2021 年 9 月

受験生用資料
A

出願前に必ずお読みください！

加藤学園暁秀高等学校

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。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新たに設定しました。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。受験生は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。通常の学校生活で行っている検温チェックで構いま
せん。また、受験生には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の検温と手指の消毒、マスクの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は受験できません。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。状況により保護者様にお迎えをお願いする場合
もあります。

追試該当者の手続きや、入学試験当日の欠席・遅刻の連絡は在籍中学校から本校へ行っていただ
くようになります。不明な点は中学校の先生にご相談ください。
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。

入学試験（2022 年 2 月 1 日（火）・2 月 2 日（水）実施）を受験できない場合
受験生に症状により、受験可能な日を下記①と②から選択してください。

① 2/8（火）に追試験を実施します。
《手続き》
2/1（火）または 2/2（水）9：00 までに在籍中学校から本校へ電話連絡の上、
追試験受験届（様式 a 医療機関証明書不要）を中学校から Fax してください。
《合格発表／入学手続き》
合格発表 2022 年 2 月 10 日（木）
在籍中学校へ郵送にて結果を通知します。
入学手続締切 《単願受験者》2022 年 2 月 24 日（木）12：00
《併願受験者》2022 年 3 月 17 日（木）15：00
※募集要項記載通り変更ありません。
注意 1：
2/8（火）の追試験は、特進コース：学科試験５教科（国語 数学 英語 理科 社会）と面接試験、
バイリンガルコース：学科試験３教科（国語 数学 英語）と面接試験を行います。
② 2/8（火）の追試験を受験できない場合、2/17（木）に追加試験を実施します。
《手続き》
2/1（火）または 2/2（水）、または 2/8（火）9：00 までに在籍中学校から本校へ
電話連絡の上、追試験受験届（様式 a 医療機関証明不要）を中学校から Fax してください。
《合格発表／入学手続き》
合格発表 2022 年 2 月 21 日（月）
在籍中学校へ郵送にて結果を通知します。
入学手続締切 《単願受験者》2022 年 2 月 24 日（木）12：00
《併願受験者》2022 年 3 月 17 日（木）15：00
注意 2：
2/17（木）の追加試験は、全コース学科試験３教科（国語 数学 英語）と面接試験を行います。
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本校閉鎖等で 2021 年 2 月 1 日（火）・2 月 2 日（水）に入学試験が実施できない場合

③ 2/17（木）に入学試験を延期して実施します。
《手続き》
延期日程で入学試験を行う場合は、手続き不要です。
詳細は中学校へお知らせします。
《合格発表／入学手続き》
合格発表 2022 年 2 月 21 日（月）
在籍中学校へ郵送にて結果を通知します。
入学手続締切 《単願受験者》2022 年 2 月 24 日（木）12：00
《併願受験者》2022 年 3 月 17 日（木）15：00
注意 3：
2/17（木）に入学試験を延期した場合、全コース学科試験３教科（国語
面接試験は行いません。

数学

英語）のみで行い、

静岡県公立高等学校『追加検査』に関する事柄
C

本校を併願受験し、公立高等学校の本試験並びに追試験が受験ができない場合

④ 本校への入学手続期間が延長できる場合があります。
《手続き》
在籍中学校へご相談ください。
注意 4：
本校単願受験者は該当しません。
注意 5：
『追加検査』の結果は、在籍中学校から本校へご連絡をいただきます。
D

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、
在籍中学校から電話で本校担当者へご連絡ください。
注意 7：
出願後の検定料の返金はできません。
注意 8：
入学手続資料は、合格発表日に各在籍中学校へ発送致します。
郵便事情などで配達が遅れる場合があります。
注意 9：
出願後のご連絡は、各在籍中学校へ Fax を利用します。また、受験生と保護者様には
出願時に登録していただいたアドレスへ一斉メールを配信致します。
さらに本校 HP に最新情報を掲載致します。

加藤学園暁秀高等学校
〒410-0011 沼津市岡宮字中見代 1361-1

☎055-924-1900

Fax055-924-3303

2022年度

入学者選抜試験要項
2022年度の暁秀高等学校News
・特進コース改編！
特別選抜クラス／文理融合クラスを新設します。
・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
URL http://www.katoh-net.ac.jp/GyoshuHS/

入学試験について
募集人員
出願資格
試験日

全日制 普通科 男女計210名
特進コース（特別選抜クラス／文理融合クラス）・バイリンガルコース
加藤学園暁秀中学校からの進学者を含む
2022年3月に中学校を卒業する者。または、それと同等の資格のある者。

2022年2月1日（火）：学科試験

2022年2月2日（水）：面接試験

追試験日

2022年2月8日（火）：学科試験および面接試験
※追試験受験に関しては、試験当日までに在籍中学校の校長からご連絡をいただきます。（追試験受験届提出）

試験会場

加藤学園暁秀中学校・高等学校

特進コース（特別選抜クラス／文理融合クラス）
選考内容

国語 数学 英語 理科 社会 各50分 および 面接（集団面接） 調査書
※文理融合クラスに出願した場合でも、希望者は特別選抜クラスへチャレンジができます。
内容の詳細は、在籍中学校に確認してください。

バイリンガルコース
国語 数学 英語 各50分 および 面接（日本語 英語） 調査書

出願方法

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。
※受験票は在籍中学校を通してお渡しします。

事前情報入力 2022年1月6日（木） 9：00～2022年1月11日（火） 23：59
※上記期間は、検定料のお支払いはできません。

Web出願 2022年1月12日（水） 9：00～2022年1月20日（木） 15：00
出願期間

※上記期間に、検定料のお支払いができます。

願書受付 2022年1月25日（火） 9：00～16：00
2022年1月26日（水） 9：00～14：00
※願書受付は本校窓口で行います。（在籍中学校からの書類提出）
郵送の場合は2022年1月26日（水）までに本校へ届くようにご注意ください。（事前郵送可）

受験生自身が行うこと（Web手続き）
①志願者情報入力 ②検定料支払い
※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。

提出書類等

在籍中学校で行うこと
③出願状況一覧表 ④推薦書等（必要な場合） ⑤調査書
※③～⑤を願書受付期間に本校窓口へご提出ください。

検定料
合格発表

手続締切

17,000円 ※納入された検定料の返金は致しません。

2022年2月10日（木）
※在籍中学校へ郵送にて結果を通知します。また、手続き書類等も在籍中学校へ郵送いたします。
なお、合否発表について、電話での対応は致しません。

単願受験者：2022年2月24日（木） 12：00
併願受験者：2022年3月17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。
※併願受験者の入学辞退は、在籍中学校からの手続きとなります。

新型コロナウイルス感染症対策について
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①または②
の対応をいたします。（追試験受験届提出）また、本校を併願受験する受験生で、同様の理由で公立高校入学試験を正規の日程で受験できない場合
は、在籍中学校からご連絡をいただくことにより、個別に対応いたします。※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。

対応
追加試験日

①2/8（火）実施予定の追試験が受験できます。 ※上記参照
②2/17（木）実施予定の追加試験が受験できます。 ※下記参照
2022年2月17日（木）：学科試験および面接試験
※2022年2月9日（水） 17：00までに、追試験受験届を在籍中学校から提出していただきます。

追加試験合格発表

2022年2月21日（月）
※在籍中学校へ郵送にて結果を通知します。また、手続き書類等も在籍中学校へ郵送いたします。

追加試験手続締切

上記の手続締切と同日とします。
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試験内容・日程

2/1（火）
学科試験

受付 8：00～8：30（開場8：00）
受験上の注意 8：40
第１時限目（国語） 8：50～9：40
第２時限目（英語） 10：00～10：50
第３時限目（数学） 11：10～12：00
昼食・昼休み 12：00～13：00
第４時限目（社会） 13：00～13：50
第５時限目（理科） 14：10～15：00
※一部の受験生は、第５時限目終了後に面接試験を行います。（該当者には事前連絡します。）
※バイリンガルコース受験生は、第３時限目終了直後に面接試験を行います。

2/2（水）
面接試験

受付 8：30～9：00（開場8：00）
面接試験 9：15～11：30
※面接が終了した時点で試験は全て終了となります。各自お帰りください。

受験上の注意事項
持ち物
持ち込み禁止

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（分度器は使用不可） コンパス
上履き マスク 昼食（バイリンガルコース受験生は不要） 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）
2/1（火） 7：20 7：25 7：30 7：35 7：40 7：45 7：50
2/2（水） 7：40 7：45 7：50 7：55 8：00 8：10

交通機関

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。

注意点

・本校合格者が他校の再募集に出願する場合、本校合格を辞退していただきます。
・単願者の合格者数は定員以内とします。
・本校では再募集を行う予定はありません。

手続き・費用・学費等
内訳
入学手続金
180,000円

入学後学費（月額）
51,000円

入学金40,000円

施設費125,000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。
授業料42,000円 施設費5,400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1,500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。

給付型奨学制度（2021年度4月 特待制度より変更）
条件

資格・審査
入学手続金免除

奨学生A1・B１・C・運動部奨学生・A２・B２について・・・成績優秀で向学心があり、学校長が推薦した者
奨学生SAについて・・・入学試験において、優秀な成績を収めた者
奨学生A１・B１・A２・B２・SA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、奨学生区分の変更や資格解除となる場合もあります。

全ての奨学生に共通して、入学手続金のうち、入学金40,000円と施設費125,000円の合計165,000円が免除
されます。
奨学生A１

毎月42,000円を支給します。（年額504,000円支給）

奨学生B１

毎月21,000円を支給します。（年額252,000円支給）

単願受験者
奨学生C

奨学生種類内容

毎月の支給はありません。

運動部奨学生 毎月の支給はありません。
奨学生A２

毎月42,000円を支給します。（年額504,000円支給）

奨学生B２

毎月21,000円を支給します。（年額252,000円支給）

奨学生SA

毎月42,000円を支給します。（年額504,000円支給）

併願受験者
受験生全員

留意点

給付型奨学制度は、国の就学支援金制度や静岡県の授業料減免制度と併用できることがあります。
公的支援金については、新入生オリエンテーションまたは入学以降にご案内いたします。
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貸与型奨学制度
条件
内容

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。
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。）

その他
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

2022年3月20日（日） 13：00開始予定
会場：加藤学園暁秀高等学校

内容：入学説明会 教材・物品購入

単願受験者：2022年2月27日（日） 10：00 加藤学園暁秀中学校・高等学校にて
併願受験者：2022年3月20日（日） オリエンテーション会場にて
・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。

お問い合わせ先

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

個人情報保護

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

インターネット出願の流れ概略（詳細は『インターネット出願手続きの手引き』を参照してください。）
★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。
本校ホームページから
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。
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

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。
マイページの情報は、入学手続にも使用します。
確認メールで届いた確認コードを入力し、志願者氏名、パスワードを入力します。

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。

↓
試験選択
↓
支払方法選択

試験内容を選択し、お支払い画面へ移動します。
※途中保存して中断することができます。
中学校の先生の指示で内容確認が必要な場合があります。
検定料の支払い方法を選択します。

↓
申込確認をする

申込確認書が印刷できます。中学校の先生の指示に従ってください。
受験票の印刷は不要です。
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