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２０１９（平成３１）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） 
 

第２回  教科入試  
（午前・午後）  

第２回 ポテンシャル入試（午前） 

グローバル入試（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 ２／１（金） ２／２（土） ２／４（月） 

出願期間 
１月８日（火）午前８時から各試験当日集合時間３０分前まで（インターネット出願のみ） 

＜出願サポート 1/12(土), 1/19(土) 9:30～12:00＞ 

試験科目 

〈教科入試〉 午前・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 

〈ポテンシャル入試〉 午前のみ 

２科目（国語・算数）および面接 

〈教科入試〉 午前・午後 

２科目（国語・算数） 

面接はありません 

〈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） 

 

〈教科入試〉 午前・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入試受付へ提出 

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， 筆記用具 

出願資格 ２０１９年３月小学校卒業見込みの者, 受験回数は２回まで（特待生入試は除く） 

受  験  料 ２０,０００円 （２回目の受験料は,１０,０００円。返金制度はありません） 

合格発表 
２月１日（金） 
本校掲示 １９：３０～２０：００ 

インターネット １９：３０～２０：３０ 

２月２日（土） 
本校掲示 １９：００～１９：３０ 

インターネット １９：００～２０：００ 

２月４日（月） 
本校掲示 １９：００～１９：３０ 

インターネット １９：００～２０：００ 

合格書類 

受け取り 

２月１日（金） １９：３０～２０：００ 

２月２日（土） ９：００～１２：００ 

２月２日（土） １９：００～１９：３０ 

２月４日（月） ９：００～１２：００ 

２月４日（月） １９：００～１９：３０ 

２月５日（火） ９：００～１２：００ 

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 

入学金 ２１０,０００円  施設拡充費 ２００,０００円 

※入学金・施設拡充費は,２月８日（金）１５時までに銀行に振り込んでください。 

※施設拡充費に限り,２月２２日（金）１５時まで延納できます。 

※一旦納入された入学金等は返金いたしません。 



［出願方法］ 

・出願は，インターネット出願のみです。本校のホームページからマイページにログインして出願してください。

インターネットに接続できればご自宅からの出願手続きが可能です。 

・出願期間内は，平日・土日・祝日を問わず，２４時間いつでも出願手続きをすることができます。  

・出願期間内に受験票を印刷してください。受験票印刷をもって出願が完了となります。 

 
［インターネット出願手続きの流れ］ 

  マイページにログイン ・学校説明会に参加した時のＩＤでログインしてください。 
    ＩＤをお持ちでない場合は，新しく作成してください。 
 
  出願情報の入力 ・志願者情報，入試区分，試験日などを入力してください。 
    ・教科入試は午前入試，午後入試のいずれかを選択してください。 
    ・同日の午前入試と午後入試の両方を受験することはできません。 
   ・受験生の顔写真のデータをアップロードしてください。 
 
  受験料の支払い方法の選択 ・受験料のお支払方法は，各種クレジットカード，コンビニエンスストア， 
    ペイジー対応金融機関ＡＴＭから選べます。 
   ・本校の事務窓口でのお支払いはできません。 
 
 
 
 
 
 
  受験料のお支払い ・クレジットカード支払いの場合はインターネット上で，それ以外の方法では， 
   コンビニエンスストアや金融機関ＡＴＭでお支払いください。 

 
  受験票印刷 ・受験料の支払完了後，マイページから受験票の印刷が可能になります。 
    ご自宅やコンビニエンスストアでＡ４サイズの用紙に印刷してください。 
 
  入試当日 ・入試当日は，受験票をお持ちの上，ご来校ください。 
 

※詳細は「出願の手引き」でご確認ください。本校のホームページからダウンロードが可能です。 

 
［出願サポート］  

・本校で教員が出願をサポートします。 １／１２（土），１／１９（土） ９：３０～１２：００ 

・ご本人の顔写真のデジタルデータをお持ちください。その場で撮影することも可能です。  

・クレジットカード支払いの場合は，受験票印刷までが可能です。他の支払い方法の場合は，受験料の

お支払い前までのサポートとなります。 

 
［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。 

 
［特待生入試］ 

  〈特典〉  

・入学金，施設拡充費免除及び制服（指定品一式）贈呈  

  〈受験資格〉 

・２月１日または２日の入試に合格した者（受験料無料）。 
 ※出願時に，「特待生試験を受験する」にもチェックを入れてください。  

・２月１日または２日に１回目を出願し，特待生入試が２回目の出願となる者（受験料１０ ,０００円）。 

・特待生入試が初めての出願となる者（受験料２０ ,０００円）。 
 ※特待生判定だけではなく入試合否判定も出されます。 

 

 

 

 

 

 



［合格発表］ 

・合格発表は，本校での掲示，及びインターネット上で行ないます。 

・本校での発表では，合格者にはその場で合格書類をお渡しします。 

・インターネット上での発表は，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。 

 合格書類は期日内に本校事務室窓口でお受け取りください。 

 

 

［入学説明会］ 

・入学者説明会は，２月２３日（土）１０：００～１１：３０に行います。保護者，お子さまご一緒に出席してく

ださい。 

 

 

［校納金等］  参考（2018 年度） 

入学手続き金  410,000 円  （入学金 200,000 円，施設拡充費 210,000 円） 

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） 

修養会費  27,000 円  （2 泊 3 日） 

学年諸費（預り金） 60,000 円  （年３回の校内宿泊研修費を含む） 

制服  約 63,000 円  （指定品一式） 

体操服，シューズ 23,250 円  

聖書，讃美歌  5,616 円  （同じものをお持ちなら，ご利用可能） 

寄付金（任意） 一口 50,000 円  入学後に募集  

 

 

 

 

学校案内図 

 
 

 

 

 

出願事務窓口 TEL ０４６７－８７－０１３１ 
☆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 

   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 

※入試当日のスクールバスは，運行いたしません。 


