース30名
　加藤学園暁秀初等学校からの入学者を含む

2022年3月に小学校を卒業する者。または、それと同等の資格のある者。

中高一貫コース75名
バイリンガルコース30名
　※バイリンガルコース受験生の中で、中高一貫コースでの合格となることがあります。

2022年1月12日（水）　※追試験受験に関しては、インフルエンザなどの証明書提出が必要です。

加藤学園暁秀中学校・高等学校

一般選抜試験

2022年1月8日（土）

受験上の注意事項

受験票　筆記用具（黒の鉛筆　黒のシャープペンシル　消しゴム）　三角定規　コンパス　
上履き　マスク　昼食（バイリンガルコース受験生のみ）　飲料

携帯通信機器　音響機器　計算・辞書機能付き機器　試験に不要と思われる物品

往路バス
　沼津駅南口エイブルコアビル前⑪番乗り場より発車、暁秀高等学校行き（運賃290円）　　8：20

復路バス
　暁秀高等学校前より発車、沼津駅行き（運賃290円）　　※試験当日会場に掲示します。

★上記時刻は、予告なく変更する場合もあります。入試前日に本校HPで確認してください。

中高一貫コース
　国語　算数　各60分　および　面接（保護者同伴）

バイリンガルコース
　国語　算数またはMath（英文表記）　英語　各60分　および　面接（日本語　英語　保護者同伴）
　　※バイリンガルコースの算数の問題文は、日本語または英語から選択できます。
　　　英語の問題は英文です。
　　※バイリンガルコースの面接は、受験生へは英語での質疑応答を含みます。

インターネットによるWeb出願
　※本校ホームページのバナーのリンクから出願してください。
　※志願者（受験生または保護者）自身が、手続きを行ってください。
　※必要事項の入力と検定料の支払いを済ませてください。
　　　クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー（金融機関ATM）をご利用いただけます。
　※受験票を各自印刷し、試験当日に持参してください。
　※在籍小学校で作成する調査書や資料、成績通知表のコピーなどは不要です。

2021年12月8日（水）　9：00～2022年1月4日（火）　15：00
　※上記期間に、検定料のお支払いができます。

14,000円　※納入された検定料の返金は致しません。

2022年1月14日（金）　12：00　校内掲示・HPへの合格者番号掲示
　※校内・HPともに、掲示は12：00～17：00とします。
　※在籍小学校と保護者様宛に、郵送にて選考結果と手続き書類等を送付いたします。
　　なお、合否発表について、電話での対応は致しません。

2022年2月10日（木）　15：00
　※期限までに手続きが完了しない場合、入学資格を失います。
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募集人員

試験日

追試験日

試験会場

選考内容

出願方法

出願期間

検定料

合格発表

手続締切

1/22（土）
特別選抜試験

中高一貫コース

対応

追試験・再追試験日

追試験・再追試験
合格発表

追試験・再追試験
手続締切

新型コロナウイルス感染症対策について（一般選抜　特別選抜　共通）

2022年2月10日（木）　15：00
　※期限までに手続きが完了しない場合、入学資格を失います。

一般選抜：追試験2022年1月14日（金）　　再追試験：2022年2月3日（木）
特別選抜：追試験2022年1月28日（金）　　再追試験：2022年2月3日（木）

出願した受験生本人、または同居する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等の理由により、本試験が受験できない場合、下記の
対応をいたします。（追試験受験届提出）なお、追試験に必要な書式は本校HPからダウンロードできます。
※詳細は別紙『出願前にお読みください！』を参照してください。

・それぞれに日程に設定している追試験が受験できます。
・本校HPに掲載する『出願前にお読みください！』に従って追試験、または再追試験が受験できます。

一般選抜：追試験2022年1月12日（水）　　再追試験：2022年1月29日（土）
特別選抜：追試験2022年1月26日（水）　　再追試験：2022年1月29日（土）

特別選抜試験
中高一貫コース（特別選抜クラス）15名
　※特別選抜クラスの合格基準に達しない場合、中高一貫コースへの一般合格となることがあります。
　※バイリンガルコースの合格とはなりません。

インターネットによるWeb出願
　※本校ホームページのバナーのリンクから出願してください。
　※志願者（受験生または保護者）自身が、手続きを行ってください。
　※必要事項の入力と検定料の支払いを済ませてください。
　　　クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー（金融機関ATM）をご利用いただけます。
　※受験票を各自印刷し、試験当日に持参してください。
　※在籍小学校で作成する調査書や資料、成績通知表のコピーなどは不要です。

受付　9：00～9：25
受験上の注意　9：30
第１時限目（国語）　9：40～10：40
第２時限目（算数）　11：00～12：00
昼食・昼休み　12：00～13：00
第３時限目（英語）　13：00～13：40
面接試験　14：00～15：30（13：40までに面接控室に集合）
　※受験生の食事場所は試験会場です。
　※受験生は、保護者の方とは面接試験まで会うことはできません。
　※面接終了後は、各自お帰りください。

2021年12月8日（水）　9：00～2022年1月18日（火）　15：00
　※上記期間に、検定料のお支払いができます。

14,000円　※納入された検定料の返金は致しません。

2022年1月28日（金）　12：00　校内掲示・HPへの合格者番号掲示
　※校内・HPともに、掲示は12：00～17：00とします。
　※在籍小学校と保護者様宛に、郵送にて選考結果と手続き書類等を送付いたします。
　　なお、合否発表について、電話での対応は致しません。

2022年2月10日（木）　15：00
　※期限までに手続きが完了しない場合、入学資格を失います。

試験内容・日程

2022年1月22日（土）

2022年1月26日（水）　※追試験受験に関しては、インフルエンザなどの証明書提出が必要です。

加藤学園暁秀中学校・高等学校

中高一貫コース
　国語　算数　各60分　英語　40分　および　面接（保護者同伴）
　　※本校一般選抜試験で中高一貫コースに合格した場合は、面接を免除します。
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入学手続金
155,000円

入学後学費（月額）
49,500円

入学辞退手続

条件

資格・審査

入学手続金免除

毎月の授業料を全額（44,500円）免除します。

毎月の授業料を半額（22,250円）免除します。

授業料の免除はありません。

条件

内容

新入生
オリエンテーション

制服採寸日
（予定）

緊急連絡など

お問い合わせ先

個人情報保護

手続き・費用・学費等（一般選抜　特別選抜　共通）

特待生制度（一般選抜　特別選抜　共通）

貸与型奨学制度（一般選抜　特別選抜　共通）

その他（一般選抜　特別選抜　共通）

月額30,000円を貸与します。
（貸与金は本校卒業後10年以内に返還していただきます。）

授業料44,500円　　施設費1,900円　　図書費600円　　PTA会費400円　　校友会費300円　
　
後援会費800円　進学対策費1,000円
　※バイリンガルコースは、二カ国語維持費30,000円が加算されます。
　※兄弟・姉妹が学校法人加藤学園の各校（園）に同時に在学する場合、弟・妹に授業料減免の特典が
　　あります。本校中学校・高等学校に弟・妹が在学する場合の授業料減免額は7,000円です。

特待生A・B・C・・・入学試験において、特に優秀な成績を収めた者

特待生A・Bについて
　資格は原則３年間継続ですが、１年ごとに本校の示す成績基準を満たしているか審査します。
　基準に満たない場合、特待生区分の変更や資格解除となる場合もあります。

内訳

特待生A

特待生B

特待生C

入学手続き後、入学を辞退する場合は、入学辞退届を提出してください。
　※提出期限：2022年2月10日（木）　15：00
　　入学辞退届が提出された場合のみ、入学金を除く115,000円を返金致します。
　※入学辞退届は、本校HPからダウンロードできます。

全ての特待生に共通して、入学手続金のうち、入学金40,000円と施設費100,000円の合計140,000
円が免除されます。

特待生種類内容

・著しい天候不良や交通機関の混乱時の対応については、本校ホームページへの掲載および、出願時に登録され
たアドレスへの一斉メール配信にて行います。（katoh-net.ac.jp からのメールが受信できるよう設定してくだ
さい。）
・新型コロナウイルス感染症の状況に伴い、記載事項に変更が生じる場合があります。急な変更については、本
校ホームページへの掲載および、出願時に登録されたアドレスへの一斉メール配信にて行います。

加藤学園暁秀中学校・高等学校　　　〒410－0011　静岡県沼津市岡宮字中見代1361－1
　℡055－924－1900　Fax055－924－3303　　担当：渉外部　渡邉喜徳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出願システム担当：渡邉喜徳・橋本健吾

入学金40,000円　　施設費100,000円　　校友会入会金2,000円　　後援会入会金3,000円　
　
進学対策会入会金10,000円
　※入学手続金の納入後の返金は致しません。

2022年3月20日（日）　9：00開始予定
　会場：加藤学園暁秀中学校・高等学校　　　内容：入学説明会　教材・物品購入

本校では、出願によって得た志願者および保護者の個人情報は、次の目的でのみ使用します。
・入学試験の出願受付、入学試験実施、合格発表、入学手続のため
・学校生活を始めるに当たって、必要となる書類やお知らせの送付のため

成績優秀で向学心があり、学費の支払いが困難な家庭の生徒を対象に入学後希望を募り、
選考により決定します。

2022年2月27日（日）9：00　加藤学園暁秀中学校・高等学校にて

4



本校ホームページから
出願サイトへアクセス

↓

マイページを作る

↓

登録確認メールから
マイページに
ログインする

↓

出願情報入力

試験選択

↓

支払方法選択

↓

申込確認書
受験票印刷

↓

入学試験当日 印刷した受験票を忘れずに持参してください。

検定料の支払い方法を選択します。
　※お支払いが完了すると、ご登録いただいたアドレスにメールが届きます。
　　メールの確認後、次のステップに進んでください。

試験内容を選択し、お支払い画面へ移動します。
　※入試日程、志望コース、志望クラスなど、誤りがないようご注意ください。

　　※途中保存して中断することができます。
　　　申込内容確認後に、検定料お支払い手続きをされることをお薦めします。

申込確認書、受験票が印刷できます。
　※受験票は本校から発送致しません。

★インターネットに接続されているPC、タブレット、スマートフォンを準備してください。

インターネット出願の流れ

メールアドレスとIDを登録します。
（GmailやYahoo!メールなど、携帯電話会社以外のメールアドレス登録を推奨します。）
学校説明会で登録済みの場合は、そのIDが使用できます。

志願者情報、保護者情報を入力し、試験選択画面へ移動します。
　※パソコンで入力ができない文字の有無について質問があります。
　　正式な氏名漢字は入学時に確認いたします。
　※外国籍等で該当する文字がない場合は、カタカナで入力してください。
　　また、ミドルネームがある場合は、「名」の欄に入力してください。

本校ホームページに出願サイトへリンクするバナーを設置します。

マイページの情報は、入学手続にも使用します。

↓

5



Q１ 一般選抜試験と特別選抜試験は両方出願ができますか？
A できます。

Q２ 一般選抜試験の結果を見てから特別選抜試験に出願できますか？
A できます。ただし、出願期間に注意してください。

特に検定料の振り込みを期限内に済ませるように注意してください。

Q３ 一般選抜試験と特別選抜試験の両方に出願した場合、両方の面接を受けますか？
A 一般選抜試験で中高一貫コースに合格した場合は、特別選抜試験の面接は免除します。
ただし、一般選抜試験でバイリンガルコースを受験した場合、特別選抜試験の面接は受験していただきます。

Q４ 一般選抜試験と特別選抜試験の両方に出願した場合、受験料の割引制度はありますか？
A ありません。

Q３にある条件で面接を免除した場合も、受験料の割引はありません。

Q５ 一般選抜試験と特別選抜試験の両方に合格した場合の入学手続きはどちらで行えば良いのですか？
A 両方とも中高一貫コースを受験した場合、特別な入学条件（特待生や特別選抜クラス）がなければ、どちらで手続

きをしていただいても構いません。しかし、受験コースが異なる場合や入学条件が付いている場合は、どちらかを
選択していただきます。

Q６ 特別選抜試験を受験した場合の合格はどのように分かれますか？
特別選抜クラスに合格しなかった場合は、入学不合格になりますか？

A 特別選抜試験を受験した受験生の中から、特別選抜クラスの合格者を決定します（15名程度）。
特別選抜クラスに合格しなかった場合、中高一貫コースへ一般合格となることがあります。この場合の一般合格
は、一般選抜試験での合格者と同じ扱いとなります。
　※特別選抜クラス・・・ホームルームクラスは中高一貫コースに所属する。
　　　　　　　　　　　　国語・数学・英語の授業時のみ特別選抜クラスの約15名で授業を行う（取出授業）。
　　　　　　　　　　　　特別選抜クラスで行う３教科の授業は、他集団より進度が速い。
　　　　　　　　　　　　上記３教科以外の授業はホームルームクラスで行う。
　　　　　　　　　　　　特別選抜クラスは入学後２年間メンバー固定を原則とする。

Q７ 特別選抜クラスの生徒も、２年生でアルファコース判定試験を受験しますか？
A アルファコース判定試験は学年の生徒全員を対象に行います。

３年よりアルファコースを希望している生徒は、この試験の結果で決定します。アルファコース判定試験は例年、
２年生の１月に５教科の筆記試験で実施しています。

Q８ 一般選抜試験でバイリンガルコースを受験し、特別選抜試験で中高一貫コースを受験することができますか？
A できます。

両方に合格した場合、どちらのコースで入学するかを決定してください。

Q９ 一般選抜試験でバイリンガルコースを受験し、合格点に届かなかった場合、不合格になりますか？
A 中高一貫コースへの合格となることがあります。

Q１０ 面接試験にどのような準備をしたら良いですか？
A 面接では特別なことは質問しません。小学校の時に頑張ってきたことや、中学校に入って頑張りたいこと、将来の

目標（未定でも構いません）など、受験生が自分の考えや気持ちを表現できれば大丈夫です。
なお、面接は保護者同伴（２名まで）となります。

Q１１ 特別選抜試験に導入される英語の出題傾向を教えてください。
A 英語４技能の内、Reading・Writing・Listeningの３技能を検査する予定です。英語検定５～４級程度の難易度を想定

しています。

Q１２ 検定料の支払いや入学手続金の納入を学校窓口でもできますか？
A できません。Webでの手続きとなっています。

Q１３ 入学辞退届はどこで入手できますか？
A 出願時に使用したシステムからプリントアウトできるようになります。その用紙に必要事項を記入し、期日までに

本校へ郵送または持参してください。期日を過ぎた場合、手続き金の返金ができなくなりますので、ご注意くださ
い。

Q１４ 受験票はどのように届きますか？
A Webでの出願手続きが完了すると、受験票がプリントアウトできます。

打ち出した受験票を、試験当日受験生自身が持参してください。なお、印刷は普通紙で構いません。

Q１５ 入学手続き完了後の新入生オリエンテーションは全員参加ですか？
A 入学者全員参加です。保護者の方と一緒にお越しください。会場は本校です。

今年度は3月20日（日）を予定しています。詳しくは入学手続き資料をご確認ください。

～加藤学園暁秀中学校受験について　主な質問～

 ５



『一般選抜』追試験受験届（様式１） 
令和  年  月  日 

加藤学園暁秀中学校長様 

 

下記の受験生が貴校入学試験に出願しております。入学試験当日に、新型コロナウイル

ス感染症にかかり治癒していない等により、追試験を受験したく下記証明書と合わせて申

請いたします。 

 

出願試験種類（該当のコースに〇を付けてください。） 

 1/8（土）『一般選抜』（中高一貫コース  バイリンガルコース） 

  
 受験番号           
  ふりがな 

 受験生氏名               
 

 保護者氏名             ㊞ 

  

追試選択（希望する日程１つに〇を付けてください。） 

   1/12（水）追試験  1/29（土）再追試験 
    ※追試は下記に医療機関が指定した治療観察期間内の日程では選択できません。 

    ※医療機関証明書のないものは受領できません。 

 

〈申請方法〉1/8（土）9：00までに電話で本校までお知らせください。 

電話での連絡後、速やかに本用紙を本校へ郵送してください。 

 

加藤学園暁秀中学校 410-0011 沼津市岡宮字中見代 1361-1 

          ☎055-924-1900 Fax055-924-3303 

                                          

医療機関証明書欄 
加藤学園暁秀中学校長様 

 

受診者氏名                   
 

病名（状況）                                 
 

治療観察期間 令和  年  月  日より 令和  年  月  日まで 

 

以上、診断いたします。 

令和  年  月  日 

医療機関名                     
 

医師名                     ㊞ 



『特別選抜』追試験受験届（様式２） 
令和  年  月  日 

加藤学園暁秀中学校長様 
 

下記の受験生が貴校入学試験に出願しております。入学試験当日に、新型コロナウイルス感染症

にかかり治癒していない等により、追試験を受験したく下記証明書と合わせて申請いたします。 

 

出願試験種類 

 1/22（土）『特別選抜』（中高一貫コース） 

  
   受験番号                
      ふりがな 

   受験生氏名               
 

   保護者氏名             ㊞ 

  

追試日 

   1/26（水）追試験  1/29（土）再追試験 
    ※追試は下記に医療機関が指定した治療観察期間内の日程では選択できません。 

    ※医療機関証明書のないものは受領できません。 
 

〈申請方法〉1/22（土）9：00までに電話で本校までお知らせください。 

電話での連絡後、速やかに本用紙を本校へ郵送してください。 
 

加藤学園暁秀中学校 410-0011 沼津市岡宮字中見代 1361-1 

               ☎055-924-1900 Fax055-924-3303 

                                          

医療機関証明書欄 
加藤学園暁秀中学校長様 

 

受診者氏名                   
 

病名（状況）                                 
 

治療観察期間 令和  年  月  日より 令和  年  月  日まで 

 

以上、診断いたします。 

令和  年  月  日 

 

医療機関名                     
 

医師名                     ㊞ 



受験辞退届（様式３） 
令和  年  月  日 

加藤学園暁秀中学校長様 

下記受験生が貴校受験を辞退したく、申請いたします。 

    

受験番号                
   

         ふりがな 

受験生氏名               

 

保護者氏名             ㊞ 

 

出願試験 （該当する箇所に〇を付けてください。） 

１ 1/8（土）『一般選抜』 
 

２ 1/22（土）『特別選抜』 
 

３ 1/12（水）『一般選抜』追試験 A① 
 

４ 1/29（土）『一般選抜』再追試験 A② 
 

５ 1/26（土）『特別選抜』追試験 C④ 

 

６ 1/29（土）『特別選抜』再追試験 C⑤ 
 

７ 1/15（土）『一般選抜』 B③ 
   ※1/8（土）に実施予定の『一般選抜』が 1/15（土）に延期となった場合 

 

８ 1/29（土）『特別選抜』 D⑥ 
   ※1/22（土）に実施予定の『特別選抜』が 1/29（土）に延期となった場合 

 

理由                                      
 

〈申請方法〉 

1～8について本用紙を提出してください。 

提出は本校窓口に持参していただくか、郵送でお願いします。郵送の場合は期日ま

での必着でお願いします。 

   なお、検定料の返金はできませんので、ご了承ください。 

※受験番号 1つにつき本用紙１枚をご提出ください。 

 

加藤学園暁秀中学校 

410-0011 沼津市岡宮字中見代 1361-1 ☎055-924-1900 Fax055-924-3303 



入学辞退届（様式４） 
令和  年  月  日 

加藤学園暁秀中学校長様 
 
下記の理由により、入学辞退をしたく、申請いたします。 

 
受験番号           

 
受験コース（該当する箇所に〇を付けてください。） 

 
   １ 『一般選抜』中高一貫コース 
 
   ２ 『一般選抜』バイリンガルコース 
 
   ３ 『特別選抜』中高一貫コース 
 
     ふりがな 

受験生氏名              
 

保護者氏名            ㊞ 
 

理由                             
 
〈入学手続金返金振込口座等〉 
 
   銀行名             支店名           
 
   口座 科目（普通 当座） 番号               
 
 

住所 〒（   －    ）                              
 
     ふりがな 

口座名（出願で登録した受験生名義または保護者名義のものをご指定ください。） 
 

                                 
 

電話番号 （     －     －     ） 
 
〈申請方法〉 
令和 4 年 2 月 10 日（木）15：00 までに本用紙を提出してください。提出は本校窓口に持

参していただくか、郵送でお願いします。郵送の場合は期限内必着でお願いします。 
加藤学園暁秀中学校 〒410-0011 沼津市岡宮中見代 1361-1 

           ☎055-924-1900 Fax055-924-3303 


