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２０２２年 

新コース 

はじまります 
 

日本体育大学荏原高等学校は、 

次代で求められる新たな力を身につけるために、 

新カリキュラムを導入します。 

 

勉強に部活動！ 

無限の可能性にチャレンジし、 

未来を切り拓きませんか。 

 

さあ、皆さん、一緒に始めましょう。 
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入試関係スケジュール 概要 
 

月 日 曜日 

A B C D E 

推薦 
一般 

単願優遇 
一般 

併願優遇（公立） 
一般 

併願優遇（私立） 
一般 

１ 

8 土      

9 日      

10 月      

11 火      

12 水      

       

15 土      

       

18 火      

       

22 土 ★入学選考日     

23 日 
10:00合格発表 

1３:00～1４:00 

合格書類受け渡し 
    

24 月      

25 火      

       

29 土 
制服・体操服採寸 

各種書類提出 
    

       

２ 

3 木      

4 金      

5 土      

       

10 木   ★入学選考日 ★入学選考日 

出願時に選択 
★入学選考日 

出願時に選択 11 金  ★入学選考日  

12 土  １６：0０合格発表 １６：0０合格発表 １６：0０合格発表 １６：0０合格発表 

13 日  
１０：００～11:00 

合格書類受け渡し 
１０：００～11:00 

合格書類受け渡し 
１０：００～11:00 

合格書類受け渡し 
１０：００～11:00 

合格書類受け渡し 

14 月      

15 火      

       

19 土  
制服・体操服採寸 

各種書類提出 

制服・体操服採寸 

各種書類提出 
制服・体操服採寸 

各種書類提出 
制服・体操服採寸 

各種書類提出 

３ 

１３ 日 
新入生説明会（生徒・保護者） 

制服・体操服採寸（未採寸の方）、各種書類提出（未提出の方） 

３０ 水 学力到達度テスト 

４ １０ 日 入学式 

入学手続 

期間 

15:00迄 

 

入学手続 

期間 

15:00迄 

 

入学手続 

期間 

15:00迄 

 

入学手続 

期間 

15:00迄 

 

web出願 

登録期間 

出願書類 

郵送受付 

web出願 

登録期間 

出願書類 

郵送受付 

web出願 

登録期間 

出願書類 

郵送受付 

web出願 

登録期間 

出願書類 

郵送受付 

入学手続 

期間 

１５：００迄 

 

web出願 

登録期間 

出願書類 

郵送受付 
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受験方法早見表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

５～６ページ 
B 

７～８ページ 
C 

９～１０ページ 

D 
１１～１２ページ 

E 
１３～１４ページ 

受験の 

種類 
推薦 

一般 

単願優遇 

一般 

併願優遇（公立） 

一般 

併願優遇（私立） 
一般 

募集人数 １６０名 １６０名 

受験日 
令和４年 

１月２２日（土） 

令和４年 

２月１１日（金） 

令和４年 

２月１０日（木） 

令和４年 

２月１０日（木） 

または 

２月１１日（金） 

※出願時選択 

令和４年 

２月１０日（木） 

または 

２月１１日（金） 

※出願時選択 

備考 
１２月中旬、中学校の先生から本校へ書類を提出して頂きます。 

三者面談などで事前に本校を受験する旨を中学校の先生にお伝えください。 
 

  

本校は第一志望ですか 

A 

推薦基準を満たしていますか 

第一志望の高校は 

公立ですか、私立ですか 

単願優遇基準を 

満たしていますか 

本校は第二志望ですか 

はい 

はい 

はい 

公立 

はい 

いいえ 

私立 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

B C D E 
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推薦・併願優遇・単願優遇 基準一覧表 
 

１．内申点 

第３学年２学期（１２月末日）の成績を対象とします。ただし、９科に「１」がある場合は対象外です。（全コース）。 

※「３科」…国語・数学・英語 、 「５科」…３科+社会・理科 、 「９科」…５科＋音楽・美術・技術家庭・保健体育 

A 

推薦 

アカデミックコース ３科「１０」以上 または ５科「１６」以上 または ９科「３０」以上 

アドバンストコース ９科「２６」以上 

スポーツコース ９科「２６」以上 かつ 保健体育「４」以上 

B 

一般 

単願優遇 

アカデミックコース 募集しません 

アドバンストコース ５科「１２」以上 または ９科「２４」以上 

スポーツコース 
５科「１２」以上かつ保健体育「４」以上 

または ９科「２４」以上かつ保健体育「４」以上 

C 

一般 

併願優遇（公立） 

アカデミックコース ３科「１１」以上 または ５科「１７」以上 または ９科「３１」以上 

アドバンストコース ９科「２７」以上 

スポーツコース ９科「２７」以上 かつ 保健体育「４」以上 

D 

一般 

併願優遇（私立） 

アカデミックコース ３科「１１」以上 または ５科「１７」以上 または ９科「３１」以上 

アドバンストコース ９科「２７」以上 

スポーツコース ９科「２７」以上 かつ 保健体育「４」以上 

 

２．欠席日数 

各学年１０日以内。 

１０日を超える場合、事前に中学校の先生から本校へ相談が必要です。 

 

３．加点 

中学校生活における実績を、内申点の基準（合計点）にポイントとして加算可能です。 

アカデミックコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(ｂ)の加点は最大「１」点まで。(a)との併用を認める。 

アドバンストコース 

スポーツコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。上限なし。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。(c)との併用は認めない。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(b)の加点は最大「１」点まで。(a)または(ｃ)との併用を認める。 

（ｃ）部活動・生徒会活動・文化的活動等に功績があったと中学校長が認めた者。 

※(c)の加点は最大「１」点まで。(b)との併用を認める。(a)との併用は認めない。 
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Ａ 推薦入試  
●令和４年３月中学校卒業見込みで、本校を第一志望とし、出身中学校が推薦する者を対象とする試験です。 

 

１．推薦基準   ※「３科」…国語・数学・英語 、 「５科」…３科+社会・理科 、 「９科」…５科＋音楽・美術・技術家庭・保健体育 

内申点 

基準 

第３学年２学期（１２月末日）の成績を対象とする。ただし、９科に「１」がある場合は対象外（全コース）。 

アカデミックコース ３科「１０」以上 または ５科「１６」以上 または ９科「３０」以上 

アドバンストコース ９科「２６」以上 

スポーツコース ９科「２６」以上 かつ 保健体育「４」以上 

欠席日数 全コース 

各学年１０日以内。１０日を超える場合は入試相談※１の際に「欠席理由書」※２が必要です。 

（※１）次ページの「６．入試相談について」をご参照ください。 

（※２）「欠席理由書」は令和３年１２月初旬から本校 HPよりダウンロード可能です。 

印刷して中学校に作成を依頼してください。 

加点 

ポイント 

中学校生活における実績を、内申点基準にポイントとして加算可能。 

アカデミックコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(ｂ)の加点は最大「１」点まで。(a)との併用を認める。 

アドバンストコース 

スポーツコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。上限なし。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。(c)との併用は認めない。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(b)の加点は最大「１」点まで。(a)または(ｃ)との併用を認める。 

（ｃ）部活動・生徒会活動・文化的活動等に功績があったと中学校長が認めた者。 

※(c)の加点は最大「１」点まで。(b)との併用を認める。(a)との併用は認めない。 

 

２．出願について 

Web出願登録及び 

入学検定料納入期間 

令和４年１月８日（土）９：００ ～ 令和４年１月１２日（水）１５：００ 

（※１）令和４年１月８日（土）９：００までに本校 HPにWeb出願サイトを公開します。 

（※２）出願登録時に顔写真のデータをアップロードして頂きます。 

（※３）インターネット環境がない方は本校で対応します。 

令和４年１月８日（土）・１１日（火）の１５：３０～１７：００に本校までお越しください。予約不要です。 

出願書類 

①入学願書   ②調査書（私学標準様式）   ③推薦書（本校指定） 

（※１）①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能です。 

（※２）②③は令和３年１２月初旬から本校HPよりダウンロード可能です。印刷して出身中学校に作成を依頼してください。 

（※３）書類受領を確認次第、Web出願登録でご登録いただいたメールアドレスへお知らせします。 

出願書類受付締切 
令和４年１月１８日（火）必着。簡易書留で郵送のこと。来校受付は不可。 

※Web出願登録後にダウンロード可能となる宛名ラベルを市販の封筒（角型２号）へ貼り付けて郵送してください。 

入学検定料 

２０，０００円 

（※１）納入された入学検定料はいかなる理由があっても返金できません。 

（※２）入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATMをご利用ください。 

（※３）入学検定料のお支払いには別途手数料がかかります。 
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３．アカデミックコースチャレンジ選考について 

●アドバンストコース・スポーツコースを受験し、選考結果によりアカデミックコースへ繰り上げ合格となる制度です。 

選考方法 
①適性検査（国語・英語・数学）  ②面接 

※「作文」による選考はありません。 

 

備考 

①希望する方は、Web出願登録時に「チャレンジ選考」を選択してください。 

②合格発表時に、チャレンジ選考の結果をお知らせします。 

③繰り上げ合格された方は、アカデミックコースへ入学して頂きます。 

 

 

４．入学選考について 

選考方法 

アカデミックコース 

アカデミックコースチャレンジ選考 
①適性検査（国語・英語・数学）  ②面接 

アドバンストコース 

スポーツコース 
①作文  ②面接 

持ち物 
①受験票  ②筆記用具 

※①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能になります。 

入学選考 

令和４年１月２２日（土） 

アカデミックコース適性検査 

アカデミックコースチャレンジ選考 

 ８：３０ ～       受付 

９：００ ～  ９：０５ 諸連絡 

９：１５ ～  ９：５５ 国語 

１０：１０ ～ １０：５０ 英語 

１１：０５ ～ １１：４５ 数学 

１２：００ ～       面接 …終了次第ご帰宅ください 

アドバンストコース 

スポーツコース 

８：３０ ～       受付 

９：００ ～  ９：０５ 諸連絡 

９：１５ ～ １０：０５ 作文 

１０：３０ ～       面接 …終了次第ご帰宅ください 

合格発表 
令和４年１月２３日（日）１０：００ 

※Web出願登録をしたサイトで発表します。 

合格書類 

受け渡し 

令和４年１月２３日（日）１３：００～１４：００ 

※合格された方は受験票を持参のうえご来校ください。 

 

５．入学手続きについて 

手続き 

期間 
令和４年１月２３日（日）～令和４年１月２5日（火）15:00まで 

納入金 

４３０，０００円  （内訳） 入学金２３０，０００円 、 施設費２００，０００円 

（※１）本校指定の振込用紙で、期間内に最寄りの銀行等から振込手続きを行ってください。（期限厳守） 

（※２）本校指定口座への入金をもって、入学手続きとします。 

（※３）延納はできません。 

 

６．入試相談について 

この方法で受験される方は、１２月中旬に、中学校の先生から本校へ書類を提出して頂く「入試相談」が必要です。 

三者面談などで、中学校の先生に、本校を受験する旨をお伝えください。  

  

Ａ 

推
薦 
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Ｂ 一般入試（単願優遇）  
●令和４年３月中学校卒業見込みで、本校を第一志望とし、出身中学校が推薦する者を対象とする試験です。 

 

１．単願優遇基準   ※「３科」…国語・数学・英語 、 「５科」…３科+社会・理科 、 「９科」…５科＋音楽・美術・技術家庭・保健体育 

内申点 

基準 

第３学年２学期（１２月末日）の成績を対象とする。ただし、９科に「１」がある場合は対象外（全コース）。 

アカデミックコース 募集しません 

アドバンストコース ５科「１２」以上 または ９科「２４」以上 

スポーツコース ５科「１２」以上かつ保健体育「４」以上 または ９科「２４」以上かつ保健体育「４」以上 

欠席日数 全コース 

各学年１０日以内。１０日を超える場合は入試相談※１の際に「欠席理由書」※２が必要です。 

（※１）次ページの「６．入試相談について」をご参照ください。 

（※２）「欠席理由書」は令和３年１２月初旬から本校 HPよりダウンロード可能です。 

印刷して中学校に作成を依頼してください。 

加点 

ポイント 
一般入試（単願優遇）に加点措置はございません。 

 

２．出願について 

Web出願登録及び 

入学検定料納入期間 

令和４年１月２５日（火）９：００ ～ 令和４年２月３日（木）１５：００ 

（※１）令和４年１月８日（土）９：００までに本校 HPにWeb出願サイトを公開します。 

（※２）出願登録時に顔写真のデータをアップロードして頂きます。 

（※３）インターネット環境がない方は本校で対応します。 

令和４年１月２８日（金）・２９日（土）の１５：３０～１７：００に本校までお越しください。予約不要です。 

出願書類 

①入学願書   ②調査書（私学標準様式）   ③単願優遇願（本校指定） 

（※１）①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能です。 

（※２）②③は令和３年１２月初旬から本校HPよりダウンロード可能です。印刷して出身中学校に作成を依頼してください。 

（※３）書類受領を確認次第、Web出願登録でご登録いただいたメールアドレスへお知らせします。 

出願書類受付締切 
令和４年２月４日（金）必着。簡易書留で郵送のこと。来校受付は不可。 

※Web出願登録後にダウンロード可能となる宛名ラベルを市販の封筒（角型２号）へ貼り付けて郵送してください。 

入学検定料 

２０，０００円 

（※１）納入された入学検定料はいかなる理由があっても返金できません。 

（※２）入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATMをご利用ください。 

（※３）入学検定料のお支払いには別途手数料がかかります。 

 

３．アカデミックコースチャレンジ選考について 

●アドバンストコース・スポーツコースを受験し、選考結果によりアカデミックコースへ繰り上げ合格となる制度です。 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

備考 

①希望する方は、Web出願登録時に「チャレンジ選考」を選択してください。 

②合格発表時に、チャレンジ選考の結果をお知らせします。 

③繰り上げ合格された方は、アカデミックコースへ入学して頂きます。 
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４．入学選考について 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

持ち物 
①受験票  ②筆記用具  ③昼食 

※①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能になります。 

入学選考 

令和４年２月１１日（金） 

 ８：３０ ～       受付 

９：００ ～  ９：０５ 諸連絡 

９：１５ ～ １０：０５ 国語 

１０：２０ ～ １１：１０ 英語 

１１：２５ ～ １２：１５ 数学 

１２：１５ ～ １３：００ 昼食 

１３：０５ ～       面接 … 終了次第ご帰宅ください 

合格発表 
令和４年２月１２日（土）１６：００ 

※Web出願登録をしたサイトで発表します。 

合格書類 

受け渡し 

令和４年２月１３日（日）１０：００～１１：００ 

※合格された方は受験票を持参のうえご来校ください。 

 

５．入学手続きについて 

手続き 

期間 
令和４年２月１３日（日）～令和４年２月１５日（火）15:00 まで 

納入金 

４３０，０００円  （内訳） 入学金２３０，０００円 、 施設費２００，０００円 

（※１）本校指定の振込用紙で、期間内に最寄りの銀行等から振込手続きを行ってください。（期限厳守） 

（※２）本校指定口座への入金をもって、入学手続きとします。 

（※３）延納はできません。 

 

６．入試相談について 

この方法で受験される方は、１２月中旬に、中学校の先生から本校へ書類を提出して頂く「入試相談」が必要です。 

三者面談などで、中学校の先生に、本校を受験する旨をお伝えください。 

 

  

 

Ｂ 

単
願
優
遇 
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Ｃ 一般入試（併願優遇・公立）  
●令和４年３月中学校卒業見込みで、公立高校を第一志望、本校を第二志望とし、出身中学校が推薦する者を対象とす

る試験です。 

 

１．併願優遇基準   ※「３科」…国語・数学・英語 、 「５科」…３科+社会・理科 、 「９科」…５科＋音楽・美術・技術家庭・保健体育 

内申点 

基準 

第３学年２学期（１２月末日）の成績を対象とする。ただし、９科に「１」がある場合は対象外（全コース）。 

アカデミックコース ３科「１１」以上 または ５科「１７」以上 または ９科「３１」以上 

アドバンストコース ９科「２７」以上 

スポーツコース ９科「２７」以上 かつ 保健体育「４」以上 

欠席日数 全コース 

各学年１０日以内。１０日を超える場合は入試相談※１の際に「欠席理由書」※２が必要です。 

（※１）次ページの「６．入試相談について」をご参照ください。 

（※２）「欠席理由書」は令和３年１２月初旬から本校 HPよりダウンロード可能です。 

印刷して中学校に作成を依頼してください。 

加点 

ポイント 

中学校生活における実績を、内申点基準にポイントとして加算可能。 

アカデミックコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(ｂ)の加点は最大「１」点まで。(a)との併用を認める。 

アドバンストコース 

スポーツコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。上限なし。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。(c)との併用は認めない。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(b)の加点は最大「１」点まで。(a)または(ｃ)との併用を認める。 

（ｃ）部活動・生徒会活動・文化的活動等に功績があったと中学校長が認めた者。 

※(c)の加点は最大「１」点まで。(b)との併用を認める。(a)との併用は認めない。 

 

２．出願について 

Web出願登録及び 

入学検定料納入期間 

令和４年１月２５日（火）９：００ ～ 令和４年２月３日（木）１５：００ 

（※１）令和４年１月８日（土）９：００までに本校 HPにWeb出願サイトを公開します。 

（※２）出願登録時に顔写真のデータをアップロードして頂きます。 

（※３）インターネット環境がない方は本校で対応します。 

令和４年１月２８日（金）・２９日（土）の１５：３０～１７：００に本校までお越しください。予約不要です。 

出願書類 

①入学願書 ②調査書（公立高校受験用） ③併願優遇願（本校指定） ④延納願（必要な場合のみ） 

（※１）①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能です 

（※２）②③④は令和３年１２月初旬から本校 HPよりダウンロード可能です。 

②③は印刷して中学校に作成を依頼してください。延納を希望される方は必ず④を提出してください。 

（※３）書類受領を確認次第、Web出願登録でご登録いただいたメールアドレスへお知らせします。 

出願書類受付締切 
令和４年２月４日（金）必着。簡易書留で郵送のこと。来校受付は不可。 

※Web出願登録後にダウンロード可能となる宛名ラベルを市販の封筒（角型２号）へ貼り付けて郵送してください。 

入学検定料 

２０，０００円 

（※１）納入された入学検定料はいかなる理由があっても返金できません。 

（※２）入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATMをご利用ください。 

（※３）入学検定料のお支払いには別途手数料がかかります。 
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３．アカデミックコースチャレンジ選考について 

●アドバンストコース・スポーツコースを受験し、選考結果によりアカデミックコースへ繰り上げ合格となる制度です。 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

備考 

①希望する方は、Web出願登録時に「チャレンジ選考」を選択してください。 

②合格発表時に、チャレンジ選考の結果をお知らせします。 

③繰り上げ合格された方は、アカデミックコースへ入学して頂きます。 

 

４．入学選考について 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

持ち物 
①受験票  ②筆記用具  ③昼食 

※①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能になります。 

入学選考 

令和４年２月１０日（木） 

 ８：３０ ～       受付 

９：００ ～  ９：０５ 諸連絡 

９：１５ ～ １０：０５ 国語 

１０：２０ ～ １１：１０ 英語 

１１：２５ ～ １２：１５ 数学 

１２：１５ ～ １３：００ 昼食 

１３：０５ ～       面接 … 終了次第ご帰宅ください 

合格発表 
令和４年２月１２日（土）１６：００ 

※Web出願登録をしたサイトで発表します。 

合格書類 

受け渡し 

令和４年２月１３日（日）１０：００～１１：００ 

※合格された方は受験票を持参のうえご来校ください。 

 

５．入学手続きについて 

手続き 

期間 
令和４年２月１３日（日）～令和４年２月１５日（火）15:00 まで 

納入金 

４３０，０００円  （内訳） 入学金２３０，０００円 、 施設費２００，０００円 

（※１）本校指定の振込用紙で、期間内に最寄りの銀行等から振込手続きを行ってください。（期限厳守） 

（※２）本校指定口座への入金をもって、入学手続きとします。 

延納 

について 

①受験している公立高校の合格発表日の翌日まで延納を認めます。  

第一希望の公立高校の二次入試に相当する受験は延納を認めません。 

手続日が土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日、祝日に当たる場合は翌日が手続き締切となります。 

②延納願（本校指定用紙）は入学願書と一緒に提出してください。 

後日提出の場合は、合格書類受け渡しの際に提出してください。 

 

６．入試相談について 

この方法で受験される方は、１２月中旬に、中学校の先生から本校へ書類を提出して頂く「入試相談」が必要です。 

三者面談などで、中学校の先生に、本校を受験する旨をお伝えください。  

 Ｃ 

公
立
併
願 
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Ｄ 一般入試（併願優遇・私立）  
●令和４年３月中学校卒業見込みで、他の私立高校を第一志望、本校を第二志望とし、出身中学校が推薦する者を対象

とする試験です。 

 

１．併願優遇基準   ※「３科」…国語・数学・英語 、 「５科」…３科+社会・理科 、 「９科」…５科＋音楽・美術・技術家庭・保健体育 

内申点 

基準 

第３学年２学期（１２月末日）の成績を対象とする。ただし、９科に「１」がある場合は対象外（全コース）。 

アカデミックコース ３科「１１」以上 または ５科「１７」以上 または ９科「３１」以上 

アドバンストコース ９科「２７」以上 

スポーツコース ９科「２７」以上 かつ 保健体育「４」以上 

欠席日数 全コース 

各学年１０日以内。１０日を超える場合は入試相談※１の際に「欠席理由書」※２が必要です。 

（※１）次ページの「６．入試相談について」をご参照ください。 

（※２）「欠席理由書」は令和３年１２月初旬から本校 HPよりダウンロード可能です。 

印刷して中学校に作成を依頼してください。 

加点 

ポイント 

中学校生活における実績を、内申点基準にポイントとして加算可能。 

アカデミックコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(ｂ)の加点は最大「１」点まで。(a)との併用を認める。 

アドバンストコース 

スポーツコース 

(a)英語検定・漢字検定・数学検定の３級各「１」点、準２級以上各「２」点。上限なし。 

※(ａ)の加点は上限なし。(b)との併用を認める。(c)との併用は認めない。 

(ｂ)保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者。 

※(b)の加点は最大「１」点まで。(a)または(ｃ)との併用を認める。 

（ｃ）部活動・生徒会活動・文化的活動等に功績があったと中学校長が認めた者。 

※(c)の加点は最大「１」点まで。(b)との併用を認める。(a)との併用は認めない。 

 

２．出願について 

Web出願登録及び 

入学検定料納入期間 

令和４年１月２５日（火）９：００ ～ 令和４年２月３日（木）１５：００ 

（※１）令和４年１月８日（土）９：００までに本校 HPにWeb出願サイトを公開します。 

（※２）出願登録時に顔写真のデータをアップロードして頂きます。 

（※３）インターネット環境がない方は本校で対応します。 

令和４年１月２８日（金）・２９日（土）の１５：３０～１７：００に本校までお越しください。予約不要です。 

出願書類 

①入学願書 ②調査書（私学標準様式） ③併願優遇願（本校指定） ④延納願（必要な場合のみ） 

（※１）①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能です 

（※２）②③④は令和３年１２月初旬から本校 HPよりダウンロード可能です。 

②③は印刷して中学校に作成を依頼してください。延納を希望される方は必ず④を提出してください。 

（※３）書類受領を確認次第、Web出願登録でご登録いただいたメールアドレスへお知らせします。 

出願書類受付締切 
令和４年２月４日（金）必着。簡易書留で郵送のこと。来校受付は不可。 

※Web出願登録後にダウンロード可能となる宛名ラベルを市販の封筒（角型２号）へ貼り付けて郵送してください。 

入学検定料 

２０，０００円 

（※１）納入された入学検定料はいかなる理由があっても返金できません。 

（※２）入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATMをご利用ください。 

（※３）入学検定料のお支払いには別途手数料がかかります。 
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３．アカデミックコースチャレンジ選考について 

●アドバンストコース・スポーツコースを受験し、選考結果によりアカデミックコースへ繰り上げ合格となる制度です。 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

備考 

①希望する方は、Web出願登録時に「チャレンジ選考」を選択してください。 

②合格発表時に、チャレンジ選考の結果をお知らせします。 

③繰り上げ合格された方は、アカデミックコースへ入学して頂きます。 

 

４．入学選考について 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

持ち物 
①受験票  ②筆記用具  ③昼食 

※①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能になります。 

入学選考 

令和４年２月１０日（木） または 令和４年２月１１日（金）  … Web出願時に選択してください 

 ８：３０ ～       受付 

９：００ ～  ９：０５ 諸連絡 

９：１５ ～ １０：０５ 国語 

１０：２０ ～ １１：１０ 英語 

１１：２５ ～ １２：１５ 数学 

１２：１５ ～ １３：００ 昼食 

１３：０５ ～       面接 … 終了次第ご帰宅ください 

合格発表 
令和４年２月１２日（土）１６：００ 

※Web出願登録をしたサイトで発表します。 

合格書類 

受け渡し 

令和４年２月１３日（日）１０：００～１１：００ 

※合格された方は受験票を持参のうえご来校ください。 

 

５．入学手続きについて 

手続き 

期間 
令和４年２月１３日（日）～令和４年２月１５日（火）15:00 まで 

納入金 

４３０，０００円  （内訳） 入学金２３０，０００円 、 施設費２００，０００円 

（※１）本校指定の振込用紙で、期間内に最寄りの銀行等から振込手続きを行ってください。（期限厳守） 

（※２）本校指定口座への入金をもって、入学手続きとします。 

延納 

について 

①受験している私立高校の合格発表日の翌日まで延納を認めます。  

第一希望の私立高校の二次入試に相当する受験は延納を認めません。 

手続日が土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日、祝日に当たる場合は翌日が手続き締切となります。 

②延納願（本校指定用紙）は入学願書と一緒に提出してください。 

後日提出の場合は、合格書類受け渡しの際に提出してください。 

 

６．入試相談について 

この方法で受験される方は、１２月中旬に、中学校の先生から本校へ書類を提出して頂く「入試相談」が必要です。 

三者面談などで、中学校の先生に、本校を受験する旨をお伝えください。 

  

 Ｄ 

私
立
併
願 
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Ｅ 一般入試  
●令和４年３月中学校卒業見込み、または中学校を卒業した者を対象とする試験です。 

 

１．募集について  

応募資格 令和４年３月中学校卒業見込み、または中学校を卒業した者。 

募集コース アカデミックコース ・ アドバンストコース ・ スポーツコース 

 

 

２．出願について 

Web出願登録及び 

入学検定料納入期間 

令和４年１月２５日（火）９：００ ～ 令和４年２月３日（木）１５：００ 

（※１）令和４年１月８日（土）９：００までに本校 HPにWeb出願サイトを公開します。 

（※２）出願登録時に顔写真のデータをアップロードして頂きます。 

（※３）インターネット環境がない方は本校で対応します。 

令和４年１月２８日（金）・２９日（土）の１５：３０～１７：００に本校までお越しください。予約不要です。 

出願書類 

①入学願書 ②調査書（公立高校受験用） ③延納願（必要な場合のみ） 

（※１）①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能です 

（※２）②③は令和３年１２月初旬から本校HPよりダウンロード可能です。 

②は印刷して中学校に作成を依頼してください。延納を希望される方は必ず③を提出してください。 

（※３）書類受領を確認次第、Web出願登録でご登録いただいたメールアドレスへお知らせします。 

出願書類受付締切 
令和４年２月４日（金）必着。簡易書留で郵送のこと。来校受付は不可。 

※Web出願登録後にダウンロード可能となる宛名ラベルを市販の封筒（角型２号）へ貼り付けて郵送してください。 

入学検定料 

２０，０００円 

（※１）納入された入学検定料はいかなる理由があっても返金できません。 

（※２）入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATMをご利用ください。 

（※３）入学検定料のお支払いには別途手数料がかかります。 

 

 

３．アカデミックコースチャレンジ選考について 

●アドバンストコース・スポーツコースを受験し、選考結果によりアカデミックコースへ繰り上げ合格となる制度です。 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

備考 

①希望する方は、Web出願登録時に「チャレンジ選考」を選択してください。 

②合格発表時に、チャレンジ選考の結果をお知らせします。 

③繰り上げ合格された方は、アカデミックコースへ入学して頂きます。 
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４．入学選考について 

選考方法 ①学力検査（国語・英語・数学）  ②面接 

持ち物 
①受験票  ②筆記用具  ③昼食 

※①は入学検定料納入後に、Web出願サイトよりダウンロード可能になります。 

入学選考 

令和４年２月１０日（木） または 令和４年２月１１日（金）  … Web出願時に選択してください 

 ８：３０ ～       受付 

９：００ ～  ９：０５ 諸連絡 

９：１５ ～ １０：０５ 国語 

１０：２０ ～ １１：１０ 英語 

１１：２５ ～ １２：１５ 数学 

１２：１５ ～ １３：００ 昼食 

１３：０５ ～       面接 … 終了次第ご帰宅ください 

合格発表 
令和４年２月１２日（土）１６：００ 

※Web出願登録をしたサイトで発表します。 

合格書類 

受け渡し 

令和４年２月１３日（日）１０：００～１１：００ 

※合格された方は受験票を持参のうえご来校ください。 

 

５．入学手続きについて 

手続き 

期間 
令和４年２月１３日（日）～令和４年２月１５日（火）15:00 まで 

納入金 

４３０，０００円  （内訳） 入学金２３０，０００円 、 施設費２００，０００円 

（※１）本校指定の振込用紙で、期間内に最寄りの銀行等から振込手続きを行ってください。（期限厳守） 

（※２）本校指定口座への入金をもって、入学手続きとします。 

延納 

について 

①受験している高校の合格発表日の翌日まで延納を認めます。  

第一希望の高校の二次入試に相当する受験は延納を認めません。 

手続日が土曜日・日曜日に当たる場合は翌月曜日、祝日に当たる場合は翌日が手続き締切となります。 

②延納願（本校指定用紙）は入学願書と一緒に提出してください。 

後日提出の場合は、合格書類受け渡しの際に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｅ 

一
般 
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特待生制度  
 

本校では一定の基準を満たした生徒に対する特待生制度を設けています。 

 

１．特待内容 

種類 免除内容 助成内容 

A特待 

入学手続き時納入金全額 ４３０，０００円 

３年間の授業料・教育充実費の全額 １，２６０，０００円 

２・３年次の施設費の全額 １２０，０００円 

生徒会費、保護者会費、後援会費、諸費、iPad 関連費

用、修学旅行積立金のうち、１９８，０００円を限度額とし

て助成する。 

B特待 

入学手続き時納入金全額 ４３０，０００円 

３年間の授業料・教育充実費の半額 ６３０，０００円 

２・３年次の施設費の半額 ０６０，０００円 

生徒会費、保護者会費、後援会費、諸費、iPad 関連費

用、修学旅行積立金のうち、９９，０００円を限度額として

助成する。 

C特待 入学手続き時納入金全額 ４３０，０００円 なし 

備考 授業料は就学支援金等を除いた額が対象です。 就学支援金等の受給金額により変動します。 

※アカデミックコースは１年次のみ、記載の諸費に３６，０００円追加となります。 

 

２．アカデミックコース特待生制度について 

   ①アカデミックコースの受験者を対象に、中学校の成績による特待、入学選考の成績による特待制度があります。 

※「３科」…国語・数学・英語 、 「５科」…３科+社会・理科 

中学校の成績 

による場合 

A特待 ５科「２３」以上 または ３科「１４」以上 

B特待 ５科「２１・２２」 または ３科「１３」 

C特待 ５科「２０」 

入学選考の成績 

による場合 

５科「２０」未満でも、入学選考の結果が優秀と認められた場合、A・B・C特待いずれかの特待生

となることがあります。アカデミックコースチャレンジ選考も対象です。 

 

  ②選考方法 

中学校の成績 

による場合 
調査書 

入学選考の成績 

による場合 
入学選考結果 

 

３．部活動特待生制度について 

  ①各部活動では、若干名、技量による特待生制度があります。詳しくは顧問にお問合せください。 

  ②硬式野球部は日本高野連規定に準じる特待生制度です。 

    日本高野連規定…(a)学業・生活態度が一定の水準を満たしている者 

(b)出身中学校長の推薦のある者  
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学費等 
 

１．入学手続き時納入金                 ２．入学手続き後納入金   

入学金 230,000 円  諸費 97,000 円 

施設費 200,000 円  iPad関連費用 79,000 円 

合計 430,000 円  後援会入会金 21,000 円 

    同窓会入会金 15,000 円 

    合計 212,000 円 

※令和４年３月３１日（木）までに納入して頂きます 

３．学費（月額）の内訳 

  4～3月分(月額) 1年次合計 

授業料 33,000 円 396,000 円 

教育充実費 2,000 円 24,000 円 

生徒会費 1,000 円 12,000 円 

保護者会費 600 円 7,200 円 

後援会費 4,400 円 52,800 円 

修学旅行積立金 15,000 円 180,000 円 

諸費（アカデミックコースのみ） 3,000 円 36,000 円 

アドバンスト・スポーツコース合計 56,000 円 672,000 円 

アカデミックコース合計 59,000 円 708,000 円 

 

４．その他 

  ①２年次、修学旅行積立金を２０，０００円～１００，０００円程度、徴収予定です。 

  ②２・３年次には学費に加えて下記費用を徴収します。 

施設費 ６０,000 円（年額） 

諸費 ６８,000 円（年額） 

iPad関連費用 ５８,000 円程度（年額） 

 

５．授業料助成制度について 

国や東京都独自の授業料助成制度があります。住民税の年額等により助成金額が決定します。 

国 
高等学校等 

就学支援金 

保護者の世帯年収（住民税額）に応じて国が授業料を助成し、教育費の負担を軽減する

制度です。毎年４月に学校でまとめて申請します。 

【参考】高等学校等就学支援金制度（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

東京都 

東京都 

私立高等学校等 

授業料軽減助成金 

東京都内にお住まいの保護者の世帯年収（住民税額）に応じて東京都が授業料を助成

し、教育費の負担を軽減する制度です。就学支援金と併用可能です。毎年６～７月に学

校で申請書類を配布し、保護者の方に直接東京都へ申請して頂きます。 

【参考】私立高等学校授業料軽減助成事業（東京都私学財団） 

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html 

 

学費などの詳細は本校事務室（０３－３７５９－３２９１）までお問合せください。 
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奨学金等   ※奨学金の詳細は、本校事務室（０３－３７５９－３２９１）へお問合せください 

 

１．同一家族複数在校生の入学金免除制度 

①同一家族で、複数の生徒が本校に在学することになる保護者の学費負担の軽減を図るための制度で、入学金 230,000円

を免除します。 

②制度は自己申告制です。入学手続き時にご申告いただけない場合、本制度が適用されませんので、ご注意ください。 

 

２．学校法人日本体育大学授業料減免制度 

①入学後に、家計急変などにより生活困窮となった場合、学内の審議を経て、授業料を減免する制度です。 

②授業料全額、又は、その一部が対象となります。    

      

３．学校法人日本体育大学海外留学生授業料減免制度 

入学後に、本校が実施する長期海外留学プログラムに参加すると、その期間の学費（授業料・教育充実費・保護者会費・後援

会費・生徒会費）が減免されます。 

 

４．都道府県・各市区町村等が行っている奨学金・給付金制度    ※令和３年度の制度の概要 

支給形態 奨学金名称 金 額 募集時期 対 象 

貸与 

東京都育英奨学金 月 35,000円  4月 都内在住 

神奈川県高等学校奨学金 月 10,000円 ～ 40,000円  4月 神奈川県在住 

埼玉県高等学校奨学金 月 20,000円 ～ 40,000円  4月 
埼玉県在住 

埼玉県高等学校奨学金（入学一時金） ①100,000円 ②250,000円  入学前 

千葉県奨学金 月 10,000円 ～ 30,000円  4月 千葉県在住 

母子（父子）寡婦福祉資金（修学資金） 月 30,000円 程度  通年 
母子父子家庭 

母子（父子）寡婦福祉資金（就学支度金資金） 410,000円 程度  入学前 

女性福祉資金（修学資金） 月 30,000円  通年 配偶者のいない 

女性世帯 女性福祉資金（就学支援金） 420,000円  入学前 

生活福祉資金（教育支度金） 月 35,000円  通年 
高齢者世帯 

低所得世帯 

障害者世帯 
生活福祉資金（就学支度金） 500,000円以内  通年 

給付 

高等学校等就学支援金 

※１６ページ参照 
月 9,900円～  4月 

全世帯 

（所得制限あり） 

東京都私立高等学校等授業料軽減助成金 

※１６ページ参照 
59,400円～  6月～7月末 

都内在住 

(所得制限あり） 

各都道府県別奨学給付金 52,600円～  
7月～ 

※都道府県ごと 

私立高校在学生 

（所得制限あり） 

川崎市高等学校奨学金 
月５，０００ 円 

２年次２５，０００円（年）、３年次１０，０００円（年）加算 
５月～６月 

学業成績優秀 

所得制限 

横浜市高等学校奨学金 月５，０００ 円 ４月～５月 
学業成績優秀 

所得制限 
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インターネット出願の流れ 
 

本校ではインターネットで出願登録をして頂き、その後必要書類を郵送して頂きます。 

●平日・土日・祝日 24時間出願手続きができます。 

●ご自宅で出願手続きができます。 

●各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます（別途手数料がかかります）。 

 

 

 

 

 

 

本校ホームページ 令和４年１月８日（土）９：００までに本校ホームページに出願サイトのバナーを設置します。 

▼  

出願サイト パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。 

▼  

ID（メールアドレス）登録 

メールアドレスを IDとして登録してください。すでに、「mc共通 ID」をお持ちの方、またはイベ

ント予約をされた方は、同じ ID をご利用ください。尚、緊急連絡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。 

▼  

顔写真データアップロード 

撮影した受験生の顔写真データをアップロードしてください。 

デジタルカメラ・スマートフォンで個人撮影した写真も可です。 

無背景・無帽・カラー ３か月以内に撮影したものに限ります。 

▼  

出願情報入力 志願者情報を入力し、入試日程等を選択してください。 

▼  

検定料支払い方法選択 
検定料のお支払いは、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。お支払いには別途手数料がかかります。 

▼  

受験票印刷 
検定料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイトのマイページから受験票等の印

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。 

▼  

出願書類郵送 
出願書類は、A４サイズ封筒(角型２号)封筒にいれて、受験票と一緒に印刷される「宛名ラベ

ル」を貼り、「簡易書留」で期日までに郵送してください。 

▼  

入試当日 受験票をお持ちの上、来校してください 

 

                     使い方ガイド 

インターネット出願について                  写真アップロード手順                受験票印刷手順 

  

 
操作方法などシステムに関するご質問は、miraicompass(ミライコンパス)サポートデスクへご連絡ください。 

２４時間対応可能です。 

【サポートデスク連絡先】 0120-907-867 または 03-5877-5952 
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試験当日の注意 
 

●受験生の方へ 

①入学選考当日の朝、必ず検温してください。体温が３７．５度以上または平熱より１度をこえる発熱があったり、咳・のどの痛

み・倦怠感がある場合には、中学校の先生に報告して本校に連絡してもらってください。 

②入学選考当日はマスクを着用し、咳エチケットを遵守してください。 

③入学選考当日、体調がすぐれない場合は近くの教職員にお申し出ください。 

④入学選考当日、交通機関の乱れなどがあった場合は、本校にご連絡ください。 

⑤入学選考当日、自然災害等で試験時間等が変更等となる場合は、本校のホームページにて告知いたします。 

 

●保護者の方へ 

①保護者控室をご用意しています。試験中は保護者控室でお待ちいただくことができます。 

②本校には駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

タクシーを含む自動車の路上駐停車は近隣の迷惑になりますので、ご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
 

入学願書・調査書等についてご記入いただいた個人情報について、本校は、適切な管理・運用を行います。  

 

１．住所・氏名・電話番号・性別・その他入学願書・調査書に記載された個人情報を対象として、保管する内容を特定します。 

２．入試の選考に係わる利用を目的とし、統計的集計を行うための基礎データとして活用します。 

３．収集した個人情報について、ご本人が作成された書類で内容の照会、訂正、削除の依頼があった場合には、速やかに対応致し

ます。 

４．個人情報を厳格に管理するとともに、紛失・破壊・改ざん及び漏洩に対し、適切な予防並びに是正策を講じます。 

５．個人情報の取扱いに関する相談窓口を設けます。 

<個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先> 

日本体育大学荏原高等学校 事務室 

〒146-8588 東京都大田区池上 8丁目 26番 1号 

TEL：03（3759）3291 
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学校法人 日本体育大学 

日本体育大学荏原高等学校 

 

 〒１４６－８５８８ 東京都大田区池上８－２６－１ 

電話 ０３－３７５９－３２９１ 

HP https://nittai-ebara.jp/ 

 

 


