令和4年度入試

生徒募集要項

真和高等学校

令和4年度

真和高等学校

生徒募集要項

1 募集人員 約120名（男・女）
2 出願資格 ⑴令和4年３月中学校卒業見込みの者

⑵専願で出願する場合は、合格後に入学を確約できる者

3 入試概要
入試区分
募集人員
出願手続

受験料

入学願等の
提出

出願期間

提出書類

試験日

専願生試験

奨学生試験
約80名（男・女）

約20名（男・女）

入学手続

備考

令和３年12月1日（水）
〜
令和４年 2月3日（木）

10,000円
※令和２年７月豪雨で被災し、半壊以上の罹災証明書又は長期避難世帯証明書の交付を受けた世帯の生徒は、受
験料を免除しますので当該証明書（写しで可）を提出してください。

入学願に保護者印を押印後、写真票 • 罹災証明書（写しで可 • 該当者のみ）
とともに出身中学校に
提出してください。
※受験票は各自で保管してください。
※出願書類は、中学校長を経由して本校へ出願されます。

令和４年1月11日（火）
〜令和4年1月14日（金）必着
受付時間は、9：00〜16：00 （土・日を除く、郵送は可）

令和４年2月3日（木）
〜
令和4年2月8日（火）必着
受付時間は9：00〜16：00
（土・日を除く、郵送は可）

入学願 • 写真票 • 調査書 ，罹災証明書（写しで可 • 該当者のみ）
令和４年1月19日（水）
※校内への車の乗り入れはできません。
※午前7：30〜8：50までに、受験票を持って試験会場に入場してください。

令和４年2月15日（火）
※校内への車の乗り入れはできません。
※午前7：30〜8：50までに、受験票を
持って試験会場に入場してください。

本校（真和高等学校）
令和４年１月25日（火）9：00〜１月26日（水）23：59
■ 奨学生A・B
令和4年3月8日（火）までに、
「入学届」を提出（必着）

■ 専願奨学生A・B
令和4年1月31日（月）まで
に、
「入学届」を提出（必着）

■ 奨学生C（分納）
＜1 回目＞令 和 4 年 1 月 3 1日
（月）
までに本校所定の用紙によ
り銀行振込で入学金50,000円
を納入

■ 専願生
令和4年1月31日（月）までに
本校所定の用紙により銀行振
込で施設充実費40,000円の
納入と、確約書（本校所定の書
類）を提出（必着）

＜2回目＞令和4年3月8日（火）
までに本校所定の用紙により銀
行振込で入学金残金20,000円
を納入
入学者説明会

約20名（男・女）

令和３年12月1日（水）
〜令和4年1月11日（火）

試験会場
合格発表

一般生試験

令和４年２月17日（木）10：00
〜2月19日（土）23：59
＜1回目＞令和４年２月24日（木）
までに本校所定の用紙により銀
行振込で入学金70,000円のう
ち50,000円を納入する。
＜2回目＞令和4年3月8日（火）ま
でに、本校所定の用紙により銀行
振込で入学金の残金20,000円
と施設充実費40,000円を、納入
する。

※専願生試験合格者は
入学金70,000円を免除する。

令和４年3月9日（水） 午前13：00（予定）
入学手続が期日までに完了しない場合は、入学資格を取り消します。
納入された受験料・入学金は、理由のいかんを問わず返還しません。

4 出願手続
１．
出願方法
巻末の「インターネット出願の流れ」をご覧ください。
12月上旬に本校ホームページに出願サイトのリンクを設置します。出願期間内に手続きを行ってください。
２．
入学願・受験票・写真票の印刷・提出について
①受験料のお支払い後、支払い完了メールが届きますので、出願サイトのマイページから入学願・受験票・写真票の印
刷してください。
（A4サイズ、白い紙）
②入学願に保護者印を押印後、写真票（写真の裏面に氏名記入して貼付）
とともに出身中学校に提出してください。
３．
受験票について
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
（試験当日、受験票を忘れた方は、試験会場内にいる案内係に申し
出て、再発行を受けてください。）
4．
罹災証明書について
受験料免除の受験生は、当該証明書（写しで可）を提出してください。

5 受験に際しての注意事項
詳細は、出願サイトにて登録されたメールアドレス（ID）宛にリンク先を通知します。必ずご確認ください。
奨学生・専願生試験受験の方は１月14日（金）までに、一般生試験受験の方は2月10日（木）までにメールが届かない
場合は、事務室までお問い合わせください。
※受験当日は、来場前に検温し、マスクを着用し上履きを持参してください。

6 個人情報の取り扱いについて
本校に提出される出願書類等に記載された個人情報は、
「個人情報保護法」によって
細心の注意を払って管理し、次の目的以外で使用することはありません。
１. 入学試験実施及び受験生・保護者への通知事項

２. 入学手続き及び入学後の学務での使用

7 入学試験
〈試験時間割〉
点呼
諸注意

国 語
（50分）

社 会
（50分）

理 科
（50分）

9：00〜

9：20〜
10：10

10：20〜
11：10

11：20〜
12：10

昼

食

12：10〜
13：00

数 学
（50分）

英 語
（50分）

諸連絡

13：10〜
14：00

14：10〜
15：00

15：00〜
15：05

〈受験上の注意〉
試験当日の持参品
使用禁止品
備

考

受験票、上履き、昼食、筆記用具（鉛筆、消しゴム、定規、コンパス）
分度器、下敷き、機能付き時計等
※携帯電話等を持参するときは、電源を切ってバッグに入れておく。
試験場には時計・暖房設備あり

〇 保護者のみなさまへ
・入試日に同伴される方は、来場前に検温し、マスクを着用して上履きを持参ください。
・入試日の校内への車の乗り入れはできません。

8 合格発表（詳細については、3 入試概要を参照下さい）
1. Web上で合格発表を行います。校内掲示は行いません。
2. 電話による合否のお問合せには、お応えできません。

9 入学手続き

合格者には、追って「入学手続き及び入学者説明会について」等を送付します。記載に従って、手続きをしてください。

〈入学時納入金・校納金〉
入学時納入金

110,000円

毎月の校納金

48,800円

入学金70,000円、施設充実費40,000円
※特典については、
「入学手続」の欄を参照

授業料の他、課外費、冷暖房費などの経費を含む。

※就学支援金について （就学支援金は国の制度で返還の必要はありません。）
◆ 支給基準と支給額（支給基準や年収目安は保護者等全員分：例えば父・母分）
（支給基準）
「令和3年度の市町村民税の課税標準額×６％
−市町村民税の調整控除の額」

（支給対象目安）
年収目安

支給月額

154,500円未満

５９０万円未満

33,000円

304,200円未満

590〜910万円未満

9,900円

304,200円以上

910万円以上

対象外

１ 年収はあくまで目安で、正確には課税証明書等で支給基準となっている額を調べないと分かりません。
明らかに対象外と判断できる方以外は申請されますようお願いします。
2 ４月に申請手続きをしていただき、認定後は校納金から就学支援金を差し引いた額が毎月徴収されます。

10 公立校追試験に係る入学手続きの猶予等について
１. 公立校追試験を受験される場合は、本校への入学手続きについて、入学者説明会への出席および入学確約書の提出
を猶予します。
２. 入学に係る納入金については、指定の期日までに納入してください。
３. 公立校追試験選抜結果発表後、
①本校へ入学希望の受験生は電話連絡後に来校し、公立校追試験選抜結果発表日の16：00までに諸手続きをお願
いします。
②本校への入学を取り消される場合は、公立校追試験選抜結果発表日の16：00までにご連絡ください。生徒募集要
項で「3月8日（火）
までに納入する」としている金額を返金いたします。

11 追試験について
奨学生・専願生試験当日の検温で３７.５度以上の熱がある場合や、咳等の症状がある場合は、追試験として、一般生試験
の受験が可能です。
一般生試験出願期間中に、以下のものを提出してください。
１. 一般生試験用の（入学願・写真票）
２. 奨学生または専願生試験の受験票（今回の受験票）
受験料・調査書は不要です。

イン タ ー ネット 出 願 の 流 れ
24h

出願期間内なら

24時間OK！

クレジットカード・
コンビニ・ペイジー

スマートフォン

で受験料が支払える！

PC・タブレット
から出 願 可 能

入力漏れも

システムがチェック

24時間の

コールセンターで安心

お 支 払 方 法 に つ い て
クレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）
コンビニでのお支払い（支払い手数料が必要です）
ペイジー対応金融機関 ATMでのお支払い（支払手数料が必要です）

出願手続の方法

本校ホームページ
QRコード

本校ホームページ
STEP

1

インターネット出願サイトへアクセス

マイページをつくる

申込内容確認書提出

STEP

2

受験料支払い方法選択

入学願・受験票・写真票印刷
入学願・写真票・
罹災証明書（写しで可・該当者のみ）提出

STEP

3

スマートフォン・タブレット端末でも
ご利用いただけます。

出願後のご連絡のため、緊急時にもすぐご確認
いただけるメールアドレスをご登録ください。
出願情報入力が終了したら、受験料支払いに進む前に、申込
内容確認書を印刷してください。印刷後、保護者の確認印を
押印後、出身中学校に提出してください。記載内容の確認が
終了後、中学校の指示を受け、受験料の支払いに進んでくだ
さい。
受験料のお支払いは、
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。本校窓口でのお
支払いはできません。なお、お支払いには別途手数料がかかり
ます。
受験料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイ
トのマイページから入学願・受験票・写真票の印刷が可能
となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してく
ださい。
（A4サイズ 白い紙）
入学願に保護者印を押印後、写真票・罹災証明書
（写しで可・
該当者のみ）
とともに、出身中学校に提出してください。
※受験票は各自で保管して下さい。

出願
出願書類は、中学校長を経由して高等学校へ出願されます。
郵送の場合は、期日までに郵送してください。

受験票を試験当日に持参

受験票
（受験番号が付与済み）
をお持ちの上、来校してください。

※システム・操作に関するお問い合わせは、インターネット出願サイト画面「お問い合せ先」より24時間受け付けております。

真和高等学校

〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺3丁目1-1
Tel.096-364-8176

http://www.shinwa.ed.jp/

Fax.096-364-8182

