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１ 出願手続 
○インターネット出願です。パソコンやスマートフォンで期間中いつでも、どこでも 

出願できます。出願手続の流れについては、本校ホームページをご確認ください。 

○インターネット環境がなく、出願が困難な方はお電話でお問い合わせください。 

 

２ 募集定員・出願期間 
入試 前期選抜入学試験 後期選抜入学試験 

募集人員 男女 ２３０名（普通科） 男女 若干名（普通科） 

区分 
推薦Ａ 

(単願) 

推薦Ｂ 

(併願) 

推薦Ｃ 

(単願) 

一般 1日目 

(単願･併願) 

一般 2日目 

(単願･併願) 
一般 

出 
 
 
 
 

願 

資 格 

・2022 年 3 月に中学校卒業見込み

の者 

・本校推薦要件に該当する者【注 1】 

・単願は本校を第一志望とする者 

・2022 年 3 月に中学校卒

業見込みの者、または卒業

した者 

・単願は本校を第一志望と

する者 

・2022 年 3 月に中学校卒

業見込みの者、または卒業

した者 

期 間 2021 年 12 月 18 日(土) ～ 2022 年 1 月 9 日(日) 

2022 年 1 月 10 日(月) 

      ～ 

 2022 年 2 月 6 日(日) 

書 類 

事前にインターネットにて出願を行い、入学検定料の支払いをお済ませください。 

その後、郵送（簡易書留）にて必要書類を提出してください。 

〔前期選抜試験〕1月 11日（火）、〔後期選抜試験〕2月 8日（火）必着です。 

提出書類： 

①写真票（写真貼付）、②調査書（公立高校受験用と同様式）、③推薦書（推薦 A、B、Cのみ） 

【注 2】 

※前期選抜入学試験は推薦 A、B、C、一般１日目、一般２日目のいずれか 1つのみ出願可。 

 前期選抜入学試験、および後期選抜入学試験の両方出願可。 

（両方出願の場合は後期選抜入学試験出願の際、調査書の提出は不要）  

入 学 

検定料 

20,000円 
 

※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。 

【注 1】 

・推薦要件とは、成績・人物等について在籍中学校長が推薦することです。推薦での出願を希望する場合は、在

籍中学校の先生を通じて事前に本校に確認をしてください。 

【注 2】 

・推薦書の用紙は、本校から直接在籍中学校の先生にお渡しします。 

・出願サイトより、受験票をＡ４用紙に印刷し、写真票に顔写真(縦４㎝×横３㎝)を貼付けてください。 

 ・写真をアップロードした方は、写真貼付けは不要です。ただし、アップロードした写真が不鮮明の場合は、上

から重ねて写真を貼付けてください。 

 

３ 入学検定料について 
①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。また、お支 

払いには別途手数料が発生します。 

 ②一旦払込みされた検定料は返金できません。あらかじめご了承ください。 
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４ 試験会場・入学試験日・試験時間 

  前期選抜入学試験 後期選抜入学試験 

区分 
推薦 A、 推薦 B、 推薦 C 

 一般 1日目（単願・併願） 

一般 2日目 

（単願・併願） 
一般 

会場 東海大学付属浦安高等学校 

入学 

試験日 

2022 年 1 月 17 日（月） 

8：30 集合（開門 8：00） 

2022 年 1 月 18 日（火） 

8：30 集合(開門 8：00) 

2022 年 2 月 15 日（火） 

8：30 集合（開門 8：00） 

試験 

科目 

◎推薦 A （単願） 

作文（600字） 8:50～ 9:40  (50 分) 

グループ面接 10:00～ 

※持ち物：受験票、筆記用具、上履き 

◎推薦 B、 推薦 C、 一般 1日目、 一般 2日目 ＊解答はマーク方式 

国語  8:50～ 9:40  (50 分) 

数学 10:00～10:50  (50 分) 

英語 11:10～12:00  (50 分) ＊英語はリスニングテストを含む 

グループ面接  13:00～  

※持ち物：受験票、筆記用具、上履き、昼食 

国語  8:50～ 9:40 (50 分) 

数学 10:00～10:50 (50 分) 

英語  11:10～12:00 (50 分) 

＊解答は記述式 

＊英語はリスニングテスト 

を含む 

グループ面接  13:00～ 

※持ち物：受験票、筆記用具、

上履き、昼食 

①試験開始後、20 分以上遅刻した受験生の入室はできません。 

  ②緊急時の対応は、本校のホームページに掲載しますので、ご確認ください。 

 

５ 合格発表 

  前期選抜入学試験 後期選抜入学試験 

合格発表 
2022 年 1 月 19 日（水） 

11:00～ 

2022 年 2 月 16 日（水） 

11:00～ 

①合格発表専用サイトにて発表します。 

②合格発表書類の配付はありません。 

③合否のお問い合わせは、一切お受けできません。 

 

６ 入学手続 

 前期選抜入学試験 後期選抜入学試験 

手続期間 2022年 1月 19日(水)11：00 ～ 2022年 1月 23日(日) 
2022年 2月 16日(水)11：00  

～18日(金) 

手続方法 

入学手続時納付金の 320,000 円(入学金 160,000 円＋施設拡充費 160,000 円）を納入してく

ださい。 

※併願者が延納を希望する場合 

①上記期間内に入学手続時納付金のうち 50,000 円（入学金の一部）を納入してください。 

入学しなかった場合の返金はありません。 

②入学を希望する場合は下記期日までに、残金 270,000 円を納入してください。 

 延納者入学手続期日 2022 年 3 月 7 日（月）15：00 

（埼玉県公立高校併願の延納者入学手続期日 2022 年 3 月 9 日（水）15：00） 

①納付金の納入はすべて入学手続き専用サイトで行ってください。 

②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。また、お支払い

には別途手数料が発生します。 
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７ 学費等(２０２１年度参考) 

入学時の納付金 入学後の納付金 

入学金     160,000 円 

施設拡充費 160,000 円 

第１期( 4/27 まで) 182,600 円 

第２期( 7/27 まで) 170,600 円 

第３期(11/27 まで) 170,600 円 

年間納入額 

523,800 円 

①別途学年諸費約 123,000 円（iPad 関連費用含む）、修学旅行積立金（1 年次より 2 年間で約 114,000 円）が必要

となります。 

②学費等納付金については、本校の事情や社会情勢を勘案して改定することがあります。 

８ インターネット出願  

出願手続きの方法 

                 本校ホームページからインターネット出願サイトにお進みく                   

ださい。 

 

 

                   画面の指示にしたがってお進みください。 

                    

                   緊急時にもご確認いただけるアドレスを登録してください。 

                   ※夏休みの学校見学会等の申し込みで ID 登録をすでに完了して 

                    いる方は省略してください。 

                     

                   アップロードしない場合は、受験票印刷後に写真票に受験生の 

                   写真（縦４㎝×横３㎝）を貼付けてください。 

                    

                   出願手続きを開始する前に本校 HP から「インターネット出願 

                   入力用シート」をダウンロードし必要事項を記入してから中学 

                    校の先生に、出願区分や試験日の確認を受けてください。 

 

                   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。なお、お支払いには別途手数料がかかりま 

                   す。（本校窓口での支払いはできません） 

                      

                    検定料のお支払い完了後、出願サイトにて受験票の印刷が可能と 

                   なります。ご自宅で印刷してください。 

                   ※コンビニエンスストアのマルチコピー機でも印刷できます。 

                      

                   出願書類を角２封筒に封入し、宛名票（受験票と同時印刷）を 

                   貼付けて郵送（簡易書留）してください。 

                     

                   受験票をお持ちの上、来校してください。 

特別奨学金制度（スポーツ奨学生制度）について 

本校では、人物、学力ともに優秀でスポーツ活動において優秀な資質を有している者に対して、奨学金を

給付する制度あります。（応募制ではありません） 

個人情報保護について 

本校の入学試験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統計的資料作

成以外の目的には使用いたしません。 

本校ホームページ 

出願サイト 

ID（メールアドレス）登録 

出願情報入力 

検定料の支払い方法選択 

受験票印刷 

提出書類の郵送 

入試当日 

顔写真データアップロード（任意） 


