
出出願願前前にに必必ずずおお読読みみくくだだささいい！！  
 
受験生・保護者各位 

 
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。2021 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。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、37.0℃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。 

 

入学試験当日の欠席や遅刻の連絡は在籍中学校へ行ってください。受験に関する全ての連絡は、

在籍中学校から本校へ連絡することになっています。 

 

 

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。 
 
 
 

2020 年 12 月 1 日 
 
 
 
 

AA  入入学学試試験験（（22002211 年年 22 月月 22 日日（（火火））・・22 月月 33 日日（（水水））実実施施））をを受受験験ででききなないい場場合合  
  在籍中学校の先生に報告の上、下記①または②を選択してください。 
 
①① 22//99（（火火））にに追追試試験験をを実実施施ししまますす。。（募集要項に記載あり） 

《手続き》 
22//22（（火火））ままたたはは 22//33（（水水））99：：0000 ままででにに在在籍籍中中学学校校かからら本本校校へへ電電話話連連絡絡のの上上、、  
追追試試験験受受験験届届（（様様式式 aa  医医療療機機関関証証明明不不要要））をを FFaaxx ししてていいたただだくくここととににななっってていいまますす。。  

《合格発表／入学手続き》  
合格発表 2021 年 2 月 12 日（金）  
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》2021 年 2 月 24 日（水）12：00 
《併願受験者》2021 年 3 月 16 日（火）15：00  

        ※募集要項記載通り変更ありません。 
  

注注意意 11：：  
22//99（（火火））のの追追試試験験はは、、特特進進ココーースス；；学学科科試試験験５５教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語  理理科科  社社会会））とと面面接接試試験験、、

ババイイリリンンガガルルココーースス：：学学科科試試験験３３教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語））とと面面接接試試験験でで行行いいまますす。。  
 

②② 22//99（（火火））のの追追試試験験をを受受験験ででききなないい場場合合、、22//1188（（木木））にに再再追追試試験験をを実実施施ししまますす。。 
《手続き》 

22//22（（火火））ままたたはは 22//33（（水水））、、ままたたはは 22//99（（火火））99：：0000 ままででにに在在籍籍中中学学校校かからら本本校校へへ電電話話  
連連絡絡のの上上、、追追試試験験受受験験届届（（様様式式 aa  医医療療機機関関証証明明不不要要））をを FFaaxx ししてていいたただだくくここととにに  
ななっってていいまますす。。  

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2021 年 2 月 24 日（水） 
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》在在籍籍中中学学校校へへおお知知ららせせししまますす。。 
《併願受験者》2021 年 3 月 16 日（火）15：00  

 
注注意意 22：：  
22//1188（（木木））のの再再追追試試験験はは、、学学科科試試験験３３教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語））とと面面接接試試験験でで行行いいまますす。。  

 
 
BB  本本校校閉閉鎖鎖等等でで 22002211 年年 22 月月 22 日日（（火火））・・22 月月 33 日日（（水水））にに入入学学試試験験がが実実施施ででききなないい場場合合  
  
③③ 22//1188（（木木））にに入入学学試試験験をを延延期期ししてて実実施施ししまますす。。  

《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。 
詳詳細細はは在在籍籍中中学学校校へへおお知知ららせせししまますす。。  

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2021 年 2 月 24 日（水） 
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》在在籍籍中中学学校校へへおお知知ららせせししまますす。。 
《併願受験者》2021 年 3 月 16 日（火）15：00  

注注意意 33：：  
22//1188（（木木））にに入入学学試試験験をを延延期期ししたた場場合合、、学学科科試試験験３３教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語））ののみみでで行行いい、、面面接接試試

験験はは行行いいまませせんん。。  
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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
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AA  入入学学試試験験（（22002211 年年 22 月月 22 日日（（火火））・・22 月月 33 日日（（水水））実実施施））をを受受験験ででききなないい場場合合  
  在籍中学校の先生に報告の上、下記①または②を選択してください。 
 
①① 22//99（（火火））にに追追試試験験をを実実施施ししまますす。。（募集要項に記載あり） 
《手続き》 

22//22（（火火））ままたたはは 22//33（（水水））99：：0000 ままででにに在在籍籍中中学学校校かからら本本校校へへ電電話話連連絡絡のの上上、、  
追追試試験験受受験験届届（（様様式式 aa  医医療療機機関関証証明明不不要要））をを FFaaxx ししてていいたただだくくここととににななっってていいまますす。。  

《合格発表／入学手続き》  
合格発表 2021 年 2 月 12 日（金）  

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》2021 年 2 月 24 日（水）12：00 

《併願受験者》2021 年 3 月 16 日（火）15：00  
        ※募集要項記載通り変更ありません。 
  

注注意意 11：：  
22//99（（火火））のの追追試試験験はは、、特特進進ココーースス；；学学科科試試験験５５教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語  理理科科  社社会会））とと面面接接試試験験、、

ババイイリリンンガガルルココーースス：：学学科科試試験験３３教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語））とと面面接接試試験験でで行行いいまますす。。  
 

②② 22//99（（火火））のの追追試試験験をを受受験験ででききなないい場場合合、、22//1188（（木木））にに再再追追試試験験をを実実施施ししまますす。。 
《手続き》 

22//22（（火火））ままたたはは 22//33（（水水））、、ままたたはは 22//99（（火火））99：：0000 ままででにに在在籍籍中中学学校校かからら本本校校へへ電電話話  
連連絡絡のの上上、、追追試試験験受受験験届届（（様様式式 aa  医医療療機機関関証証明明不不要要））をを FFaaxx ししてていいたただだくくここととにに  
ななっってていいまますす。。  

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2021 年 2 月 24 日（水） 
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》在在籍籍中中学学校校へへおお知知ららせせししまますす。。 
《併願受験者》2021 年 3 月 16 日（火）15：00  

 
注注意意 22：：  
22//1188（（木木））のの再再追追試試験験はは、、学学科科試試験験３３教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語））とと面面接接試試験験でで行行いいまますす。。  

 
 
BB  本本校校閉閉鎖鎖等等でで 22002211 年年 22 月月 22 日日（（火火））・・22 月月 33 日日（（水水））にに入入学学試試験験がが実実施施ででききなないい場場合合  
  
③③ 22//1188（（木木））にに入入学学試試験験をを延延期期ししてて実実施施ししまますす。。  

《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。 
詳詳細細はは在在籍籍中中学学校校へへおお知知ららせせししまますす。。  

《合格発表／入学手続き》 
合格発表 2021 年 2 月 24 日（水） 
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》在在籍籍中中学学校校へへおお知知ららせせししまますす。。 
《併願受験者》2021 年 3 月 16 日（火）15：00  

注注意意 33：：  
22//1188（（木木））にに入入学学試試験験をを延延期期ししたた場場合合、、学学科科試試験験３３教教科科（（国国語語  数数学学  英英語語））ののみみでで行行いい、、面面接接試試

験験はは行行いいまませせんん。。  



静岡県公立高等学校『追加検査』に関する事柄 
  
CC  本本校校をを併併願願受受験験しし、、『『追追加加検検査査』』（（22002211 年年 33 月月 1177 日日（（水水））実実施施））をを受受験験ししたた場場合合  
   
④④ 本本校校へへのの入入学学手手続続きき期期間間をを延延長長ししまますす。。 
《手続き》 

33//1122（（金金））1177：：0000 ままででにに在在籍籍中中学学校校かからら本本校校へへ電電話話連連絡絡のの上上、、公公立立高高等等学学校校『『追追加加検検査査』』  
受受験験報報告告書書（（様様式式 bb））をを FFaaxx ししてていいたただだくくここととににななっってていいまますす。。  

《入学手続き》 
入学手続締切 《併願受験者》2021 年 3 月 19 日（金）17：00  

 
注注意意 44：：  
本本校校単単願願受受験験者者はは該該当当ししまませせんん。。  
  
注注意意 55：：  
公公立立高高等等学学校校『『追追加加検検査査』』のの結結果果はは、、在在籍籍中中学学校校かからら本本校校へへ連連絡絡ししてていいたただだききまますす。。  
ままたた、、本本校校入入学学辞辞退退者者ににつついいててはは、、在在籍籍中中学学校校かからら「「入入学学辞辞退退届届」」をを送送付付ししてていいたただだききまますす。。  

 
 

DD  そそのの他他  
  
注注意意 66：：  
新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大等等のの理理由由でで、、上上記記のの追追試試日日程程でではは受受験験不不可可能能なな場場合合、、  
在在籍籍中中学学校校かからら受受験験生生にに連連絡絡がが入入りりまますす。。  
  
注注意意 77：：  
出出願願後後のの検検定定料料のの返返金金ははででききまませせんん。。  
  
注注意意 88：：  
入入学学手手続続資資料料はは、、合合格格発発表表日日にに各各在在籍籍中中学学校校へへ発発送送致致ししまますす。。  
郵郵便便事事情情ななどどでで配配達達がが遅遅れれるる場場合合ががあありりまますす。。  
  
注注意意 99：：  
出出願願後後ののごご連連絡絡はは、、各各在在籍籍中中学学校校へへ FFaaxx をを利利用用ししまますす。。  
ままたた、、受受験験生生とと保保護護者者様様ににはは、、出出願願時時にに登登録録ししてていいたただだいいたたアアドドレレススへへ一一斉斉メメーールルをを  
配配信信致致ししまますす。。  
ささららにに本本校校 HHPP にに最最新新のの情情報報をを掲掲載載致致ししまますす。。  
 
 
 
加藤学園暁秀高等学校 
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