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２０２１年度 アレセイア湘南中学校  生徒募集要項  

入試区分 

第１回 教科入試 （午前・午後） 

第１回 ポテンシャル入試（午前） 

グローバル入試 （午前） 

第２回 教科入試 （午前・午後） 

第２回 ポテンシャル入試（午前） 

 

第３回 教科入試 （午前・午後） 

特待生入試 （午前） 
 

募集人数 男女 ４０名 男女 ３０名 男女 １０名 

試 験 日 ２月１日（月） ２月２日（火） ２月５日（金） 

出願方法 
インターネット出願   ※受験票と写真票を印刷して試験当日ご持参ください。 

（詳細は「出願から入学手続きまでの手引き」でご確認ください。） 

出願期間 １月８日（金）午前８時から各試験当日集合時間３０分前まで （出願は各試験日１回，合計３回まで可能です。） 

試験内容 

〈第１回教科入試〉 午前または午後 

２科目（国語・算数） または 

４科目（国語・算数・社会・理科） 
面接はありません 

〈第１回ポテンシャル入試〉 午前のみ 

２科目（国語・算数）および面接 

〈グローバル入試〉 午前のみ 

２科目（英語・国語 または 英語・算数） 

および面接（日本語） 

 

〈第２回教科入試〉 午前または午後 

２科目（国語・算数） 
面接はありません 

〈第２回ポテンシャル入試〉 午前のみ 

２科目（国語・算数）および面接 

〈第３回教科入試〉 午前または午後 

２科目（国語・算数） 
面接はありません 

〈特待生入試〉 午前のみ 

２科目（国語・算数） 

面接はありません 

特 典 
数学検定５級(１次，２次)以上の合格者は，算数の試験免除（教科入試のみ対象） 

※数学検定合格証のコピーを各試験当日集合時間までに受付へ提出してください。 

試験時間 

＜教科入試 ，特待生入試(午前のみ)＞ 

集合         午前  ８時４５分         午後 １４時４０分 

 国語（５０分）        ９時００分～ ９時５０分     １４時５０分～ １５時４０分 

算数（５０分）       １０時０５分～１０時５５分     １５時５５分～ １６時４５分 

［社会・理科（５０分）］    １１時１０分～１２時００分      １７時００分～ １７時５０分 

＜ポテンシャル入試＞            ＜グローバル入試＞ 
集合        ８時４５分                   集合            ８時４５分 

 国語（５０分）   ９時００分～ ９時５０分    英語（５０分）       ９時００分～ ９時５０分 

算数（５０分）  １０時０５分～１０時５５分     国語または算数（５０分） １０時０５分～１０時５５分 

面接       １１時１０分～          面接（日本語）      １１時１０分～ 

持 ち 物 受験票，写真票（当日受付で提出），筆記用具 

出願資格 ２０２１年３月小学校卒業見込みの者 

受 験 料 

１回 ２０，０００円 （複数回出願する場合，２回目，３回目の受験料はそれぞれ１０，０００円） 

・特待生入試については，右ページ［特待生入試］をご覧ください。 

・支払い方法はクレジットカード支払い，コンビニエンスストア支払い，金融機関ＡＴＭ（ペイジー）支払いのみです。 

・一旦納入された受験料の返還は致しません。 

 

合格発表 

２月１日（月） 
インターネット ２０：００～２１：００ 

２月２日（火）  
  校 内 ９：００～１６：００ 

２月２日（火） 
インターネット １９：００～２０：００ 

２月３日（水） 
  校 内 ９：００～１６：００ 

２月５日（金） 
インターネット １９：００～２０：００ 

２月８日（月） 
  校 内 ９：００～１６：００ 

合格書類 

受け取り 

２月２日（火） ９：００～１６：００ ２月３日（水） ９：００～１６：００ ２月８日（月） ９：００～１６：００ 

窓口に受験票を提示し，書類をお受け取りください。期日時間内に受け取らない場合，合格は無効となります。 

入学手続 

入学手続き金  入学金 ２１０，０００円  施設拡充費 ２００，０００円 

・２月１０日（水）１５時までに納入ください。支払方法は，受験料と同じです。 

・施設拡充費に限り，２月１９日（金）１５時まで延納できます。 

・一旦納入された入学手続き金の返還は致しません。 



 

 
２月１日（月） ２月２日（火） ２月５日（金） 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 

教科入試 
２科目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４科目 ○ ○ － － － － 

ポテンシャル入試 ２科目・面接 ○ － ○ － － － 

グローバル入試 ２科目・面接 ○ － － － － － 

特待生入試 ２科目 － － － － ○ － 

※ １日１つの入試の受験が可能です。面接は受験生１人，約１０分です。 

 

 

［特待生入試］ 

・合格者には，入学金，施設拡充費免除および制服（指定品一式）を贈呈します。希望の方は出願してください。 

 ＜２月１日，２日の入試出願と同時に，特待生入試に申し込む場合＞ 

・出願した入学試験に合格した場合，特待生入試を受験することができます（受験料無料）。  

 ＜２月５日の特待生入試に入学試験として出願する場合＞ 

・特待生入試では「特待生」の合否判定だけでなく，「入学」の合否判定も行います。 

・受験料は特待生入試が１回目の出願になる場合は２０，０００円，２，３回目の出願になる場合は１０，０００円です。 

 

［帰国生のための入試］ 

・海外生活がおおむね１年以上の帰国生はグローバル入試またはポテンシャル入試を受験してください。 

面接において，海外生活などについて伺います。 

・海外在留証明書など提出の必要はありません。 

・募集人数は若干名です。出願希望者は事前にご相談ください。  

・入学後，帰国生向けのカリキュラムはありません。他の生徒と同じ学校生活となります。 

 

［出願，入学手続き］ 

・出願，受験料の支払い，入学手続き金の支払いはすべてインターネット上で手続きを進めていただきます。

詳細は「出願から入学までの手引き」でご確認ください。 

 

［合格発表］ 

・当日の合格発表は本校のホームページ内，合格発表のページで行います。発表時間になっても発表画

面が表示されない場合は，画面の更新を行ってください。 

・本校掲示での発表は，合格書類受け取り期間に合わせて行います。  

・合格書類は期日時間内に本校事務室窓口に受験票を提示してお受け取りください。期日時間内に受

け取らない場合，合格は無効となります。 

 

［校納金等］  参考（2020 年度） 

学費等（年額） 480,000 円  （授業料 360,000 円， 施設維持費 48,000 円， 学習費 72,000 円） 

諸会費（年額） 24,600 円  （生徒会費 9,600 円， 保護者会費 12,000 円， 後援会費 3,000 円） 

 

［入学者説明会］ 

・入学者説明会は２月２０日（土）１０：００～１１：３０です。保護者，お子さまご一緒に出席してください。 

 

［個人情報の取り扱いについて］  

・出願にあたってご提供いただいた氏名，住所等の個人情報は，本校入学試験およびこれらに付随する

業務以外の目的では使用いたしません。 



学校案内図 

 

 ☆交通の便☆  平和学園前下車 

ＪＲ辻堂駅南口よりバス約８分 

 ・神奈中 辻１３系統 

   茅ヶ崎駅南□行 平和町･浜竹経由 

 ・江ノ電 

   [J2] 平和学園循環 浜竹経由 

ＪＲ茅ヶ崎駅南□よりバス約１０分 

 ・神奈中 辻０２系統 

   辻堂駅南□行 平和町･辻堂団地経由 

 ･神奈中 辻１３系統 

   辻堂駅南口行 平和町･浜竹経由 

※入試当日はスクールバスの運行を行いません。 

公共交通機関をご利用ください。 


