
９．ステップアップ制度（単願・併願受験者いずれにも適用）
① ステップアップ制度とは、学力検査の結果によって上位コースへの合格をお認めする制度です。
②  ステップアップ制度をご希望される場合には、必ず出願前に中学校の先生にご相談の上、インターネット出願サイト

「miraicompass」での出願時に該当する箇所へチェックを入れて下さい。
③ ステップアップをお認めするコースは以下の通りです。

受験するコース ステップアップ可能なコース
総合コース ⇒ 　　進学コース
進学コース ⇒ 　　特進コース

特進コース ⇒ 　　α特進コース
※入試点によっては学業奨学生Ｓ・学業奨学生Ａになる場合もあります。

④  合格発表の際に、合格通知にて受験されたコースについての合否をお知らせします。また合わせてステップアップの
可否についてもお知らせします。

10．特記事項
① 公立高等学校の再募集に志願する場合には、本校の入学を辞退してから志願してください。
② 検定料・入学手続金の納入後の返金要求には、一切応じません。
③ 兄弟・姉妹が加藤学園の各校に在学の場合、弟・妹に授業料 6,000 円・PTA 会費 500 円の減免特典があります。

11．加藤学園高等学校　奨学生制度
学業奨学生（単願受験者・併願受験者） 部活動奨学生（単願受験者のみ）

①  学習成績優秀かつ品行方正で、本校の教育方針に従っ
て生徒の本分を守りながら勉学に励むことを約束で
きる者。

②  将来、国公立大学・難関私立大学に大学入学共通テ
スト・一般入試で挑戦し、進学する強い意志を持つ者。

③  学業奨学生になるには、（あ）規定の内申点をクリア・
（い）筆記試験成績基準をクリアの２つの方法があり
ます。

④  奨学生待遇は、原則３年間継続です。ただし１年ご
とに　審査します。成績基準を満たせない場合には
奨学生区分の変更・解除の場合もあります。

①  各競技の技術に優れ、身体強健かつ品行方正で、本校の
教育方針に従って生徒の本分を守りながら勉学と部活動
を両立することを約束できる者。

② 部活動奨学生は、本校指定の部活動のみが募集します。
③  部活動奨学生Ｓは「全国大会出場レベルの技量を持つ者」

とし、原則として本校の運動部担当者が推薦する者とし
ます。

④  部活動奨学生Ａ・Ｂは「県大会上位レベルの技量を持つ者」
とし、原則として本校の運動部担当者が推薦する者とし
ます。

⑤ 奨学生待遇は、原則３年間継続です。

（１）奨学生への特典　※全ての奨学生は、入学手続きの費用のうち、入学金と施設費の合計 150,000 円を免除します。
奨学生区分 対　象 内　容

奨学生Ｓ 学業・部活動 上記の特典に加え、奨学費年額 150,000 円を支給します。（毎年４月支給）
また入学後の施設費の年額 58,800 円のうち、半額（29,400 円）を免除します。

奨学生Ａ 学業・部活動 上記の特典に加え、奨学費年額 75,000 円を支給します。（毎年４月支給）
奨学生Ｂ 部活動のみ 奨学生特典は上記の 150,000 円のみとなります。（入学後の学費等は、一般の生徒と同額）

　※全ての奨学生に、毎月の授業料（32,500 円）を一旦納入していただきます。

12．学校給付金制度
※奨学生Ｓ・Ａの方で就学支援金等が満額支給されない方には、以下のような本校独自の授業料補助を行います。

奨学生区分 就学支援金支給対象
概ねの年収目安

就学支援金（国制度）
授業料減免（県制度）

学校給付金
（本校制度） 総支給額 奨学費

（本校制度）

奨学生Ｓ

年収 0円〜 700万円 390,000 円 0円 390,000 円

+ 150,000 円
年収 700万円〜 800万円 198,000 円 192,000 円 390,000 円
年収 800万円〜 910万円 118,800 円 271,200 円 390,000 円
年収 910万円以上〜 0円 390,000 円 390,000 円

奨学生Ａ

年収 0円〜 700万円 390,000 円 0円 390,000 円

+ 75,000 円
年収 700万円〜 800万円 198,000 円 192,000 円 390,000 円
年収 800万円〜 910万円 118,800 円 195,000 円 313,800 円
年収 910万円以上〜 0円 195,000 円 195,000 円
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　　　　　　〈受験生用〉
Web出願手続きの手引き

◆Web出願の手続き期間について

令和５年１月 12日（木）9：00　～　令和５年１月 20日（金）23：59

＊１月６日（金）9：00より事前入力が可能です。＊入学検定料のお支払いは１月12日（木）以降となります。
＊�募集要項では1月20日（金）を手続締切日としてありますが、中学校ごとに改めて出願手続き完了日を
設定されることがありますので、中学校の指示に従って手続きを進めてください。

◆手続きの事前準備について
①インターネットに接続されているパソコン・スマートフォン・タブレット端末
②利用可能なメールアドレス
「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。
＊�携帯電話のメールアドレスを登録する場合、迷惑メール対策で「メールの受信／拒否設定」が設定してある場合が多く、
確認メールが受信できないことがあります。事前に確認をお願いいたします。�

③�【申込内容確認書の印刷が必要な場合】図13にメールにPDFを送信する方法やコンビニエンスストアでの印刷方法
が記載されているページへのリンクがございますので、そちらでご確認ください。
④インターネットに接続する環境がない場合は、本校へ問い合わせてください。
［問合せ先］加藤学園高等学校　入試広報部　電話�055-921-0347　8：30〜16：00

◆手続きについて　　＊�入力・手続きに関するご不明な点はマイページ右下にある「お問い合わせ先」・「よくある質問」
をご確認ください。

１　本校ホームページより『出願サイト』へアクセス

本校ホームページのトップページにある【Web出願はこちら】をクリックしてください。

２　マイページをつくる

（１）�はじめての方は【はじめての方はこちら】をクリック
します。

　※�既に�mirai�compass のマイページを作られている場
合は「３�出願情報の登録」から操作を行ってください。

（２）�メールアドレスを入力し、【送信】をクリックすると、
Step2（次ページ図３）の画面に変わり、確認メール
（次ページ図４）が届きます。
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（３）�STEP2画面を閉じずに、届いたメールを開き、
「確認コード（数字６桁）」を確認してください。

注：�上画面（メール）をずらして、STEP2画面に入力
してください

（４）�「確認コード」「志願者氏名（カナ）」「パスワード」
を入力して、【登録】をクリックしてください。

（２）�マイページの【新規申込手続きへ】をクリ�マイページの【新規申込手続きへ】をクリックしックし
てください。てください。

（３）入試区分を選択して【次へ】をクリックしてください。
（４）�規約同意確認が表示されます。下までスクロール

して【同意して次へ】をクリックしてください。

（１）出願トップページ（図１）より、「メールアドレス」「パスワード」を入力して、【ログイン】をクリックしてください。

（５）【ログインへ】をクリックしてください。
　　出願トップページに戻ります。
　※�ログイン�ID は兄弟姉妹で共有できます。ログイン後
　　「志願者を追加したい方はこちら」より追加してください。

３　出願情報の登録

注

＊「出願情報記録用紙」の内容を確認しながら、入力してください。

図３
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９．ステップアップ制度（単願・併願受験者いずれにも適用）
① ステップアップ制度とは、学力検査の結果によって上位コースへの合格をお認めする制度です。
②  ステップアップ制度をご希望される場合には、必ず出願前に中学校の先生にご相談の上、インターネット出願サイト

「miraicompass」での出願時に該当する箇所へチェックを入れて下さい。
③ ステップアップをお認めするコースは以下の通りです。

受験するコース ステップアップ可能なコース
総合コース ⇒ 　　進学コース
進学コース ⇒ 　　特進コース

特進コース ⇒ 　　α特進コース
※入試点によっては学業奨学生Ｓ・学業奨学生Ａになる場合もあります。

④  合格発表の際に、合格通知にて受験されたコースについての合否をお知らせします。また合わせてステップアップの
可否についてもお知らせします。

10．特記事項
① 公立高等学校の再募集に志願する場合には、本校の入学を辞退してから志願してください。
② 検定料・入学手続金の納入後の返金要求には、一切応じません。
③ 兄弟・姉妹が加藤学園の各校に在学の場合、弟・妹に授業料 6,000 円・PTA 会費 500 円の減免特典があります。

11．加藤学園高等学校　奨学生制度
学業奨学生（単願受験者・併願受験者） 部活動奨学生（単願受験者のみ）

①  学習成績優秀かつ品行方正で、本校の教育方針に従っ
て生徒の本分を守りながら勉学に励むことを約束で
きる者。

②  将来、国公立大学・難関私立大学に大学入学共通テ
スト・一般入試で挑戦し、進学する強い意志を持つ者。

③  学業奨学生になるには、（あ）規定の内申点をクリア・
（い）筆記試験成績基準をクリアの２つの方法があり
ます。

④  奨学生待遇は、原則３年間継続です。ただし１年ご
とに　審査します。成績基準を満たせない場合には
奨学生区分の変更・解除の場合もあります。

①  各競技の技術に優れ、身体強健かつ品行方正で、本校の
教育方針に従って生徒の本分を守りながら勉学と部活動
を両立することを約束できる者。

② 部活動奨学生は、本校指定の部活動のみが募集します。
③  部活動奨学生Ｓは「全国大会出場レベルの技量を持つ者」

とし、原則として本校の運動部担当者が推薦する者とし
ます。

④  部活動奨学生Ａ・Ｂは「県大会上位レベルの技量を持つ者」
とし、原則として本校の運動部担当者が推薦する者とし
ます。

⑤ 奨学生待遇は、原則３年間継続です。

（１）奨学生への特典　※全ての奨学生は、入学手続きの費用のうち、入学金と施設費の合計 150,000 円を免除します。
奨学生区分 対　象 内　容

奨学生Ｓ 学業・部活動 上記の特典に加え、奨学費年額 150,000 円を支給します。（毎年４月支給）
また入学後の施設費の年額 58,800 円のうち、半額（29,400 円）を免除します。

奨学生Ａ 学業・部活動 上記の特典に加え、奨学費年額 75,000 円を支給します。（毎年４月支給）
奨学生Ｂ 部活動のみ 奨学生特典は上記の 150,000 円のみとなります。（入学後の学費等は、一般の生徒と同額）

　※全ての奨学生に、毎月の授業料（32,500 円）を一旦納入していただきます。

12．学校給付金制度
※奨学生Ｓ・Ａの方で就学支援金等が満額支給されない方には、以下のような本校独自の授業料補助を行います。

奨学生区分 就学支援金支給対象
概ねの年収目安

就学支援金（国制度）
授業料減免（県制度）

学校給付金
（本校制度） 総支給額 奨学費

（本校制度）

奨学生Ｓ

年収 0円〜 700万円 390,000 円 0円 390,000 円

+ 150,000 円
年収 700万円〜 800万円 198,000 円 192,000 円 390,000 円
年収 800万円〜 910万円 118,800 円 271,200 円 390,000 円
年収 910万円以上〜 0円 390,000 円 390,000 円

奨学生Ａ

年収 0円〜 700万円 390,000 円 0円 390,000 円

+ 75,000 円
年収 700万円〜 800万円 198,000 円 192,000 円 390,000 円
年収 800万円〜 910万円 118,800 円 195,000 円 313,800 円
年収 910万円以上〜 0円 195,000 円 195,000 円
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　　　　　　〈受験生用〉
Web出願手続きの手引き

◆Web出願の手続き期間について

令和５年１月 12日（木）9：00　～　令和５年１月 20日（金）23：59

＊１月６日（金）9：00より事前入力が可能です。＊入学検定料のお支払いは１月12日（木）以降となります。
＊�募集要項では1月20日（金）を手続締切日としてありますが、中学校ごとに改めて出願手続き完了日を
設定されることがありますので、中学校の指示に従って手続きを進めてください。

◆手続きの事前準備について
①インターネットに接続されているパソコン・スマートフォン・タブレット端末
②利用可能なメールアドレス
「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。
＊�携帯電話のメールアドレスを登録する場合、迷惑メール対策で「メールの受信／拒否設定」が設定してある場合が多く、
確認メールが受信できないことがあります。事前に確認をお願いいたします。�

③�【申込内容確認書の印刷が必要な場合】図13にメールにPDFを送信する方法やコンビニエンスストアでの印刷方法
が記載されているページへのリンクがございますので、そちらでご確認ください。
④インターネットに接続する環境がない場合は、本校へ問い合わせてください。
［問合せ先］加藤学園高等学校　入試広報部　電話�055-921-0347　8：30〜16：00

◆手続きについて　　＊�入力・手続きに関するご不明な点はマイページ右下にある「お問い合わせ先」・「よくある質問」
をご確認ください。

１　本校ホームページより『出願サイト』へアクセス

本校ホームページのトップページにある【Web出願はこちら】をクリックしてください。

２　マイページをつくる

（１）�はじめての方は【はじめての方はこちら】をクリック
します。

　※�既に�mirai�compass のマイページを作られている場
合は「３�出願情報の登録」から操作を行ってください。

（２）�メールアドレスを入力し、【送信】をクリックすると、
Step2（次ページ図３）の画面に変わり、確認メール
（次ページ図４）が届きます。

図１ 図２
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（３）�STEP2画面を閉じずに、届いたメールを開き、
「確認コード（数字６桁）」を確認してください。

注：�上画面（メール）をずらして、STEP2画面に入力
してください

（４）�「確認コード」「志願者氏名（カナ）」「パスワード」
を入力して、【登録】をクリックしてください。

（２）�マイページの【新規申込手続きへ】をクリ�マイページの【新規申込手続きへ】をクリックしックし
てください。てください。

（３）入試区分を選択して【次へ】をクリックしてください。
（４）�規約同意確認が表示されます。下までスクロール

して【同意して次へ】をクリックしてください。

（１）出願トップページ（図１）より、「メールアドレス」「パスワード」を入力して、【ログイン】をクリックしてください。

（５）【ログインへ】をクリックしてください。
　　出願トップページに戻ります。
　※�ログイン�ID は兄弟姉妹で共有できます。ログイン後
　　「志願者を追加したい方はこちら」より追加してください。

３　出願情報の登録

注

＊「出願情報記録用紙」の内容を確認しながら、入力してください。
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１．出願資格
　2023 年３月に中学校を卒業見込みで、本校の教育方針に従って生徒の本分を守り勉学に意欲のある者。

２．出願手続き・出願期間・検定料
　※本校は Web 出願を導入しております。出願手続きの詳細につきましては、「Web 出願手続きの手引き」をご覧下さい。

① 出願情報事前入力期間（受験生） 2023 年１月 6 日（金）9：00 ～１月 11 日（水）23：59 まで
② Web 出願期間（受験生） 2023 年１月 12 日（木）9：00 ～１月 20 日（金）23：59 まで

（この期間内に入学検定料のお支払いを済ませてください。）
③ 検定料 15,000 円

３．本試験日程と試験内容

① 本試験日程

第 1 日目　〔筆記試験〕 第 2 日目　〔面接試験〕
2023 年２月１日（水）9：00 より

（8：40 までに入室）
2023 年２月２日（木）　
午前の部：9：00 より　午後の部：13：00 より

※遠方受験者は、前日（筆記試験後 ) に繰り上げて面接試験を行います。
※面接試験の集合時間については、調査書出願時に中学校に対してお知らせします。

② 試験内容 学力検査（国語・数学・英語・理科・社会の５教科・50 分間）　　面接試験（グループ面接）
③ 試験日の持ち物 受験票（両日）・上履き（両日）・筆記用具（第１日目）・昼食（第１日目）・マスク（両日）
④ 試験日の諸注意 携帯電話・多機能付腕時計（Apple watchなど）・置時計などの試験会場持ち込みは禁止します。

４．合格発表　　　　
　2023 年２月 10 日（金）　受験結果を中学校に通知します。
　※校内掲示・インターネットでの発表は行いません。また、電話による問い合わせには応じません。

５．追試験　（追試験に該当される方がいる中学校に対して 2023 年２月２日以降に詳細をご連絡します。）
新型コロナウイルス感染症以外の理由による

追試験該当者 新型コロナウイルス感染症に係る追試験該当者

① 試験日 2023 年２月７日（火）8：50 より 2023 年２月 17 日（金）8：50 より
② 合格発表 本試験受験者と同じ 2023 年２月 22 日（水）

③ 手続き締め切り 単願者・併願者いずれも本試験受験者と同じ ・単願者　2023 年 2 月 27 日（月）12:00 まで
・併願者　本試験受験者と同じ

６．入学手続き

① 納入金 入学金： 40,000 円 校友会入会金：8,000 円
施設費： 110,000 円 後援会入会金：3,000 円 合計：161,000 円

② 納入手続き期間 ・単願者　　2023 年２月 15 日（水）12：00 までに手続きを済ませてください。
・併願者　　2023 年３月 16 日（木）12：00 までに手続きを済ませてください。

７．入学後の学費（月額） 
　授業料： 32,500 円 　 図書費： 400 円 校友会費： 2,000 円
　施設費： 4,900 円 PTA 会費：500 円 後援会費： 200 円　　　　

※入学後の学費は、年４期（３か月分）に分けて納入していただきます。
合計：  40,500 円

８．入学時特典制度（全コース対象・単願・併願受験者いずれにも適用）
�本校が定める出願目安をクリアした方を対象に、入学手続きの費用のうち、入学金と施設費の合計 150,000 円を
免除します。（出願目安については中学校の先生にお尋ね下さい。）

〔募集定員〕普通科（共学）500名
α特進コース：40名 特進コース：80名 進学コース：220名 総合コース：160名

2023年度 生徒募集要項　　　加藤学園高等学校

3

（５）「志願者情報」を入力してください。
　※�入力できない漢字がある場合は「入力できない文字の有無」の
項目を「あり」にしてください。

　※�出身校は基本的にリストの中にあります。どうしても見つから
ない場合のみ、その他に入力してください。

（６）「保護者情報」を入力後、【試験選択画面へ】を
　　クリックしてください。

４　申込内容確認書の印刷

（２）�申込内容を確認し、間違いがなければ【申込内容確認書】を
クリックします。

　※�スマートフォンやタブレット端末においてPDFファイルがうまく表
示されない場合は、メールで他の端末（パソコンなどPDFが見れる
端末）へ送信することが可能です。【ダウンロードできない方はこち
ら】をクリックし、手順に従ってください。

　※�ご家庭にプリンタがない場合、コンビニエンスストアで印刷が可能
です。その際は、【コンビニエンスストアでプリントする方はこちら】
をクリックし、手順に従って印刷してください。

（１）（１）マイページの【申込確認】をクリックします。マイページの【申込確認】をクリックします。

（３）「申込内容確認書」
が作成されます。申込内
容確認書をA４サイズ用
紙に印刷し、中学校の先
生に確認してもらいます。
（確認するかどうかは各中
学校の判断になります。）

（４）マイページの【続きから】をクリックします。

（８）-1�受験料を支払う前に中学校へ申込内容確認書を提出する場合
　　　�→【保存して中断する】をクリックしてください。
　　�　「４�申込内容確認書の印刷」へ
（８）-2�受験料を支払う場合
　　　�→【お支払い画面へ】をクリックしてください。
　　　�「５�受験料の支払い」へ�
　※�【保存して中断する】をクリックしていない場合、入力された内容
は保存されていませんので、心配な方は一旦保存し、マイページの

　　【続きから】から進んでください。

＊�申込内容確認書の印刷・提出は各中学校の指示
に従ってください。

注

＊印刷・提出は各中学校の指示に従ってください。

図 11

図 10

図 12

図 13

図 14

図 15
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注

（７）�（７）�「試験日」「希望コース」を検索し【選択】をクリック「試験日」「希望コース」を検索し【選択】をクリック
してください。してください。α特進コースの受験者はステップアッα特進コースの受験者はステップアッ
プの希望「なし」を選択してください。プの希望「なし」を選択してください。

� �特進コース・進学コース・総合コースの受験者はステッ� �特進コース・進学コース・総合コースの受験者はステッ
プアップの希望「あり」か「なし」いずれかを選択しプアップの希望「あり」か「なし」いずれかを選択し
てください。てください。
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〈受験生用〉

（１）�支払い方法を選択して、【確認画面へ】をクリック（１）�支払い方法を選択して、【確認画面へ】をクリック
します。します。

　※各支払いには手数料がかかります。ご了承ください。　※各支払いには手数料がかかります。ご了承ください。

（２）（２）�内容を確認して、【上記内容で申込む】をクリック�内容を確認して、【上記内容で申込む】をクリック
して支払いをします。して支払いをします。

（３）手続完了

③【ペイジー（Pay-easy）対応金融機関でのお支払い】�
　�ペイジー対応の�ATMまたはインターネットバンキング

からお支払い。操作方法は�www.pay-easy.jp を参照。

（１）マイページの【申込確認】をクリックします。
（２）申込内容確認書をA4サイズ用紙に印刷し、中学校の先生に確認してもらいます。

（５）�試験選択画面まで進み、ページ下部の
　　【お支払い画面へ】をクリックします。

①【クレジットカードでの決済】
　カード番号など、必要な情報を入力し、オンラインで決済。

②【コンビニエンスストアでのお支払い】
　�出願手続き画面に表示される各種「番号」を控えて、

　期限内に選択したコンビニエンスストアでお支払い。

【支払い方法（参照）】

セブンイレブン選択時画面

支払方法

『払込票番号』

ローソン・ファミリーマート・ミニストップ等選択時画面

５　入学検定料の支払い

６　手続き完了後に申込内容確認書を提出する場合

＊印刷・提出は各中学校の指示に従ってください。

図 17

図 16

図 18

図 19 図 20

支払方法

『お客様番号』『確認番号』
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❶



１．出願資格
　2023 年３月に中学校を卒業見込みで、本校の教育方針に従って生徒の本分を守り勉学に意欲のある者。

２．出願手続き・出願期間・検定料
　※本校は Web 出願を導入しております。出願手続きの詳細につきましては、「Web 出願手続きの手引き」をご覧下さい。

① 出願情報事前入力期間（受験生） 2023 年１月 6 日（金）9：00 ～１月 11 日（水）23：59 まで
② Web 出願期間（受験生） 2023 年１月 12 日（木）9：00 ～１月 20 日（金）23：59 まで

（この期間内に入学検定料のお支払いを済ませてください。）
③ 検定料 15,000 円

３．本試験日程と試験内容

① 本試験日程

第 1 日目　〔筆記試験〕 第 2 日目　〔面接試験〕
2023 年２月１日（水）9：00 より

（8：40 までに入室）
2023 年２月２日（木）　
午前の部：9：00 より　午後の部：13：00 より

※遠方受験者は、前日（筆記試験後 ) に繰り上げて面接試験を行います。
※面接試験の集合時間については、調査書出願時に中学校に対してお知らせします。

② 試験内容 学力検査（国語・数学・英語・理科・社会の５教科・50 分間）　　面接試験（グループ面接）
③ 試験日の持ち物 受験票（両日）・上履き（両日）・筆記用具（第１日目）・昼食（第１日目）・マスク（両日）
④ 試験日の諸注意 携帯電話・多機能付腕時計（Apple watchなど）・置時計などの試験会場持ち込みは禁止します。

４．合格発表　　　　
　2023 年２月 10 日（金）　受験結果を中学校に通知します。
　※校内掲示・インターネットでの発表は行いません。また、電話による問い合わせには応じません。

５．追試験　（追試験に該当される方がいる中学校に対して 2023 年２月２日以降に詳細をご連絡します。）
新型コロナウイルス感染症以外の理由による

追試験該当者 新型コロナウイルス感染症に係る追試験該当者

① 試験日 2023 年２月７日（火）8：50 より 2023 年２月 17 日（金）8：50 より
② 合格発表 本試験受験者と同じ 2023 年２月 22 日（水）

③ 手続き締め切り 単願者・併願者いずれも本試験受験者と同じ ・単願者　2023 年 2 月 27 日（月）12:00 まで
・併願者　本試験受験者と同じ

６．入学手続き

① 納入金 入学金： 40,000 円 校友会入会金：8,000 円
施設費： 110,000 円 後援会入会金：3,000 円 合計：161,000 円

② 納入手続き期間 ・単願者　　2023 年２月 15 日（水）12：00 までに手続きを済ませてください。
・併願者　　2023 年３月 16 日（木）12：00 までに手続きを済ませてください。

７．入学後の学費（月額） 
　授業料： 32,500 円 　 図書費： 400 円 校友会費： 2,000 円
　施設費： 4,900 円 PTA 会費：500 円 後援会費： 200 円　　　　

※入学後の学費は、年４期（３か月分）に分けて納入していただきます。
合計：  40,500 円

８．入学時特典制度（全コース対象・単願・併願受験者いずれにも適用）
�本校が定める出願目安をクリアした方を対象に、入学手続きの費用のうち、入学金と施設費の合計 150,000 円を
免除します。（出願目安については中学校の先生にお尋ね下さい。）

〔募集定員〕普通科（共学）500名
α特進コース：40名 特進コース：80名 進学コース：220名 総合コース：160名

2023年度 生徒募集要項　　　加藤学園高等学校

3

（５）「志願者情報」を入力してください。
　※�入力できない漢字がある場合は「入力できない文字の有無」の
項目を「あり」にしてください。

　※�出身校は基本的にリストの中にあります。どうしても見つから
ない場合のみ、その他に入力してください。

（６）「保護者情報」を入力後、【試験選択画面へ】を
　　クリックしてください。

４　申込内容確認書の印刷

（２）�申込内容を確認し、間違いがなければ【申込内容確認書】を
クリックします。

　※�スマートフォンやタブレット端末においてPDFファイルがうまく表
示されない場合は、メールで他の端末（パソコンなどPDFが見れる
端末）へ送信することが可能です。【ダウンロードできない方はこち
ら】をクリックし、手順に従ってください。

　※�ご家庭にプリンタがない場合、コンビニエンスストアで印刷が可能
です。その際は、【コンビニエンスストアでプリントする方はこちら】
をクリックし、手順に従って印刷してください。

（１）（１）マイページの【申込確認】をクリックします。マイページの【申込確認】をクリックします。

（３）「申込内容確認書」
が作成されます。申込内
容確認書をA４サイズ用
紙に印刷し、中学校の先
生に確認してもらいます。
（確認するかどうかは各中
学校の判断になります。）

（４）マイページの【続きから】をクリックします。

（８）-1�受験料を支払う前に中学校へ申込内容確認書を提出する場合
　　　�→【保存して中断する】をクリックしてください。
　　�　「４�申込内容確認書の印刷」へ
（８）-2�受験料を支払う場合
　　　�→【お支払い画面へ】をクリックしてください。
　　　�「５�受験料の支払い」へ�
　※�【保存して中断する】をクリックしていない場合、入力された内容
は保存されていませんので、心配な方は一旦保存し、マイページの

　　【続きから】から進んでください。

＊�申込内容確認書の印刷・提出は各中学校の指示
に従ってください。

注

＊印刷・提出は各中学校の指示に従ってください。
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図 14
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注

（７）�（７）�「試験日」「希望コース」を検索し【選択】をクリック「試験日」「希望コース」を検索し【選択】をクリック
してください。してください。α特進コースの受験者はステップアッα特進コースの受験者はステップアッ
プの希望「なし」を選択してください。プの希望「なし」を選択してください。

� �特進コース・進学コース・総合コースの受験者はステッ� �特進コース・進学コース・総合コースの受験者はステッ
プアップの希望「あり」か「なし」いずれかを選択しプアップの希望「あり」か「なし」いずれかを選択し
てください。てください。
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〈受験生用〉

（１）�支払い方法を選択して、【確認画面へ】をクリック（１）�支払い方法を選択して、【確認画面へ】をクリック
します。します。

　※各支払いには手数料がかかります。ご了承ください。　※各支払いには手数料がかかります。ご了承ください。

（２）（２）�内容を確認して、【上記内容で申込む】をクリック�内容を確認して、【上記内容で申込む】をクリック
して支払いをします。して支払いをします。

（３）手続完了

③【ペイジー（Pay-easy）対応金融機関でのお支払い】�
　�ペイジー対応の�ATMまたはインターネットバンキング

からお支払い。操作方法は�www.pay-easy.jp を参照。

（１）マイページの【申込確認】をクリックします。
（２）申込内容確認書をA4サイズ用紙に印刷し、中学校の先生に確認してもらいます。

（５）�試験選択画面まで進み、ページ下部の
　　【お支払い画面へ】をクリックします。

①【クレジットカードでの決済】
　カード番号など、必要な情報を入力し、オンラインで決済。

②【コンビニエンスストアでのお支払い】
　�出願手続き画面に表示される各種「番号」を控えて、

　期限内に選択したコンビニエンスストアでお支払い。

【支払い方法（参照）】

セブンイレブン選択時画面

支払方法

『払込票番号』

ローソン・ファミリーマート・ミニストップ等選択時画面

５　入学検定料の支払い

６　手続き完了後に申込内容確認書を提出する場合

＊印刷・提出は各中学校の指示に従ってください。
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支払方法

『お客様番号』『確認番号』
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