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令和5年度
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2023

厚79…厚木バスセンター～上依知～原当麻駅
厚81…厚木バスセンター～市立病院前～原当麻駅
当02…田名バスターミナル～原当麻駅～北里大学病院・北里大学

【電車でお越しの方】 JR相模線「原当麻駅」下車、徒歩約7分
【お車でお越しの方】 「夢の丘小学校入口」交差点を曲がってすぐ
【バスでお越しの方】 本厚木駅・田名バスターミナル方面より
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インターネット（Web）出願後、書類郵送のこと

令和5年2月3日（金）消印有効

■令和5年度入学試験概要

コース

募集人数

試験日

願書受付

願書受付方法

出願書類

試験内容

合格発表

手続期間

兄弟姉妹優遇

総合コース

155名

体育科学コース

35名

令和5年1月22日（日）

令和5年1月16日（月）～1月18日（水）

インターネット（Web）出願後、書類郵送のこと　1月18日（水）消印有効

志願票・調査書・中学校長の推薦書（本校所定の用紙） 注1

面接試験（グループ面接）

令和5年1月24日（火） 9時  Webにて

令和5年1月25日（水）～1月27日（金）15時まで　納入金振込

有 注2

文理コース

30名

推
薦
入
学
試
験

一
般
入
学
試
験

試験種別 一次 二次オープン一次〔書類選考〕 注3

体育科学コース
（専願）

専願 ： 令和5年2月14日（火）～2月18日（土）15時まで　納入金振込

併願 ： 令和5年3月1日（水）～3月3日（金）12時までに納入金振込 注4

総合コース
（専願・併願）

文理コース
（専願・併願）

面接試験（グループ面接）
実技試験（体育科学）

面接試験（グループ面接）
実技試験（体育科学）

2月14日（火）
9時 Webにて

3月4日（土）
9時 Webにて

注1  ：本校ホームページよりダウンロード、印刷してください。
注2  ：受験者が入学時において兄弟姉妹が在籍している場合のみ入学金の半額を優遇します。該当者は出願情報登録画面にて入力してください。
　　尚、手続きにつきましては、3月に行う入学準備会で申請していただきます。 
注3  ：書類選考による出願を希望する方は、出願前に必ず中学校の先生に相談してください。
注4  ：3月3日（金）16時までに本校事務局へ振り込み領収書を提出してください。

3月5日（日）～
3月7日（火）

15時まで 納入金振込

筆記試験（国・数・英）

有 注2
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2月7日（火）～
2月8日（水）

2月28日（火）～
3月2日（木）

直接出願
（本校事務局）

面接試験
（グループ面接）

面接試験
（グループ面接）

令和5年2月13日（月） 9時  Webにて

令和5年1月27日（金）～2月3日（金）

面接試験
（個別面接）

筆記試験（国・数・英） ※マークシート方式

志願票・調査書 志願票・調査書
志願票・調査書
エントリーシート

（本校所定の用紙） 注1

総合コース 150名／体育科学コース 35名／文理コース 25名
（書類選考含む） （書類選考含む）

3月2日（木）
16：00まで

2月8日（水）
消印有効

書類選考

ー

兄弟姉妹優遇

手続期間

合格発表

試験内容

出願書類

願書受付方法

願書受付

試験日

募集人数

コース
（試験種類）

令和5年2月10日（金）筆記試験／2月11日（土）面接試験 2月13日（月） 3月3日（金）

総合・文理 各5名 若干名

各コース
（専願）

総合・文理コース
（専願・併願）

総合・文理コース
（併願）
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エントリーシート

（本校所定の用紙） 注1

総合コース 150名／体育科学コース 35名／文理コース 25名
（書類選考含む） （書類選考含む）

3月2日（木）
16：00まで

2月8日（水）
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推薦入学試験    

令和5年1月22日（日）　9時30分開始
※当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
《持参品》（1）受験票　（2）筆記用具　（3）上履き

面接試験（グループ面接）

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間（Web）

４． 受験料

５． 出願方法（Web）

6． 出願書類（郵送）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

（推薦） 専願

一般一次入学試験

（納入金は全額延納可）公立高校併願者の入学手続について

- 3 -- 2 -

全日制普通科
総合コース 155名／体育科学コース 35名／文理コース 30名

本校を第一志望とする者を対象としたもので、他の公私立高校を併願することはできない。
１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者
４． 体育科学コースは体育全般に関する適性・意欲を有する者

令和5年1月16日（月）～1月18日（水）正午

22,000円

本校ホームページより出願サイトへ進み、必要情報を入力してください。受験料の納入、受験票等の印刷後、
出願書類を本校に簡易書留で郵送してください。（P7出願方法を参照してください）

出願書類受付期間：令和5年1月16日（月）～1月18日（水）当日消印有効
※「宛名票」を封筒表面に貼り付け、「簡易書留」で郵送してください。（角形2号封筒は各自でご用意ください）　

１． 志願票
２． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）
３． 推薦書 ※本校ホームページよりダウンロード、印刷してください。

令和5年1月24日（火）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年1月25日（水）～1月27日（金）15時まで（納入金振込）
「入学手続きサイト」を参照してください。※「合格発表専用サイト」よりアクセスできます。
入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。

令和5年2月10日（金）筆記試験　9時30分開始
　　　　　　　　　実技試験　筆記試験終了後（体育科学コース受験者のみ）
              ※筆記試験当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
              11日（土）面接試験　時間については受験票を確認してください。
《持参品》
（1）受験票　（2）筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル※HB・Bのいずれか）　（3）上履き

１． 筆記試験（国・数・英）各教科50分　※マークシート方式　
２． 面接試験（グループ面接）
3． 実技試験（体育科学コース受験者）
　 ※実技受験者は「体操着・運動靴・体育館履き」を用意してください。

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間（Web）

４． 受験料

５． 出願方法（Web）

6． 出願書類（郵送）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

一般一次入試（専願・併願） 書類選考（併願）
総合・文理コース

全日制普通科
総合コース 150名（書類選考含む）／体育科学コース 35名／文理コース 25名（書類選考含む）

１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者
４． 体育科学コースは専願とし、体育全般に関する適性・意欲を有する者
5． 書類選考は、総合コース・文理コースの併願受験を対象とする 注1

22,000円

本校ホームページより出願サイトへ進み、必要情報を入力してください。受験料の納入、受験票等の印刷後、
出願書類を本校に簡易書留で郵送してください。（P7出願方法を参照してください）

出願書類受付期間：令和5年1月27日（金）～2月3日（金）当日消印有効
※「宛名票」を封筒表面に貼り付け、「簡易書留」で郵送してください。（角形2号封筒は各自でご用意ください）　

令和5年2月13日（月）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）専願受験の合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年1月27日（金）～2月3日（金）正午

 専願  ： 令和5年2月14日（火）～2月18日（土）15時まで（納入金振込）
併願：令和5年3月 1日（水）～3月 3日（金）12時まで（納入金振込）
※「入学手続きサイト」を参照してください。「合格発表専用サイト」よりアクセスできます。

１． 志願票
２． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）

１． 志願票
２． 調査書
３． エントリーシート

3月3日（金）12時までに、本校指定の銀行口座に振り込み、振り込み領収書を本校事務局に16時までに持参してください。
（入学関係書類を配布します）
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

ー

提出した書類を
もとに選考します。

※本校ホームページよりダウン
　ロード、印刷してください。
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総合コース 155名／体育科学コース 35名／文理コース 30名

本校を第一志望とする者を対象としたもので、他の公私立高校を併願することはできない。
１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者
４． 体育科学コースは体育全般に関する適性・意欲を有する者

令和5年1月16日（月）～1月18日（水）正午
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本校ホームページより出願サイトへ進み、必要情報を入力してください。受験料の納入、受験票等の印刷後、
出願書類を本校に簡易書留で郵送してください。（P7出願方法を参照してください）

出願書類受付期間：令和5年1月16日（月）～1月18日（水）当日消印有効
※「宛名票」を封筒表面に貼り付け、「簡易書留」で郵送してください。（角形2号封筒は各自でご用意ください）　

１． 志願票
２． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）
３． 推薦書 ※本校ホームページよりダウンロード、印刷してください。

令和5年1月24日（火）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年1月25日（水）～1月27日（金）15時まで（納入金振込）
「入学手続きサイト」を参照してください。※「合格発表専用サイト」よりアクセスできます。
入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。

令和5年2月10日（金）筆記試験　9時30分開始
　　　　　　　　　実技試験　筆記試験終了後（体育科学コース受験者のみ）
              ※筆記試験当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
              11日（土）面接試験　時間については受験票を確認してください。
《持参品》
（1）受験票　（2）筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル※HB・Bのいずれか）　（3）上履き

１． 筆記試験（国・数・英）各教科50分　※マークシート方式　
２． 面接試験（グループ面接）
3． 実技試験（体育科学コース受験者）
　 ※実技受験者は「体操着・運動靴・体育館履き」を用意してください。

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間（Web）

４． 受験料

５． 出願方法（Web）

6． 出願書類（郵送）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

一般一次入試（専願・併願） 書類選考（併願）
総合・文理コース

全日制普通科
総合コース 150名（書類選考含む）／体育科学コース 35名／文理コース 25名（書類選考含む）

１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者
４． 体育科学コースは専願とし、体育全般に関する適性・意欲を有する者
5． 書類選考は、総合コース・文理コースの併願受験を対象とする 注1

22,000円

本校ホームページより出願サイトへ進み、必要情報を入力してください。受験料の納入、受験票等の印刷後、
出願書類を本校に簡易書留で郵送してください。（P7出願方法を参照してください）

出願書類受付期間：令和5年1月27日（金）～2月3日（金）当日消印有効
※「宛名票」を封筒表面に貼り付け、「簡易書留」で郵送してください。（角形2号封筒は各自でご用意ください）　

令和5年2月13日（月）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）専願受験の合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年1月27日（金）～2月3日（金）正午

 専願  ： 令和5年2月14日（火）～2月18日（土）15時まで（納入金振込）
併願：令和5年3月 1日（水）～3月 3日（金）12時まで（納入金振込）
※「入学手続きサイト」を参照してください。「合格発表専用サイト」よりアクセスできます。

１． 志願票
２． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）

１． 志願票
２． 調査書
３． エントリーシート

3月3日（金）12時までに、本校指定の銀行口座に振り込み、振り込み領収書を本校事務局に16時までに持参してください。
（入学関係書類を配布します）
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

ー

提出した書類を
もとに選考します。

※本校ホームページよりダウン
　ロード、印刷してください。
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１． 筆記試験（国・数・英）各教科50分
２． 面接試験（個別面接）

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間（Web）

４． 受験料

５． 出願方法（Web）

6． 出願書類（郵送）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

オープン入試（専願・併願）

全日制普通科
総合コース 5名／文理コース 5名

１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者

22,000円

出願書類受付期間：令和5年2月7日（火）～2月8日（水）当日消印有効
※「宛名票」を封筒表面に貼り付け、「簡易書留」で郵送してください。（角形2号封筒は各自でご用意ください）　

令和5年2月14日（火）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）専願受験の合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年2月7日（火）～2月８日（水）正午

 専願  ： 令和5年2月15 日（水）～2月18日（土）15時まで（納入金振込）
併願：令和5年3月 1日（水）～3月   3日（金）12時まで（納入金振込）
※「入学手続きサイト」を参照してください。「合格発表専用サイト」よりアクセスできます。

１． 筆記試験（国・数・英）各教科50分
２． 面接試験（グループ面接）
３． 実技試験（体育科学コース受験者）
　 ※実技受験者は「体操着・運動靴・体育館履き」を用意してください。

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間

４． 受験料

５． 出願方法（直接）

6． 出願書類（持参）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

二次入試（専願）

全日制普通科
総合コース／体育科学コース／文理コース 若干名

１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者
４． 体育科学コースは体育全般に関する適性・意欲を有する者

22,000円

出願書類受付期間：令和5年2月28日（火）～3月2日（木）16：00　事務局窓口

令和5年3月4日（土）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
    ※電話等による入試結果のお問い合わせには、一切応じられません。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年2月28日（火）～3月2日（木）16：00

令和5年3月5日（日）～3月7日（火）15時まで（納入金振込）

本校ホームページより出願サイトへ進み、必要情報を入力してください。受験料の納入、受験票等の印刷後、
出願書類を本校に簡易書留で郵送してください。（P7出願方法を参照してください）

１． 志願票
２． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）

下記の出願書類を期間内に本校事務局窓口にご持参ください。

入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

令和5年2月13日（月）筆記試験　9時30分開始
　　　　　　　　　面接試験　筆記試験終了後
　　　　　　　　　※当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
《持参品》
（1）受験票　（2）筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル※HB・Bのいずれか）　（3）上履き

令和5年3月3日（金）筆記試験　9時30分開始
　　　　　　　　　面接試験　筆記試験終了後
　　　　　　　　　実技試験　面接試験終了後（体育科学コース受験者のみ）
　　　　　　　　　※当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
《持参品》
（1）受験票　（2）筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル※HB・Bのいずれか）　（3）上履き

（納入金は全額延納可）公立高校併願者の入学手続について

3月3日（金）12時までに、本校指定の銀行口座に振り込み、振り込み領収書を本校事務局に16時までに持参してください。
（入学関係書類を配布します）
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。

１． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）
２． 写　真（縦4cm、横3cm） 2枚
3． 受験料
※志願票は出願時に本校にて必要事項を入力いただき、その場で作成させていただきます。
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１． 筆記試験（国・数・英）各教科50分
２． 面接試験（個別面接）

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間（Web）

４． 受験料

５． 出願方法（Web）

6． 出願書類（郵送）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

オープン入試（専願・併願）

全日制普通科
総合コース 5名／文理コース 5名

１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者

22,000円

出願書類受付期間：令和5年2月7日（火）～2月8日（水）当日消印有効
※「宛名票」を封筒表面に貼り付け、「簡易書留」で郵送してください。（角形2号封筒は各自でご用意ください）　

令和5年2月14日（火）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）専願受験の合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年2月7日（火）～2月８日（水）正午

 専願  ： 令和5年2月15 日（水）～2月18日（土）15時まで（納入金振込）
併願：令和5年3月 1日（水）～3月   3日（金）12時まで（納入金振込）
※「入学手続きサイト」を参照してください。「合格発表専用サイト」よりアクセスできます。

１． 筆記試験（国・数・英）各教科50分
２． 面接試験（グループ面接）
３． 実技試験（体育科学コース受験者）
　 ※実技受験者は「体操着・運動靴・体育館履き」を用意してください。

１． 募集人員

２． 出願資格

３． 出願期間

４． 受験料

５． 出願方法（直接）

6． 出願書類（持参）

7． 試験日

8． 試験内容

9． 合格発表（Web）

10． 手続期間

二次入試（専願）

全日制普通科
総合コース／体育科学コース／文理コース 若干名

１． 令和5年3月卒業見込みの者
２． 建学の精神および教育方針に賛同し、「オートバイの免許取得・同乗」禁止に同意できる者
３． 文理コースは大学の現役合格を目指す者
４． 体育科学コースは体育全般に関する適性・意欲を有する者

22,000円

出願書類受付期間：令和5年2月28日（火）～3月2日（木）16：00　事務局窓口

令和5年3月4日（土）9時　Web
（1）「合格発表専用サイト」からご確認ください。
    ※電話等による入試結果のお問い合わせには、一切応じられません。
（2）合格者は「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（3）合格者には出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送いたします。

令和5年2月28日（火）～3月2日（木）16：00

令和5年3月5日（日）～3月7日（火）15時まで（納入金振込）

本校ホームページより出願サイトへ進み、必要情報を入力してください。受験料の納入、受験票等の印刷後、
出願書類を本校に簡易書留で郵送してください。（P7出願方法を参照してください）

１． 志願票
２． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）

下記の出願書類を期間内に本校事務局窓口にご持参ください。

入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

令和5年2月13日（月）筆記試験　9時30分開始
　　　　　　　　　面接試験　筆記試験終了後
　　　　　　　　　※当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
《持参品》
（1）受験票　（2）筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル※HB・Bのいずれか）　（3）上履き

令和5年3月3日（金）筆記試験　9時30分開始
　　　　　　　　　面接試験　筆記試験終了後
　　　　　　　　　実技試験　面接試験終了後（体育科学コース受験者のみ）
　　　　　　　　　※当日は9時10分までに来校し、試験会場に入ってください。
《持参品》
（1）受験票　（2）筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル※HB・Bのいずれか）　（3）上履き

（納入金は全額延納可）公立高校併願者の入学手続について

3月3日（金）12時までに、本校指定の銀行口座に振り込み、振り込み領収書を本校事務局に16時までに持参してください。
（入学関係書類を配布します）
※手続期間（納入期日）を過ぎた場合は入学辞退として取り扱います。

入学手続納入金（入学金200,000円、施設維持拡張費170,000円）を本校指定の銀行口座に振り込むことに
よって完了とします。

１． 調査書（公立学校へ提出するものと同一のもの）
２． 写　真（縦4cm、横3cm） 2枚
3． 受験料
※志願票は出願時に本校にて必要事項を入力いただき、その場で作成させていただきます。
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■必要書類について

【受験票・志願票・宛名票】 全ての受験者が印刷（プリントアウト）

①受験票

必要書類に関しては、本校ホームページおよび「出願サイト」より各自印刷（プリントアウト）し、記入・作成してください。

試験当日に持参してください。写真を必ず貼付してください。
（マイページよりアップロードした方は印刷されます）

令和4年11月1日（火）より本校ホームページからダウンロード・印刷（プリントアウト）可能です。

・ A4（縦）で印刷してください。
・ 中学校の先生に提出し、推薦書の作成を依頼してください。
・ 出願書類とともに郵送してください。
・ 11月1日（火）より本校事務室でも受け取り可能です。

出願期間に受験料をお支払い後、「出願サイト」のマイページからダウンロード・印刷
（プリントアウト）してください。A4（横）で印刷後、各票は切り取ってください。　

【出願書類一覧】

令和4年11月1日（火）より本校ホームページからダウンロード・印刷（プリントアウト）可能です。

・ A4（縦）で印刷してください。
・ 受験生が記入し、出願書類とともに郵送してください。
・ 11月1日（火）より本校事務室でも受け取り可能です。

・ 調査書は出身中学校で発行のもの。

〈二次入試出願書類〉
本校へ直接必要書類を持参してください。
調査書・写真（縦４cm、横3cm）2枚・受験料（￥22,000）をご持参ください。
志願票は本校にて必要事項をご入力いただき、その場で作成させていただきます。

②志願票
出願書類とともに郵送してください。写真を必ず貼付してください。
（マイページよりアップロードした方は印刷されます）

③宛名票
①受験票 ②志願票 ③宛名票

出願書類を入れた封筒に本票を貼付し、郵送してください。
写真について（縦4cm×横3cm／正面、上半身、脱帽、無背景、裏面に受験番号を明記／白黒、カラーいずれも可）

推　　薦　　書

令和　　年　　月　　日

光明学園　相模原高等学校長　殿

学 校 名

学校長氏名
印

　次の生徒は、貴校にふさわしい生徒であると
認めますので推薦いたします。

記

生徒氏名

なお、本人の調査書を添付いたします。

■出願方法（Web）

インターネット（Web）出願の流れ

インターネット出願サイト

ID（メールアドレス）登録
※説明会等で登録済みの方は不要

ログイン／マイページ

出願情報登録

受験料支払い

受験票 ・ 志願票 ・ 宛名票印刷

出願書類郵送

出願書類の受領連絡

入学試験当日

下記インターネット（Web）出願の流れ、および出願画面の指示に従って必要書類を作成し、本校に郵送してください。
※平日・土日・祝日　24時間出願手続き可能です。
※インターネットに接続できる環境（PC・スマホ・タブレット）とプリンターが必要です。プリンターがない場合は、コンビニサービスを利用し、印刷して頂くことも可能です。
※ご自宅等でWebでの手続きができない場合は本校でも出願登録、印刷を行うことができます。希望される方は各入試出願期間（Web）を必ずご確認いただき、事前
に042-778-3333までご連絡ください。平日 9時～16時

※各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。
※お支払いには別途手数料がかかります。予めご了承ください。

募集期間が近くなりましたら、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。

メールアドレスをIDとして登録してください。イベント予約等ですでにID（メ
ールアドレス）をご登録済みの方はそちらのIDをご利用ください。

ご登録済みのID（メールアドレス）とパスワードを使ってログインしてください。マイ
ページが表示されます。顔写真データをお持ちの方は、アップロードしてください。
（正面上半身、脱帽、無背景／白黒、カラーいずれも可／3MBまで）

受験者情報、必要情報を入力・選択し、登録してください。
受験料のお支払いが完了するまではマイページより変更・キャンセル可能
です。

受験料のお支払いは、コンビニエンスストア、ペイジー、各種クレジットカー
ドをご利用ください。（お支払いには別途手数料がかかります）
※本校窓口でのお支払いはできません。

受験料お支払い後、完了メールが届き、マイページから受験票・志願票・宛
名票の印刷が可能となります。Ａ４サイズ・白い紙・横向きに印刷（プリント
アウト）してください。

印刷された受験票・志願票に顔写真縦4cm×横3cm（正面上半身脱帽、無背景、
裏面に受験番号・氏名を明記）を貼り付けてください。写真は白黒・カラーのどちらでも可。
顔写真データをアップロードされた方は、受験票と志願票の写真貼付覧に印刷されます。

A4サイズ（角形2号）封筒に出願書類を入れて宛名票を貼付し、簡易書留で
出願期間内（当日消印有効）に本校へ郵送してください。推薦入試受験者は
推薦書、書類選考入試受験者はエントリーシートも同封してください。

出願期間以降、当校で書類を確認後、受領メールを出願時の登録メールアド
レスに送信いたします。

受験票を必ずお持ちの上、ご来校ください。
受験票を忘れた場合、受験資格を失う可能性があります。
受験票の再印刷はマイページから行えます。

顔写真貼付

※出願時の操作でわからないことは、『出願サイト』内の『よくある質問』をご覧ください。それでも解決しない場合は、サイト内に記載
　されている24時間対応のコールセンターへお問い合わせください。システム操作面のサポートをいたします。

コンビニ印刷ガイド ▶ インターネット出願
利用の流れ▶顔写真登録ガイド ▶

右の表に示すものが、各入試区分の出願書類です。必要な
書類を揃え、必ず出願期間内に簡易書留で郵送してください。
書類に不備がある場合は受理できませんのでご注意ください。

入試区分

志願票

調査書

推薦書

エントリーシート

宛名票

推薦入試

○

○

○

ー

一般入試

A4サイズ（角形2号）の任意封筒に添付

単　願

○

○

ー

ー

併　願

○

○

ー

ー

オープン

○

○

ー

ー

書類選考

○

○

ー

○



【一般一次入試  書類選考  エントリーシート】 一般一次入試書類選考受験者が印刷（プリントアウト）

【推薦書】 推薦入試受験者が印刷（プリントアウト）
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■必要書類について

【受験票・志願票・宛名票】 全ての受験者が印刷（プリントアウト）

①受験票

必要書類に関しては、本校ホームページおよび「出願サイト」より各自印刷（プリントアウト）し、記入・作成してください。

試験当日に持参してください。写真を必ず貼付してください。
（マイページよりアップロードした方は印刷されます）

令和4年11月1日（火）より本校ホームページからダウンロード・印刷（プリントアウト）可能です。

・ A4（縦）で印刷してください。
・ 中学校の先生に提出し、推薦書の作成を依頼してください。
・ 出願書類とともに郵送してください。
・ 11月1日（火）より本校事務室でも受け取り可能です。

出願期間に受験料をお支払い後、「出願サイト」のマイページからダウンロード・印刷
（プリントアウト）してください。A4（横）で印刷後、各票は切り取ってください。　

【出願書類一覧】

令和4年11月1日（火）より本校ホームページからダウンロード・印刷（プリントアウト）可能です。

・ A4（縦）で印刷してください。
・ 受験生が記入し、出願書類とともに郵送してください。
・ 11月1日（火）より本校事務室でも受け取り可能です。

・ 調査書は出身中学校で発行のもの。

〈二次入試出願書類〉
本校へ直接必要書類を持参してください。
調査書・写真（縦４cm、横3cm）2枚・受験料（￥22,000）をご持参ください。
志願票は本校にて必要事項をご入力いただき、その場で作成させていただきます。

②志願票
出願書類とともに郵送してください。写真を必ず貼付してください。
（マイページよりアップロードした方は印刷されます）

③宛名票
①受験票 ②志願票 ③宛名票

出願書類を入れた封筒に本票を貼付し、郵送してください。
写真について（縦4cm×横3cm／正面、上半身、脱帽、無背景、裏面に受験番号を明記／白黒、カラーいずれも可）

推　　薦　　書

令和　　年　　月　　日

光明学園　相模原高等学校長　殿

学 校 名

学校長氏名
印

　次の生徒は、貴校にふさわしい生徒であると
認めますので推薦いたします。

記

生徒氏名

なお、本人の調査書を添付いたします。

■出願方法（Web）

インターネット（Web）出願の流れ

インターネット出願サイト

ID（メールアドレス）登録
※説明会等で登録済みの方は不要

ログイン／マイページ

出願情報登録

受験料支払い

受験票 ・ 志願票 ・ 宛名票印刷

出願書類郵送

出願書類の受領連絡

入学試験当日

下記インターネット（Web）出願の流れ、および出願画面の指示に従って必要書類を作成し、本校に郵送してください。
※平日・土日・祝日　24時間出願手続き可能です。
※インターネットに接続できる環境（PC・スマホ・タブレット）とプリンターが必要です。プリンターがない場合は、コンビニサービスを利用し、印刷して頂くことも可能です。
※ご自宅等でWebでの手続きができない場合は本校でも出願登録、印刷を行うことができます。希望される方は各入試出願期間（Web）を必ずご確認いただき、事前
に042-778-3333までご連絡ください。平日 9時～16時

※各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。
※お支払いには別途手数料がかかります。予めご了承ください。

募集期間が近くなりましたら、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。

メールアドレスをIDとして登録してください。イベント予約等ですでにID（メ
ールアドレス）をご登録済みの方はそちらのIDをご利用ください。

ご登録済みのID（メールアドレス）とパスワードを使ってログインしてください。マイ
ページが表示されます。顔写真データをお持ちの方は、アップロードしてください。
（正面上半身、脱帽、無背景／白黒、カラーいずれも可／3MBまで）

受験者情報、必要情報を入力・選択し、登録してください。
受験料のお支払いが完了するまではマイページより変更・キャンセル可能
です。

受験料のお支払いは、コンビニエンスストア、ペイジー、各種クレジットカー
ドをご利用ください。（お支払いには別途手数料がかかります）
※本校窓口でのお支払いはできません。

受験料お支払い後、完了メールが届き、マイページから受験票・志願票・宛
名票の印刷が可能となります。Ａ４サイズ・白い紙・横向きに印刷（プリント
アウト）してください。

印刷された受験票・志願票に顔写真縦4cm×横3cm（正面上半身脱帽、無背景、
裏面に受験番号・氏名を明記）を貼り付けてください。写真は白黒・カラーのどちらでも可。
顔写真データをアップロードされた方は、受験票と志願票の写真貼付覧に印刷されます。

A4サイズ（角形2号）封筒に出願書類を入れて宛名票を貼付し、簡易書留で
出願期間内（当日消印有効）に本校へ郵送してください。推薦入試受験者は
推薦書、書類選考入試受験者はエントリーシートも同封してください。

出願期間以降、当校で書類を確認後、受領メールを出願時の登録メールアド
レスに送信いたします。

受験票を必ずお持ちの上、ご来校ください。
受験票を忘れた場合、受験資格を失う可能性があります。
受験票の再印刷はマイページから行えます。

顔写真貼付

※出願時の操作でわからないことは、『出願サイト』内の『よくある質問』をご覧ください。それでも解決しない場合は、サイト内に記載
　されている24時間対応のコールセンターへお問い合わせください。システム操作面のサポートをいたします。

コンビニ印刷ガイド ▶ インターネット出願
利用の流れ▶顔写真登録ガイド ▶

右の表に示すものが、各入試区分の出願書類です。必要な
書類を揃え、必ず出願期間内に簡易書留で郵送してください。
書類に不備がある場合は受理できませんのでご注意ください。

入試区分

志願票

調査書

推薦書

エントリーシート

宛名票

推薦入試

○

○

○

ー

一般入試

A4サイズ（角形2号）の任意封筒に添付

単　願

○

○

ー

ー

併　願

○

○

ー

ー

オープン

○

○

ー

ー

書類選考

○

○

ー

○



■校納金及び諸費用一覧（令和4年度生の例）
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■出願上の注意

■入学試験の注意

■合格発表の注意

 ・ 出願に際しましては、「受験区分」に間違いがないようにご注意ください。
 ・ 中学校の先生と十分な確認をお願いいたします。
 ・ 受理した受験料・納入金は、お返しできません。

 ・ 持参品：P２～P5の募集要項を参照してください。
 ・ 筆記用具は、HB以上の濃さのものを使用してください。
 ・ 携帯電話、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー、計算機などの電子機器の使用は禁止です。
 ・ 体育科学コース（一般一次・一般二次）を受験される方は実技試験を行いますので、体操着、運動靴、体育館履き
　を持参してください。

 ・ 電話等による入試結果のお問合せには、一切応じられません。
 ・ 合格発表専用サイトは次の方法でご案内いたします。
　①出願申し込み完了時のメールに記載
　②受験票の備考欄に記載
　③入学試験当日に書面にてご案内（書類選考以外の受験生）

【私立高等学校学費支援制度について】
  ①私立高等学校等就学支援金（国）

　　市町村民税の課税標準額・調整控除額によって月額9,900円～32,000円が軽減されます。（2022年度の例）

  ②私立高等学校等生徒学費補助金（神奈川県）

  ③私立高等学校等授業料軽減補助金（東京都）

  ④私立高等学校等奨学給付金

  上記①～④は申請により交付されます。入学後に詳細をお知らせいたします。

本校では、出願等で知り得た個人情報を入試関連業務以外に使用することはありません。

■特待生制度（特別奨学金制度）

【運動特待】
  ①中学校長からの推薦書が提出されること

  ②中学校での学業成績が優秀であり、本校の内申基準を満たす者

  ③スポーツ、文化活動が優秀であり、人物ともに優れている者

  ④経済的支援を必要とする者

  上記4項目の条件をみたしていること。

【学習特待】（文理コースを推薦・一般専願受験する者）
  ①5科〔18/25〕 ： 入学金（￥200,000）を免除

  ②5科〔19/25〕 ： 入学金（￥200,000）、施設維持拡張費（￥170,000）を免除

  ③5科〔21/25〕 ： 入学金（￥200,000）、施設維持拡張費（￥170,000）、授業料（￥32,000×12か月分）を免除

《感染症等への対応について》
「学校において予防すべき伝染病」に罹患した場合、あるいはその恐れがある場合は、追試験を実施
しますので、中学校を通じてご連絡ください。

《荒天・震災時における対応について》
入試当日に荒天（大雪など）が予想される場合には、本校のホームページに情報を掲載しますのでご
確認ください。荒天や震災等の状況によっては、試験時間の変更や日程の繰り下げなどを行う場合
があります。

入学手続時納入金

入学金

施設維持拡張費

合　計

200,000円

170,000円※

370,000円

※2年次：50,000円、3年次：20,000円

別途、制服 約70,000円、学用品 約50,000円、教科書 約30,000円、修学旅行積立金 240,000～360,000円などがあります。

入学手続時納入金

以外の初年度納入金

授業料

教材費

諸費分納金

教育活動費

PTA会費（年1回）

合　計

32,000円

2,500円

3,500円

1,500円

ー     

39,500円

384,000円

30,000円

42,000円

18,000円

6,000円

480,000円

年　額月　額

■個人情報の取り扱いについて



■校納金及び諸費用一覧（令和4年度生の例）
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■出願上の注意

■入学試験の注意

■合格発表の注意

 ・ 出願に際しましては、「受験区分」に間違いがないようにご注意ください。
 ・ 中学校の先生と十分な確認をお願いいたします。
 ・ 受理した受験料・納入金は、お返しできません。

 ・ 持参品：P２～P5の募集要項を参照してください。
 ・ 筆記用具は、HB以上の濃さのものを使用してください。
 ・ 携帯電話、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー、計算機などの電子機器の使用は禁止です。
 ・ 体育科学コース（一般一次・一般二次）を受験される方は実技試験を行いますので、体操着、運動靴、体育館履き
　を持参してください。

 ・ 電話等による入試結果のお問合せには、一切応じられません。
 ・ 合格発表専用サイトは次の方法でご案内いたします。
　①出願申し込み完了時のメールに記載
　②受験票の備考欄に記載
　③入学試験当日に書面にてご案内（書類選考以外の受験生）

【私立高等学校学費支援制度について】
  ①私立高等学校等就学支援金（国）

　　市町村民税の課税標準額・調整控除額によって月額9,900円～32,000円が軽減されます。（2022年度の例）

  ②私立高等学校等生徒学費補助金（神奈川県）

  ③私立高等学校等授業料軽減補助金（東京都）

  ④私立高等学校等奨学給付金

  上記①～④は申請により交付されます。入学後に詳細をお知らせいたします。

本校では、出願等で知り得た個人情報を入試関連業務以外に使用することはありません。

■特待生制度（特別奨学金制度）

【運動特待】
  ①中学校長からの推薦書が提出されること

  ②中学校での学業成績が優秀であり、本校の内申基準を満たす者

  ③スポーツ、文化活動が優秀であり、人物ともに優れている者

  ④経済的支援を必要とする者

  上記4項目の条件をみたしていること。

【学習特待】（文理コースを推薦・一般専願受験する者）
  ①5科〔18/25〕 ： 入学金（￥200,000）を免除

  ②5科〔19/25〕 ： 入学金（￥200,000）、施設維持拡張費（￥170,000）を免除

  ③5科〔21/25〕 ： 入学金（￥200,000）、施設維持拡張費（￥170,000）、授業料（￥32,000×12か月分）を免除

《感染症等への対応について》
「学校において予防すべき伝染病」に罹患した場合、あるいはその恐れがある場合は、追試験を実施
しますので、中学校を通じてご連絡ください。

《荒天・震災時における対応について》
入試当日に荒天（大雪など）が予想される場合には、本校のホームページに情報を掲載しますのでご
確認ください。荒天や震災等の状況によっては、試験時間の変更や日程の繰り下げなどを行う場合
があります。

入学手続時納入金

入学金

施設維持拡張費

合　計

200,000円

170,000円※

370,000円

※2年次：50,000円、3年次：20,000円

別途、制服 約70,000円、学用品 約50,000円、教科書 約30,000円、修学旅行積立金 240,000～360,000円などがあります。

入学手続時納入金

以外の初年度納入金

授業料

教材費

諸費分納金

教育活動費

PTA会費（年1回）

合　計

32,000円

2,500円

3,500円

1,500円

ー     

39,500円

384,000円

30,000円

42,000円

18,000円

6,000円

480,000円

年　額月　額

■個人情報の取り扱いについて
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厚79…厚木バスセンター～上依知～原当麻駅
厚81…厚木バスセンター～市立病院前～原当麻駅
当02…田名バスターミナル～原当麻駅～北里大学病院・北里大学

【電車でお越しの方】 JR相模線「原当麻駅」下車、徒歩約7分
【お車でお越しの方】 「夢の丘小学校入口」交差点を曲がってすぐ
【バスでお越しの方】 本厚木駅・田名バスターミナル方面より
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夢の丘小学校入口下車

夢の丘小学校
入口交差点


