
令和３年度

11/7（土）・11/21（土）

11/28（土）・12/5（土）

12/7（月）～12/11（金）

楽しく充実した栄徳DAYS

Super文理コース・総合進学コース（選抜文理）の授業風景／躍動感あふれる部活動風景

学習能力を高める学校施設・設備を見学

● 個 別 相 談 会 の 実 施 ●

● 学 校 施 設・設 備を見 学 ●

● 授 業・部 活 動 を 見 学 ●

● 高校生活についての説明 ●

個別教育相談週間
会場 : 栄徳高等学校　
申込 ： ①中学校の先生を通して ②直接栄徳高校入試広報担当に（TEL 0561-62-5000）
内容 ： 進路等にかかわる全ての事項　
※お気軽にご相談ください。

公共交通機関
リニモが便利です

令和3年2月12日（金）15時00分まで

8時30分

8時30分

募集人員

区　　分

志願者登録
期　　　間
（ネット登録）

受　験　料

入学試験日

会　　場

令和３年２月３日（水）

合格発表
令和３年２月５日（金）
本人及び出身中学校長宛郵送　
※インターネットでも発表します。

入学手続

入学前納金　20,000円納入

令和3年3月19日（金）15時00分まで

登　校　日

令和３年１月28日（木）
本人及び出身中学校長宛郵送　
※インターネットでも発表します。

栄徳高等学校

　入学金　　　　200,000円納入
令和3年2月3日（水）15時00分まで

全日制　普通科　男女約380名
Super文理コース（Super文理クラス）約60名
総合進学コース（選抜クラス・進学クラス）約320名

令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）
最終日は13時00分まで

令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）
最終日は13時00分まで

13,000円　

令和３年１月27日（水）

令和3年3月22日（月）
クラス編成テストを実施します。詳細は、入試結果通知に同封する書類をご覧ください。

出願期間
（書類提出）

令和３年１月25日（月）～１月29日（金）
受付時間　9時00分～16時00分
※1月27日（水）は受付をしません。

令和３年１月20日（水）～１月22日（金）
受付時間　9時00分～16時00分

郵送の場合は、令和3年1月22日（金）16時00分必着

入学後納金　180,000円納入締切日

第1回締切日

第2回締切日

郵送の場合は、令和3年1月29日（金）16時00分必着

推薦・特別専願・帰国生入学試験 一般入学試験
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※お気軽にご相談ください。
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令和３年２月３日（水）
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令和３年２月５日（金）
本人及び出身中学校長宛郵送　
※インターネットでも発表します。

入学手続

入学前納金　20,000円納入

令和3年3月19日（金）15時00分まで

登　校　日

令和３年１月28日（木）
本人及び出身中学校長宛郵送　
※インターネットでも発表します。

栄徳高等学校

　入学金　　　　200,000円納入
令和3年2月3日（水）15時00分まで

全日制　普通科　男女約380名
Super文理コース（Super文理クラス）約60名
総合進学コース（選抜クラス・進学クラス）約320名

令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）
最終日は13時00分まで

令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）
最終日は13時00分まで

13,000円　

令和３年１月27日（水）

令和3年3月22日（月）
クラス編成テストを実施します。詳細は、入試結果通知に同封する書類をご覧ください。

出願期間
（書類提出）

令和３年１月25日（月）～１月29日（金）
受付時間　9時00分～16時00分
※1月27日（水）は受付をしません。

令和３年１月20日（水）～１月22日（金）
受付時間　9時00分～16時00分

郵送の場合は、令和3年1月22日（金）16時00分必着

入学後納金　180,000円納入締切日

第1回締切日

第2回締切日

郵送の場合は、令和3年1月29日（金）16時00分必着

推薦・特別専願・帰国生入学試験 一般入学試験



65

P.2

※推薦・特別専願・帰国生入試　令和３年１月２３日（土）～　一般入試　令和３年１月３０日（土）～に印刷してください。

受験料、入学金および入学前納金・後納金の納入方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１

1.　出願資格 （1）原則として、令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　 （2）心身ともに健康で、学力・人物に優れた者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。必要書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月25日（月）～1月29日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
                                        ※1月27日（水）は受付をしません。
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月29日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　                    ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　  　　　　　   ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                        　　　　　   ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類    下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年2月3日（水）　　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）      9時00分 ～ 9時40分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  10時 00分～10時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  11時00分～11時40分　英語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11時40分 ～12時35分　 昼食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12時45分～13時25分　 社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  13時45分～14時25分　 理科
　　　　　　　持   ち   物   　受験票・筆記用具・昼食（弁当等）・上履き
4.　合格発表   令和3年2月5日（金）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより2月5日（金）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
                    ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
                    ※当日の試験の結果により、合格が志望のコース（クラス）と異なる場合があります。
5.　入学手続 （1）合格者は、令和3年2月12日（金）15時00分までに、入学前納金20,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                      （2）上記の手続きをした後、令和3年3月19日（金）15時00分までに、入学後納金180,000円を次のいずれかの
　　　　　　　　方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                    ※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

一　般　入　学　試　験

1.　出願資格（1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
                 （2）本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
                 （3）心身ともに健康で学習意欲が高く人物が優れ、出身中学校長が推薦する者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
                                        ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
                                        ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                                        ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　                                出 願 書 類      下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
                                        〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（グループ面接）　　　10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合格結果を確認できます。
   　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水） 15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

推　薦　入　学　試　験

1.　出願資格 （1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　（2）不登校及び不登校傾向であるが、本学で勉学に励む強い意志がある者
　　　　　　（3）本校を第一志望し、合格した場合は必ず本校に入学する者
  　　　　　　※事前面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　  ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　  ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　  ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書
　　　　　　　　　　　　　 ②入学志願理由書（本校所定用紙）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

特　別　専　願　入　学　試　験（募集人員若干名）

1.　出願資格　平成18年4月1日以前に生まれ、勤務等により海外に在住する保護者に同伴し、下記A～Cのいずれかに
　　　　　　　該当する者で、本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
　　　　　　　A.　2年以上海外で生活し、帰国後1年以内で日本の中学校を令和3年3月に卒業見込みの者
　　　　　　　B.　文部科学大臣の指定を受けた在外教育施設（日本人学校中等部）を卒業（平成31年度（令和元年度）以降）、
　　　　　　　　　または令和3年3月に卒業見込みの者で、出身学校長が推薦する者
　　　　　　　C.　現地校やインターナショナルスクール等に在籍し、中学卒業と同等以上の就学実績を有している
　　　　　　　　　と本校が認めた者
　　　　　　　※事前に出願資格を確認する面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　 ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　 ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　 ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書（ 出願資格A、Bに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ②成績証明書（ 出願資格Cに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ③在学証明書または卒業証明書（出願資格Cに該当する者で、海外現地校発行）
　　　　　　　　　　　　　 ④海外在留証明書（出願資格Cに該当する者で、保護者が勤務する企業または機関発行）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水） 　     8時30分集合
　　　　　　　会   　　場   　 栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　作文（日本語） 　　　　     9時00分 ～ 9時40分
　　　　　　　　　　　　　 英語　　　　　　　 　　     9時40分～10時00分
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身学校長宛郵送
　　　　　　  ※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　  ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。
6.　その他　 （1）本校に入学後は、原則として保護者のもとから通学し、日本語での授業を受けていただきます。
　　　　　　（2）総合進学コースへの入学とします。

帰　国　生　入　学　試　験（募集人員若干名）
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P.2

※推薦・特別専願・帰国生入試　令和３年１月２３日（土）～　一般入試　令和３年１月３０日（土）～に印刷してください。

受験料、入学金および入学前納金・後納金の納入方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１

1.　出願資格 （1）原則として、令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　 （2）心身ともに健康で、学力・人物に優れた者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。必要書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月25日（月）～1月29日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
                                        ※1月27日（水）は受付をしません。
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月29日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　                    ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　  　　　　　   ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                        　　　　　   ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類    下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年2月3日（水）　　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）      9時00分 ～ 9時40分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  10時 00分～10時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  11時00分～11時40分　英語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11時40分 ～12時35分　 昼食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12時45分～13時25分　 社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  13時45分～14時25分　 理科
　　　　　　　持   ち   物   　受験票・筆記用具・昼食（弁当等）・上履き
4.　合格発表   令和3年2月5日（金）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより2月5日（金）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
                    ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
                    ※当日の試験の結果により、合格が志望のコース（クラス）と異なる場合があります。
5.　入学手続 （1）合格者は、令和3年2月12日（金）15時00分までに、入学前納金20,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                      （2）上記の手続きをした後、令和3年3月19日（金）15時00分までに、入学後納金180,000円を次のいずれかの
　　　　　　　　方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                    ※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

一　般　入　学　試　験

1.　出願資格（1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
                 （2）本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
                 （3）心身ともに健康で学習意欲が高く人物が優れ、出身中学校長が推薦する者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
                                        ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
                                        ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                                        ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　                                出 願 書 類      下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
                                        〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（グループ面接）　　　10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合格結果を確認できます。
   　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水） 15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

推　薦　入　学　試　験

1.　出願資格 （1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　（2）不登校及び不登校傾向であるが、本学で勉学に励む強い意志がある者
　　　　　　（3）本校を第一志望し、合格した場合は必ず本校に入学する者
  　　　　　　※事前面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　  ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　  ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　  ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書
　　　　　　　　　　　　　 ②入学志願理由書（本校所定用紙）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

特　別　専　願　入　学　試　験（募集人員若干名）

1.　出願資格　平成18年4月1日以前に生まれ、勤務等により海外に在住する保護者に同伴し、下記A～Cのいずれかに
　　　　　　　該当する者で、本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
　　　　　　　A.　2年以上海外で生活し、帰国後1年以内で日本の中学校を令和3年3月に卒業見込みの者
　　　　　　　B.　文部科学大臣の指定を受けた在外教育施設（日本人学校中等部）を卒業（平成31年度（令和元年度）以降）、
　　　　　　　　　または令和3年3月に卒業見込みの者で、出身学校長が推薦する者
　　　　　　　C.　現地校やインターナショナルスクール等に在籍し、中学卒業と同等以上の就学実績を有している
　　　　　　　　　と本校が認めた者
　　　　　　　※事前に出願資格を確認する面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　 ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　 ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　 ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書（ 出願資格A、Bに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ②成績証明書（ 出願資格Cに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ③在学証明書または卒業証明書（出願資格Cに該当する者で、海外現地校発行）
　　　　　　　　　　　　　 ④海外在留証明書（出願資格Cに該当する者で、保護者が勤務する企業または機関発行）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水） 　     8時30分集合
　　　　　　　会   　　場   　 栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　作文（日本語） 　　　　     9時00分 ～ 9時40分
　　　　　　　　　　　　　 英語　　　　　　　 　　     9時40分～10時00分
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身学校長宛郵送
　　　　　　  ※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　  ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。
6.　その他　 （1）本校に入学後は、原則として保護者のもとから通学し、日本語での授業を受けていただきます。
　　　　　　（2）総合進学コースへの入学とします。

帰　国　生　入　学　試　験（募集人員若干名）



４３

所得基準　154,500円未満の世帯（年収590万円未満程度）

保護者等の所得基準（参考年収：父母合算）
補助金合計
（年 額）

本校授業料
（年 額）

実質授業料
（年 額）

補助金額（年 額）
国の就学支援金 県の授業料軽減

32,000円
(年額384,000円) なし甲①

区分

負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　212,700円未満の世帯（年収720万円未満程度）
9,900円

(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

22,100円
(年額265,200円)

22,100円
(年額265,200円)

7,300円
(年額87,600円)

甲② 負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　270,300円未満の世帯（年収840万円未満程度）乙
17,200円

(年額205,600円)

所得基準　304,200円未満の世帯（年収910万円未満程度） なしその他

上記に該当しない世帯（年収911万円以上程度）

備考1：毎月の徴収額には、教育充実費・ＰＴＡ会費・生徒会費・教育支援会費・修学旅行積立金・冷暖房費・図書費等が加算されます。
備考2：「所得基準」とは、課税標準額×０.０６－市町村民税の調整控除額のことをいいます。（名古屋市は、課税標準額×０.０６－市民税の調整控除額×3/4 ）
備考3：年収は夫婦(配偶者控除あり)、高校生1人、中学生1人世帯の場合の参考年収です。

なし なしなし対象外

区分
甲①
甲②
乙

その他
対象外

本校では、補助金還付方式を採用しておりますので、全生徒に授業料の満額を
納入していただき、後日還付手続きをいたします。
愛知県授業料軽減補助金の各区分に該当する場合は、下表のようになります。

補助金額
200,000円
200,000円
100,000円

なし
なし

本校入学金

200,000円

実質入学金
0円
0円

100,000円
200,000円
200,000円

令和２年４月～令和３年３月
32,000円（全員）

①4月申請(4月～6月分)→6月交付決定→7月末還付(3ヵ月分)
②6月申請(7月～3月分)→9月交付決定→3期に分けて還付   

納入授業料（月額）

授業料軽減等
還付の流れ

14,800円
(年額177,600円)

入学後の学費その他納入金 （令和２年度参考）

授業料
教育充実費
ＰＴＡ会費
生徒会費

教育支援会費

月額
月額
月額
月額
月額

32,000円
  5,000円
     500円
  1,000円
  1,000円

※その他、修学旅行積立金・冷暖房費・各種諸費等があります。
※毎月納入となります。（銀行口座登録による自動引き落とし）
※詳細は、3月22日（月）登校日に配布する入学要項でお知らせします。

本校の奨学生制度

種別

※1　納入された入学金は、2年次の進級時に奨学金として授与します。　※2　該当の方は所定の様式にて期限内の申請が必要となります。

私立高等学校授業料等補助制度
◎国の就学支援金及び愛知県私立高等学校授業料軽減補助金

◎名古屋市授業料補助金

◎愛知県入学納付金補助金制度

（令和２年度参考） ◎名古屋市を除く各市町村授業料等補助金
　    　        　        （令和元年度参考）

 （令和２年度参考）

 （令和２年度参考）

入学金の全額または半額を授与

入学金の半額を授与

人物に優れ、3年間部活動が継続でき、中学校長より推薦された生徒

兄または姉が本校在学中の入学生徒

兄・姉または父・母が本校卒業生の入学生徒

子弟・弟妹奨学生

(※2）

入学金の全額を授与

名古屋市在住で、保護者の令和２年度市町村民税所得割額及び
道府県民税所得割額の合計額が下表に該当すること。

愛知県の授業料軽減事業の対象範囲外で542,500円
未満の世帯

年額42,000円

年額25,000円692,500円未満の世帯

条件等

各市町村から照会後、申請書を各自市役所もしく
は役場へ持参、又は学校にて取りまとめて郵送
（市町村指示による）
※補助金は各市町村によって異なります。

学業奨学生

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

運動奨学生

運動能力・技術に極めて優れ、中学校長より推薦され、運動部に
3年間所属する意思があり、本校校長及び部顧問が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が極めて優秀で、本校校長が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が優秀で、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに極めて優秀な成績で
合格し、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに優秀な成績で合格し、
本校校長が認めた生徒

　本校の奨学生制度は、国の「就学支援金補助金」及び愛知県の「私立高等学校授業料軽減補助金」並びに「入学納付金補助金」の
受給申請をしていただき、保護者負担額との差額を奨学金として授与する制度になります。

条 件 等 特典（※1）

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

6,000円～
50,000円

P.6
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所得基準　154,500円未満の世帯（年収590万円未満程度）

保護者等の所得基準（参考年収：父母合算）
補助金合計
（年 額）

本校授業料
（年 額）

実質授業料
（年 額）

補助金額（年 額）
国の就学支援金 県の授業料軽減

32,000円
(年額384,000円) なし甲①

区分

負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　212,700円未満の世帯（年収720万円未満程度）
9,900円

(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

22,100円
(年額265,200円)

22,100円
(年額265,200円)

7,300円
(年額87,600円)

甲② 負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　270,300円未満の世帯（年収840万円未満程度）乙
17,200円

(年額205,600円)

所得基準　304,200円未満の世帯（年収910万円未満程度） なしその他

上記に該当しない世帯（年収911万円以上程度）

備考1：毎月の徴収額には、教育充実費・ＰＴＡ会費・生徒会費・教育支援会費・修学旅行積立金・冷暖房費・図書費等が加算されます。
備考2：「所得基準」とは、課税標準額×０.０６－市町村民税の調整控除額のことをいいます。（名古屋市は、課税標準額×０.０６－市民税の調整控除額×3/4 ）
備考3：年収は夫婦(配偶者控除あり)、高校生1人、中学生1人世帯の場合の参考年収です。

なし なしなし対象外

区分
甲①
甲②
乙

その他
対象外

本校では、補助金還付方式を採用しておりますので、全生徒に授業料の満額を
納入していただき、後日還付手続きをいたします。
愛知県授業料軽減補助金の各区分に該当する場合は、下表のようになります。

補助金額
200,000円
200,000円
100,000円

なし
なし

本校入学金

200,000円

実質入学金
0円
0円

100,000円
200,000円
200,000円

令和２年４月～令和３年３月
32,000円（全員）

①4月申請(4月～6月分)→6月交付決定→7月末還付(3ヵ月分)
②6月申請(7月～3月分)→9月交付決定→3期に分けて還付   

納入授業料（月額）

授業料軽減等
還付の流れ

14,800円
(年額177,600円)

入学後の学費その他納入金 （令和２年度参考）

授業料
教育充実費
ＰＴＡ会費
生徒会費

教育支援会費

月額
月額
月額
月額
月額

32,000円
  5,000円
     500円
  1,000円
  1,000円

※その他、修学旅行積立金・冷暖房費・各種諸費等があります。
※毎月納入となります。（銀行口座登録による自動引き落とし）
※詳細は、3月22日（月）登校日に配布する入学要項でお知らせします。

本校の奨学生制度

種別

※1　納入された入学金は、2年次の進級時に奨学金として授与します。　※2　該当の方は所定の様式にて期限内の申請が必要となります。

私立高等学校授業料等補助制度
◎国の就学支援金及び愛知県私立高等学校授業料軽減補助金

◎名古屋市授業料補助金

◎愛知県入学納付金補助金制度

（令和２年度参考） ◎名古屋市を除く各市町村授業料等補助金
　    　        　        （令和元年度参考）

 （令和２年度参考）

 （令和２年度参考）

入学金の全額または半額を授与

入学金の半額を授与

人物に優れ、3年間部活動が継続でき、中学校長より推薦された生徒

兄または姉が本校在学中の入学生徒

兄・姉または父・母が本校卒業生の入学生徒

子弟・弟妹奨学生

(※2）

入学金の全額を授与

名古屋市在住で、保護者の令和２年度市町村民税所得割額及び
道府県民税所得割額の合計額が下表に該当すること。

愛知県の授業料軽減事業の対象範囲外で542,500円
未満の世帯

年額42,000円

年額25,000円692,500円未満の世帯

条件等

各市町村から照会後、申請書を各自市役所もしく
は役場へ持参、又は学校にて取りまとめて郵送
（市町村指示による）
※補助金は各市町村によって異なります。

学業奨学生

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

運動奨学生

運動能力・技術に極めて優れ、中学校長より推薦され、運動部に
3年間所属する意思があり、本校校長及び部顧問が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が極めて優秀で、本校校長が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が優秀で、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに極めて優秀な成績で
合格し、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに優秀な成績で合格し、
本校校長が認めた生徒

　本校の奨学生制度は、国の「就学支援金補助金」及び愛知県の「私立高等学校授業料軽減補助金」並びに「入学納付金補助金」の
受給申請をしていただき、保護者負担額との差額を奨学金として授与する制度になります。

条 件 等 特典（※1）

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

6,000円～
50,000円

P.6



４３

所得基準　154,500円未満の世帯（年収590万円未満程度）

保護者等の所得基準（参考年収：父母合算）
補助金合計
（年 額）

本校授業料
（年 額）

実質授業料
（年 額）

補助金額（年 額）
国の就学支援金 県の授業料軽減

32,000円
(年額384,000円) なし甲①

区分

負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　212,700円未満の世帯（年収720万円未満程度）
9,900円

(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

22,100円
(年額265,200円)

22,100円
(年額265,200円)

7,300円
(年額87,600円)

甲② 負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　270,300円未満の世帯（年収840万円未満程度）乙
17,200円

(年額205,600円)

所得基準　304,200円未満の世帯（年収910万円未満程度） なしその他

上記に該当しない世帯（年収911万円以上程度）

備考1：毎月の徴収額には、教育充実費・ＰＴＡ会費・生徒会費・教育支援会費・修学旅行積立金・冷暖房費・図書費等が加算されます。
備考2：「所得基準」とは、課税標準額×０.０６－市町村民税の調整控除額のことをいいます。（名古屋市は、課税標準額×０.０６－市民税の調整控除額×3/4 ）
備考3：年収は夫婦(配偶者控除あり)、高校生1人、中学生1人世帯の場合の参考年収です。

なし なしなし対象外

区分
甲①
甲②
乙

その他
対象外

本校では、補助金還付方式を採用しておりますので、全生徒に授業料の満額を
納入していただき、後日還付手続きをいたします。
愛知県授業料軽減補助金の各区分に該当する場合は、下表のようになります。

補助金額
200,000円
200,000円
100,000円

なし
なし

本校入学金

200,000円

実質入学金
0円
0円

100,000円
200,000円
200,000円

令和２年４月～令和３年３月
32,000円（全員）

①4月申請(4月～6月分)→6月交付決定→7月末還付(3ヵ月分)
②6月申請(7月～3月分)→9月交付決定→3期に分けて還付   

納入授業料（月額）

授業料軽減等
還付の流れ

14,800円
(年額177,600円)

入学後の学費その他納入金 （令和２年度参考）

授業料
教育充実費
ＰＴＡ会費
生徒会費

教育支援会費

月額
月額
月額
月額
月額

32,000円
  5,000円
     500円
  1,000円
  1,000円

※その他、修学旅行積立金・冷暖房費・各種諸費等があります。
※毎月納入となります。（銀行口座登録による自動引き落とし）
※詳細は、3月22日（月）登校日に配布する入学要項でお知らせします。

本校の奨学生制度

種別

※1　納入された入学金は、2年次の進級時に奨学金として授与します。　※2　該当の方は所定の様式にて期限内の申請が必要となります。

私立高等学校授業料等補助制度
◎国の就学支援金及び愛知県私立高等学校授業料軽減補助金

◎名古屋市授業料補助金

◎愛知県入学納付金補助金制度

（令和２年度参考） ◎名古屋市を除く各市町村授業料等補助金
　    　        　        （令和元年度参考）

 （令和２年度参考）

 （令和２年度参考）

入学金の全額または半額を授与

入学金の半額を授与

人物に優れ、3年間部活動が継続でき、中学校長より推薦された生徒

兄または姉が本校在学中の入学生徒

兄・姉または父・母が本校卒業生の入学生徒

子弟・弟妹奨学生

(※2）

入学金の全額を授与

名古屋市在住で、保護者の令和２年度市町村民税所得割額及び
道府県民税所得割額の合計額が下表に該当すること。

愛知県の授業料軽減事業の対象範囲外で542,500円
未満の世帯

年額42,000円

年額25,000円692,500円未満の世帯

条件等

各市町村から照会後、申請書を各自市役所もしく
は役場へ持参、又は学校にて取りまとめて郵送
（市町村指示による）
※補助金は各市町村によって異なります。

学業奨学生

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

運動奨学生

運動能力・技術に極めて優れ、中学校長より推薦され、運動部に
3年間所属する意思があり、本校校長及び部顧問が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が極めて優秀で、本校校長が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が優秀で、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに極めて優秀な成績で
合格し、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに優秀な成績で合格し、
本校校長が認めた生徒

　本校の奨学生制度は、国の「就学支援金補助金」及び愛知県の「私立高等学校授業料軽減補助金」並びに「入学納付金補助金」の
受給申請をしていただき、保護者負担額との差額を奨学金として授与する制度になります。

条 件 等 特典（※1）

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

6,000円～
50,000円

P.6

４３

所得基準　154,500円未満の世帯（年収590万円未満程度）

保護者等の所得基準（参考年収：父母合算）
補助金合計
（年 額）

本校授業料
（年 額）

実質授業料
（年 額）

補助金額（年 額）
国の就学支援金 県の授業料軽減

32,000円
(年額384,000円) なし甲①

区分

負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　212,700円未満の世帯（年収720万円未満程度）
9,900円

(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

9,900円
(年額118,800円)

22,100円
(年額265,200円)

22,100円
(年額265,200円)

7,300円
(年額87,600円)

甲② 負担なし
32,000円

(年額384,000円)

32,000円
(年額384,000円)

所得基準　270,300円未満の世帯（年収840万円未満程度）乙
17,200円

(年額205,600円)

所得基準　304,200円未満の世帯（年収910万円未満程度） なしその他

上記に該当しない世帯（年収911万円以上程度）

備考1：毎月の徴収額には、教育充実費・ＰＴＡ会費・生徒会費・教育支援会費・修学旅行積立金・冷暖房費・図書費等が加算されます。
備考2：「所得基準」とは、課税標準額×０.０６－市町村民税の調整控除額のことをいいます。（名古屋市は、課税標準額×０.０６－市民税の調整控除額×3/4 ）
備考3：年収は夫婦(配偶者控除あり)、高校生1人、中学生1人世帯の場合の参考年収です。

なし なしなし対象外

区分
甲①
甲②
乙

その他
対象外

本校では、補助金還付方式を採用しておりますので、全生徒に授業料の満額を
納入していただき、後日還付手続きをいたします。
愛知県授業料軽減補助金の各区分に該当する場合は、下表のようになります。

補助金額
200,000円
200,000円
100,000円

なし
なし

本校入学金

200,000円

実質入学金
0円
0円

100,000円
200,000円
200,000円

令和２年４月～令和３年３月
32,000円（全員）

①4月申請(4月～6月分)→6月交付決定→7月末還付(3ヵ月分)
②6月申請(7月～3月分)→9月交付決定→3期に分けて還付   

納入授業料（月額）

授業料軽減等
還付の流れ

14,800円
(年額177,600円)

入学後の学費その他納入金 （令和２年度参考）

授業料
教育充実費
ＰＴＡ会費
生徒会費

教育支援会費

月額
月額
月額
月額
月額

32,000円
  5,000円
     500円
  1,000円
  1,000円

※その他、修学旅行積立金・冷暖房費・各種諸費等があります。
※毎月納入となります。（銀行口座登録による自動引き落とし）
※詳細は、3月22日（月）登校日に配布する入学要項でお知らせします。

本校の奨学生制度

種別

※1　納入された入学金は、2年次の進級時に奨学金として授与します。　※2　該当の方は所定の様式にて期限内の申請が必要となります。

私立高等学校授業料等補助制度
◎国の就学支援金及び愛知県私立高等学校授業料軽減補助金

◎名古屋市授業料補助金

◎愛知県入学納付金補助金制度

（令和２年度参考） ◎名古屋市を除く各市町村授業料等補助金
　    　        　        （令和元年度参考）

 （令和２年度参考）

 （令和２年度参考）

入学金の全額または半額を授与

入学金の半額を授与

人物に優れ、3年間部活動が継続でき、中学校長より推薦された生徒

兄または姉が本校在学中の入学生徒

兄・姉または父・母が本校卒業生の入学生徒

子弟・弟妹奨学生

(※2）

入学金の全額を授与

名古屋市在住で、保護者の令和２年度市町村民税所得割額及び
道府県民税所得割額の合計額が下表に該当すること。

愛知県の授業料軽減事業の対象範囲外で542,500円
未満の世帯

年額42,000円

年額25,000円692,500円未満の世帯

条件等

各市町村から照会後、申請書を各自市役所もしく
は役場へ持参、又は学校にて取りまとめて郵送
（市町村指示による）
※補助金は各市町村によって異なります。

学業奨学生

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

運動奨学生

運動能力・技術に極めて優れ、中学校長より推薦され、運動部に
3年間所属する意思があり、本校校長及び部顧問が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が極めて優秀で、本校校長が認めた生徒

Super文理コースを志望し、中学校長より推薦され、中学校にお
ける学業成績が優秀で、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに極めて優秀な成績で
合格し、本校校長が認めた生徒

一般入学試験において、Super文理コースに優秀な成績で合格し、
本校校長が認めた生徒

　本校の奨学生制度は、国の「就学支援金補助金」及び愛知県の「私立高等学校授業料軽減補助金」並びに「入学納付金補助金」の
受給申請をしていただき、保護者負担額との差額を奨学金として授与する制度になります。

条 件 等 特典（※1）

入学金・授業料・教育充実費の全額を授与

入学金・授業料・教育充実費の半額を授与

6,000円～
50,000円

P.6
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P.2

※推薦・特別専願・帰国生入試　令和３年１月２３日（土）～　一般入試　令和３年１月３０日（土）～に印刷してください。

受験料、入学金および入学前納金・後納金の納入方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１

1.　出願資格 （1）原則として、令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　 （2）心身ともに健康で、学力・人物に優れた者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。必要書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月25日（月）～1月29日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
                                        ※1月27日（水）は受付をしません。
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月29日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　                    ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　  　　　　　   ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                        　　　　　   ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類    下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年2月3日（水）　　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）      9時00分 ～ 9時40分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  10時 00分～10時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  11時00分～11時40分　英語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11時40分 ～12時35分　 昼食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12時45分～13時25分　 社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  13時45分～14時25分　 理科
　　　　　　　持   ち   物   　受験票・筆記用具・昼食（弁当等）・上履き
4.　合格発表   令和3年2月5日（金）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより2月5日（金）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
                    ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
                    ※当日の試験の結果により、合格が志望のコース（クラス）と異なる場合があります。
5.　入学手続 （1）合格者は、令和3年2月12日（金）15時00分までに、入学前納金20,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                      （2）上記の手続きをした後、令和3年3月19日（金）15時00分までに、入学後納金180,000円を次のいずれかの
　　　　　　　　方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                    ※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

一　般　入　学　試　験

1.　出願資格（1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
                 （2）本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
                 （3）心身ともに健康で学習意欲が高く人物が優れ、出身中学校長が推薦する者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
                                        ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
                                        ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                                        ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　                                出 願 書 類      下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
                                        〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（グループ面接）　　　10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合格結果を確認できます。
   　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水） 15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

推　薦　入　学　試　験

1.　出願資格 （1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　（2）不登校及び不登校傾向であるが、本学で勉学に励む強い意志がある者
　　　　　　（3）本校を第一志望し、合格した場合は必ず本校に入学する者
  　　　　　　※事前面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　  ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　  ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　  ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書
　　　　　　　　　　　　　 ②入学志願理由書（本校所定用紙）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

特　別　専　願　入　学　試　験（募集人員若干名）

1.　出願資格　平成18年4月1日以前に生まれ、勤務等により海外に在住する保護者に同伴し、下記A～Cのいずれかに
　　　　　　　該当する者で、本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
　　　　　　　A.　2年以上海外で生活し、帰国後1年以内で日本の中学校を令和3年3月に卒業見込みの者
　　　　　　　B.　文部科学大臣の指定を受けた在外教育施設（日本人学校中等部）を卒業（平成31年度（令和元年度）以降）、
　　　　　　　　　または令和3年3月に卒業見込みの者で、出身学校長が推薦する者
　　　　　　　C.　現地校やインターナショナルスクール等に在籍し、中学卒業と同等以上の就学実績を有している
　　　　　　　　　と本校が認めた者
　　　　　　　※事前に出願資格を確認する面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　 ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　 ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　 ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書（ 出願資格A、Bに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ②成績証明書（ 出願資格Cに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ③在学証明書または卒業証明書（出願資格Cに該当する者で、海外現地校発行）
　　　　　　　　　　　　　 ④海外在留証明書（出願資格Cに該当する者で、保護者が勤務する企業または機関発行）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水） 　     8時30分集合
　　　　　　　会   　　場   　 栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　作文（日本語） 　　　　     9時00分 ～ 9時40分
　　　　　　　　　　　　　 英語　　　　　　　 　　     9時40分～10時00分
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身学校長宛郵送
　　　　　　  ※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　  ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。
6.　その他　 （1）本校に入学後は、原則として保護者のもとから通学し、日本語での授業を受けていただきます。
　　　　　　（2）総合進学コースへの入学とします。

帰　国　生　入　学　試　験（募集人員若干名）
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P.2

※推薦・特別専願・帰国生入試　令和３年１月２３日（土）～　一般入試　令和３年１月３０日（土）～に印刷してください。

受験料、入学金および入学前納金・後納金の納入方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１

1.　出願資格 （1）原則として、令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　 （2）心身ともに健康で、学力・人物に優れた者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。必要書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月25日（月）～1月29日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
                                        ※1月27日（水）は受付をしません。
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月29日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　                    ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　  　　　　　   ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                        　　　　　   ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類    下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年2月3日（水）　　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）      9時00分 ～ 9時40分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  10時 00分～10時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  11時00分～11時40分　英語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11時40分 ～12時35分　 昼食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12時45分～13時25分　 社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  13時45分～14時25分　 理科
　　　　　　　持   ち   物   　受験票・筆記用具・昼食（弁当等）・上履き
4.　合格発表   令和3年2月5日（金）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより2月5日（金）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
                    ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
                    ※当日の試験の結果により、合格が志望のコース（クラス）と異なる場合があります。
5.　入学手続 （1）合格者は、令和3年2月12日（金）15時00分までに、入学前納金20,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                      （2）上記の手続きをした後、令和3年3月19日（金）15時00分までに、入学後納金180,000円を次のいずれかの
　　　　　　　　方法でお支払いください。
　　　　　　  　　〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
                    ※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

一　般　入　学　試　験

1.　出願資格（1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
                 （2）本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
                 （3）心身ともに健康で学習意欲が高く人物が優れ、出身中学校長が推薦する者
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
                                        ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
                                        ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
                                        ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　                                出 願 書 類      下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
                                        〇調査書
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（グループ面接）　　　10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合格結果を確認できます。
   　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水） 15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

推　薦　入　学　試　験

1.　出願資格 （1）令和3年3月中学校を卒業見込みの者
　　　　　　（2）不登校及び不登校傾向であるが、本学で勉学に励む強い意志がある者
　　　　　　（3）本校を第一志望し、合格した場合は必ず本校に入学する者
  　　　　　　※事前面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　  ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　  ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　  ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書
　　　　　　　　　　　　　 ②入学志願理由書（本校所定用紙）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水）　　　 8時30分集合
　　　　　　　会   　　場　  栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　学力検査（マークシート）    9時00分 ～ 9時20分　国語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時20分 ～ 9時40分　数学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　  9時40分～10時00分　英語
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分 ～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身中学校長宛郵送
　　　　　　　※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　　※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。

特　別　専　願　入　学　試　験（募集人員若干名）

1.　出願資格　平成18年4月1日以前に生まれ、勤務等により海外に在住する保護者に同伴し、下記A～Cのいずれかに
　　　　　　　該当する者で、本校のみを志願し、合格した場合は必ず本校に入学する者
　　　　　　　A.　2年以上海外で生活し、帰国後1年以内で日本の中学校を令和3年3月に卒業見込みの者
　　　　　　　B.　文部科学大臣の指定を受けた在外教育施設（日本人学校中等部）を卒業（平成31年度（令和元年度）以降）、
　　　　　　　　　または令和3年3月に卒業見込みの者で、出身学校長が推薦する者
　　　　　　　C.　現地校やインターナショナルスクール等に在籍し、中学卒業と同等以上の就学実績を有している
　　　　　　　　　と本校が認めた者
　　　　　　　※事前に出願資格を確認する面談が必要です。志願者登録を行う前に必ず本校まで連絡してください。
2.　出願手続　インターネットからの出願のみになります。出願書類の提出をもって完了です。
                   志願者登録期間　  令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）13時00分
                 　出 願 期 間　　令和3年1月20日（水）～1月22日（金）　受付時間：9時00分～16時00分
　　　　　　　　　　　　　※郵送の場合は1月22日（金）16時00分必着
　                                          受   験   料  13,000円
　　　　　　　　　　　　　 ※志願者登録期間中に受験料の支払いを済ませ、登録を完了してください。（手順はP.4参照）
　　　　　　　　　　　　　 ※振込手数料は振込人負担でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　 ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
　　　　　　  出 願 書 類　　下記の書類を郵送していただくか、本校願書受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　　　　　　 ①調査書（ 出願資格A、Bに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ②成績証明書（ 出願資格Cに該当する者）
　　　　　　　　　　　　　 ③在学証明書または卒業証明書（出願資格Cに該当する者で、海外現地校発行）
　　　　　　　　　　　　　 ④海外在留証明書（出願資格Cに該当する者で、保護者が勤務する企業または機関発行）
3.　入学試験　試   験   日　　令和3年1月27日（水） 　     8時30分集合
　　　　　　　会   　　場   　 栄徳高等学校
　　　　　　　試 験 方 法　　作文（日本語） 　　　　     9時00分 ～ 9時40分
　　　　　　　　　　　　　 英語　　　　　　　 　　     9時40分～10時00分
　　　　　　　　　　　　　　面接（保護者同伴個別面接）10時30分～12時00分頃
　　　　　　　持   ち   物　　 受験票・筆記用具・上履き
4.　合格発表　令和3年1月28日（木）　本人及び出身学校長宛郵送
　　　　　　  ※インターネットにより1月28日（木）5時00分～23時59分の時間帯で合否結果を確認できます。
　　　　　　  ※電話等による合否に関する問い合わせには応じません。
5.　入学手続　合格者は、令和3年2月3日（水）15時00分までに入学金200,000円を次のいずれかの方法でお支払いください。
　　　　　　  〇クレジットカード決済　　〇コンビニ払込　　〇ATM（ペイジー）振込　　〇各銀行のネットサービス振込
　　　　　　　※期日までに手続が完了しない場合は、入学資格を失います。
6.　その他　 （1）本校に入学後は、原則として保護者のもとから通学し、日本語での授業を受けていただきます。
　　　　　　（2）総合進学コースへの入学とします。

帰　国　生　入　学　試　験（募集人員若干名）



令和３年度

11/7（土）・11/21（土）

11/28（土）・12/5（土）

12/7（月）～12/11（金）

楽しく充実した栄徳DAYS

Super文理コース・総合進学コース（選抜文理）の授業風景／躍動感あふれる部活動風景

学習能力を高める学校施設・設備を見学

● 個 別 相 談 会 の 実 施 ●

● 学 校 施 設・設 備を見 学 ●

● 授 業・部 活 動 を 見 学 ●

● 高校生活についての説明 ●

個別教育相談週間
会場 : 栄徳高等学校　
申込 ： ①中学校の先生を通して ②直接栄徳高校入試広報担当に（TEL 0561-62-5000）
内容 ： 進路等にかかわる全ての事項　
※お気軽にご相談ください。

公共交通機関
リニモが便利です

令和3年2月12日（金）15時00分まで

8時30分

8時30分

募集人員

区　　分

志願者登録
期　　　間
（ネット登録）

受　験　料

入学試験日

会　　場

令和３年２月３日（水）

合格発表
令和３年２月５日（金）
本人及び出身中学校長宛郵送　
※インターネットでも発表します。

入学手続

入学前納金　20,000円納入

令和3年3月19日（金）15時00分まで

登　校　日

令和３年１月28日（木）
本人及び出身中学校長宛郵送　
※インターネットでも発表します。

栄徳高等学校

　入学金　　　　200,000円納入
令和3年2月3日（水）15時00分まで

全日制　普通科　男女約380名
Super文理コース（Super文理クラス）約60名
総合進学コース（選抜クラス・進学クラス）約320名

令和2年12月15日（火）～令和3年1月22日（金）
最終日は13時00分まで

令和2年12月15日（火）～令和3年1月29日（金）
最終日は13時00分まで

13,000円　

令和３年１月27日（水）

令和3年3月22日（月）
クラス編成テストを実施します。詳細は、入試結果通知に同封する書類をご覧ください。

出願期間
（書類提出）

令和３年１月25日（月）～１月29日（金）
受付時間　9時00分～16時00分
※1月27日（水）は受付をしません。

令和３年１月20日（水）～１月22日（金）
受付時間　9時00分～16時00分

郵送の場合は、令和3年1月22日（金）16時00分必着

入学後納金　180,000円納入締切日

第1回締切日

第2回締切日

郵送の場合は、令和3年1月29日（金）16時00分必着

推薦・特別専願・帰国生入学試験 一般入学試験
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入学前納金　20,000円納入

令和3年3月19日（金）15時00分まで
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総合進学コース（選抜クラス・進学クラス）約320名
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