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２０２１年度 アレセイア湘南高等学校  生徒募集要項  

【募集人数】 全日制普通科 男女２００名 （ 特進選抜コース３０名  特進コース３０名  進学コース１４０名 ） 

入試区分 推薦入試  一般入試  オープン入試  

コ ー ス 特進選抜   特 進   進 学 

募集人数 専願 ７０名 併願 １１０名 専願・併願 ２０名 

試験内容 
書類選考 

来校する必要はありません。 

書類選考 

来校する必要はありません。 

午 前：学科（国語・英語・数学） 

午 後：面接 
 

持ち物：受験票，筆記用具，昼食 

試 験 日   
２／１２（金） 

８：３０集合 

出願期間 １／１６(土)～１８(月) １／２４(日)～２／１(月) 

出願方法 インターネット出願 

出願条件 

① ２０２１年３月に中学校卒業見込みであること。（オープン入試は中学校卒業後，1年までの者も可） 

② 本校の教育方針に賛同し，校則を守る意思があること。 

③ 学業に意欲的で，人物・生活態度が良好であること。 

④ 出席状況が良好であること。（推薦入試，一般入試） 

出願書類 

①調査書（公立と同じ書式） 

②推薦書（出身中学校長作成のもの） 

③志望理由書 

④写真票 

※志望理由書は説明会で配布。本校

ホームページからダウンロードも可。 

①調査書（公立と同じ書式） 

②志望理由書 

③写真票 

※志望理由書は説明会で配布。本校

ホームページからダウンロードも可。 

①調査書（公立と同じ書式） 

②写真票 

出願書類 

提  出 

指定の封筒にて「特定記録」による

郵送（１／１８（月）消印有効） 

※窓口受付は行っておりません。 

※書類受領後，受領メールを送信し

ます。 

指定の封筒にて「特定記録」による郵送（２／１（月）消印有効） 

※窓口受付は行っておりません。 

※書類受領後，受領メールを送信します。 

受  験  料 ２０,０００円 ※一旦納入された受験料は，返金いたしません。 

合格発表 

インターネット発表 

１／２２(金)１４：００ 

 

１／２３(土)１３：００ 

合格者には合格通知，手続き書類

を発送します。 

校内掲示による発表は行いません。 

インターネット発表 

２／１１(木)１０：００ 

 

２／１２(金)１３：００ 

合格者には合格通知を発送します。 

校内掲示による発表は行いません。 

インターネット発表 

２／１２(金)１７：００ 

 

２／１３(土)１３：００ 

合格者には合格通知を発送します。 

校内掲示による発表は行いません。 

入学手続 

入学手続き金 ４１０,０００円 〔入学金 ２１０,０００円（就学支援金による補助あり） 施設拡充費 ２００,０００円〕 

※指定した期日までに納入してください。 

 納入後は,本校への入学を辞退されても返金いたしません。 

１／２９（金）まで 
３／２（火）まで 

３／３（水）に手続き書類を発送します。 

書類提出 

入学説明会 
３／１３（土） ※手続き書類にて時間をお知らせします。 

学 費 等 
学 費（月額）： 授業料 ３０，０００円（就学支援金による補助あり） 施設維持費 ４，０００円 学習費 ６，０００円 

その他（年額）： 生徒会費 ９，６００円 保護者会費 １２，０００円 後援会費 ３，０００円 

～ ～ ～ 



【入試等の詳細】 
１．推薦入試について 

・本校のみを受験する専願者対象の入試で，調査書と志望理由書による書類選考で合否を判定します。 

２．一般入試について 

・調査書と志望理由書による書類選考で合否を判定します。 

・一般入試で出願できる私立高等学校は１校と定められています。オープン入試は除きます。 

３．オープン入試について 

・３教科の試験と本人の面接によって合否を判定します。調査書は参考資料とします。 

・入試得点によっては，第１希望以外のコースで合格となる場合があります。 
 

【チャレンジ受験】 
コース変更の希望者，及び特待生制度へのエントリー希望者が受験するものです。 

出 願 者  推薦入試 出願者 
一般入試 出願者 

コース変更チャレンジ コース変更＋特待生エントリー 特待生エントリー 

集合日時 ２／１０（水）８：３０集合 ２／１０（水）８：３０集合 ２／１０（水）もしくは，２／１２（金）の８：３０集合 

試験内容 学科試験（国語・英語・数学） 

結果発表 

インターネット発表    ２／１０（水）受験者は ２／１１（木）１０：００～１２（金）１３：００  

               ２／１２（金）受験者は ２／１２（金）１７：００～１３（土）１３：００  

               受験者全員に結果書類を発送します。 

※チャレンジ受験の受験料は無料です。 

【中学校長の推薦による特待生制度】（特進選抜コース対象，併願可） 
 入学手続き金 学  費 条  件 

特待生Ｂ 全額免除 
半額免除 １年間 

学業成績により継続可能 

・中学校の成績（中３の５教科が２４／２５以上） 

・人物が特に優秀で中学校長から推薦を受けた者 

特待生Ｃ 全額免除  
・中学校の成績（中３の５教科が２３／２５以上） 

・人物が特に優秀で中学校長から推薦を受けた者 

特待生Ｄ 半額免除  
・中学校の成績（中３の５教科が２２／２５以上） 

・人物が特に優秀で中学校長から推薦を受けた者 

                                               ※中３の５教科：国語，社会，数学，理科，英語 

 

【エントリーによる特待生制度】（特進選抜コース対象，併願可） 
推薦入試，一般入試に出願し，次の条件を満たす受験生は，試験得点で選考する特待生制度にエントリーできます。 

希望者は，チャレンジ受験に出願し，受験してください。  

条   件 
・中３の５教科が２１／２５以上で，特進選抜コースを希望すること。 

（チャレンジ受験によるコース変更希望を含む） 

合格目安 ・チャレンジ受験得点率 ８割以上・・・特待生Ｂ，９割以上・・・特待生Ａ 

                                               ※中３の５教科：国語，社会，数学，理科，英語 

 

 入学手続き金 学  費 

特待生Ａ 全額免除 
全額免除 １年間 

学業成績，学校生活良好により継続可能 

特待生Ｂ 全額免除 
半額免除 １年間 

学業成績，学校生活良好により継続可能 

 

【男子バスケットボール部特待生制度】（特進，進学コース対象，専願者のみ） 
 入学手続き金・学費 応募条件 

男子バスケットボール部特待生 全額免除 または 半額免除 
・学校生活全般の状況が良好で,バスケットボールの 

技術が特に優れていること。 

 



【帰国生のための入試】 

・募集人数 ・特進選抜，特進，進学 各コース若干名。 

・資   格 ・海外で１年以上中等普通教育を受けた者で，２０２０年４月以降に帰国し中学３年に転入した者。 

または出願時点で海外に在住している者。 

・入試区分 ・オープン入試 

・そ の 他 ・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。他の生徒と同じ高校生活となります。 

 

【学費等の支援】 
高等学校就学支援金 １１８，８００円（年額） 保護者の所得に応じて支援金が加算される場合があります。 

                              また，対象外となる場合もあります。 

神奈川県私立高等学校等生徒学費補助金 

 ・県内在住者は，県が定める所得基準によって補助金を申請することができます（入学金，授業料）。 

奨学金制度 ・神奈川県高等学校奨学金，各市町村，民間団体が募集する奨学金  ・本校同窓会奨学金 

 

 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 

   [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 

ﾃﾗｽﾓｰﾙ 
湘南 


