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1.　募集学科・コース
　（1）普通科アドバンスコース　　（2）普通科スタンダードコース　　（3）普通科情報コース

2.　募集定員・出願・検定料・試験日・合格発表など

普通科　全日制課程

試験区分 推薦入試 
（特別推薦・普通推薦）

一般入試 オープン入試 二次入試

募集定員
アドバンスコース　　３０名
スタンダードコース　７０名
情報コース　　　　　２０名

アドバンスコース　　３０名
スタンダードコース　７０名
情報コース　　　　　１５名

５名
（全コースで）

若干名
（全コースで）

出願期間
１月１６日（月）午前９時～
１月１８日（水）午後３時

１月２４日（火）午前９時～
１月２７日（金）午後３時

３月２日（木）
午前９時～午後３時

出願資格

①令和５年３月中学校卒業見込み
　の者（帰国子女を含む）
②本校のみを志願する者
③特別推薦（入学金免除）
　または普通推薦の成績基準を
　満たし、出身中学校長の推薦
　を受けた者	
※アドバンスコースはすべて
　特別推薦

①令和５年３月中学校卒業見込み
　の者（帰国子女を含む）
　または中学校卒業者
②本校専願（単願）または
　公立高校を併願する者
　（私立との併願は不可）
③一般入試の成績基準を
　満たした者

○令和５年３月
　中学校卒業
　見込みの者
　（帰国子女を
　含む）
　または中学校
　卒業者

○令和５年３月
　中学校卒業
　見込みの者
　（帰国子女を
　含む）
　または中学校
　卒業者

出願方法
Web（インターネット）にて出願	
本校ホームページより行ってください

柏木学園高等学校
窓口にて出願

出願書類

①推薦書（本校所定の用紙）
　（中学校から受け取ってください）
②調査書
　（出身中学校所定の用紙）
③写真票（受験票印刷時に発行）

①調査書
　（出身中学校所定の用紙）
②写真票（受験票印刷時に発行）
③（アドバンスコース受験者のみ）
　エントリーシート

①調査書（出身
中学校所定の用紙）	
②写真票（受験票
印刷時に発行）

①入学願書
②調査書（出身
中学校所定の用紙）
③願書用写真２枚
（縦４cm×横３cm）

出願書類
提出方法

「簡易書留」にて郵送
１月１８日（水）当日消印有効

「簡易書留」にて郵送
１月２７日（金）当日消印有効

出願時持参
（出願時願書記入）

検 定 料 ２３, ０００円 ２３, ０００円
（出願時持参）

試 験 日 １月２２日（日）
２月１０日（金）

２月１１日（土・祝） ３月３日（金）
アドバンスコースは書類選考

集合時間 午前９時（午前８時１５分開場） 受験票に記載 午前９時（午前８時１５分開場）

試験会場 柏木学園高等学校

合格発表

Web（インターネット）にて発表 ３月３日（金）
午後
結果交付

１月２３日（月）
午前１０時

２月１１日（土・祝）
午前１０時

２月１２日（日）
午前１０時

入 学
手 続 日

入学手続き書類は、合格者に郵送します 合格者に手渡し

１月２７日（金）・３０日（月）
午前９時～午後４時

専願　　２月１６日（木）・１７日（金）
　　　　　　午前９時～午後４時
併願　　３月１日（水）・２日（木）
　　　　　　午前９時～午後４時

３月６日（月）
午前９時～午後４時

手続場所 柏木学園高等学校
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3.　選考方法
○推薦入試　　：面接試験（個人面接）
○一般入試　　：アドバンスコースは、書類選考（エントリーシートを提出）
　　　　　　　：スタンダード・情報コースは、筆記試験（国語・数学・英語）マークシート方式
○オープン入試：筆記試験（国語・数学・英語）記述方式　及び　面接試験（個人面接）
○二次入試　　：筆記試験（国語・数学・英語）記述方式　及び　面接試験（個人面接）

4.　入学金免除・本校奨学金について
推薦入試での特別推薦・一般入試成績優秀者については、入学金を免除します。
また、入学後の成績及び人物優秀者を対象とした本校独自の奨学金があります。

5.　入学手続き時の提出書類
入学手続き日に次の書類の提出をお願いします。
①入学誓約書　②振込金受付証明書（入学手続き納入金）　③預金口座振替依頼書

6.　延納措置
一般入試またはオープン入試で、公立高校との併願者は次の期日まで入学手続きを延期できます。
○入学手続日：３月１日（水）・２日（木）午前９時～午後４時

7.　入学時納入金について
①特別推薦・成績優秀者	 （単位：円）
納入時期

納入金

入学年次の納入金	
（一括納入）

入学年次の納入金（分割納入）

入学手続時 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月

金　額 588,000 147,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 147,000

②普通推薦・一般入試・オープン入試・二次入試合格者	 （単位：円）
納入時期

納入金

入学年次の納入金	
（一括納入）

入学年次の納入金（分割納入）

入学手続時 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月

入　学　金 200,000 200,000 ― ― ― ― ― ― ―

授　業　料 420,000 105,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 105,000

施設設備費 120,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000

実　習　費 48,000 12,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12,000

合　計 788,000 347,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 147,000

１　入学時納入金の納入方法は、一括納入または分割納入のいずれかとなります。分割納入の場合、7月分以降の
　　納入方法はご提出いただいた金融機関の口座から引き落としとなります。
２　上記の他、学年費・ICT諸経費・後援会費・生徒会費・修学旅行積立金等の諸費用が必要となります。
３　一旦納入した検定料及び入学金は、理由のいかんを問わず返金いたしませんのでご注意ください。

8.　学費支援制度について
国や神奈川県では私立高等学校へ進学する生徒を対象に保護者の所得に応じて入学金および授業料を補助する
制度があります（就学支援金、学費補助金）。また、神奈川県高校生等奨学給付金や神奈川県高等学校奨学金が
あります。東京都にも同様の制度があります（就学支援金、授業料軽減助成金）。
上記内容の詳細は、入学後にご案内します（各制度については令和 4年度現在のものになります）。

お問い合わせ先（受付時間　午前８時３０分～午後４時３０分　土日祝・年末年始除く）
柏木学園高等学校　TEL	:	０４６―２６０―９０１１　メール：h-nyushi@kashiwagi.ac.jp

本校の入学試験にあたりご提出いただいた氏名、住所等の個人情報は入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には
使用いたしません。
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インターネット出願の流れ
●インターネット出願について
■出願期間中、平日・土日・祝日 24時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■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。あらかじめご了承ください。

●出願手続きの方法

本校ホームページ 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のバナーを
設置します。

▼
出願サイト パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

▼
ID（メールアドレス）登録 メールアドレスを ID として登録してください。なお、出願の連絡や緊急時にも

すぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。
▼

顔写真データ
アップロード

写真店で撮影した受験生の顔写真データをアップロードしてください（デジタル
カメラ・スマートフォンで個人撮影した写真も可）。アップロードしない場合は
受験票印刷後に受験票・写真票に受験生の写真（4cm× 3cm）を貼付してくだ
さい（無背景・無帽・カラー　3か月以内に撮影したものに限る）。

▼
出願情報入力 志願者情報を入力し、入試日程、区分等を選択してください。

▼
一時保存 一時保存をして、プリントアウト・スクリーンショット等で中学校の先生に

ご確認いただけます。
▼

検定料支払い方法選択 検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM
（ペイジー）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。
なお、お支払いには別途手数料がかかります。

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷
検定料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトのマイページか
ら受験票の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷して
ください（A4サイズ　ヨコ　白い紙）。

▼
出願書類郵送 出願書類は、A4 サイズ封筒（角形 2 号封筒）にいれて、受験票と一緒に印刷

される「宛名票」を貼り、「簡易書留」で期日までに郵送してください。
▼

入試当日 受験票、試験当日の持ち物（受験票記載）をお持ちの上、来校してください。

※受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し試験当日にお持ちください。

▼

合格発表
本校ホームページから合格発表サイトにアクセスし、IDとパスワードにて合否を
確認することができます。合格者には本校から入学手続き書類を郵送します。

□本校ホームページで 11月中旬以降、出願手続き詳細をご確認いただけます。
※インターネットに接続できる環境のない方は、本校事務室までお問い合わせください。

2３


