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令和５年度

生 徒 募 集 要 項

藤嶺学園藤沢中学校
〒 251-0001 神奈川県藤沢市西富 1-7-1　Tel. 0466-23-3150　Fax. 0466-25-7935

https://www.tohrei-fujisawa.ed.jp/



▶一般入試　生徒募集要項
2科・4科
入試① 2科入試 得意2科目

選択型入試A
2科・4科
入試②

得意2科目
選択型入試Ｂ

試験日
及び
集合時間

2月1日（水）
8：30

2月1日（水）
14：30

2月2日（木）
14：30

2月3日（金）
8：30

2月5日（日）
10：30

募集人員 60名 25名 10名 10名

出願資格 令和5（2023）年3月に小学校を卒業見込みの男子で、原則として自宅通学の可能な児童。

出願受付
開始日時 1月8日（日）9：00

出願受付
終了日時

1月30日（月）
15：00

2月2日（木）
13：00

2月3日（金）
7：00

2月5日（日）
9：00

受験料
1回：20,000円

※2回以上同時出願する場合、受験料を減額します。返金制度はありません。
（2回30,000円、3回40,000円、4回45,000円、5回50,000円）

出願方法
＜インターネット（Web）出願＞

インターネット（Web）出願の流れ（別紙）および出願画面の指示に従って、
志願者情報の入力・受験料納入・受験票の印刷を行ってください。

試験科目
及び
試験時間

2科・4科
１．国語

（50分・100点）
8：40~9：30
２．算数

（50分・100点）
9：40~10：30

３．社会
（40分・70点）
10：40~11：20
４．理科

（40分・70点）
11：30~12：10

2科
１．国語

（50分・100点）
14：40~15：30
２．算数

（50分・100点）
15：40~16：30

2科目選択
〇国語・算数
〇国語・社会
〇国語・理科
の選択者
１．国語

（50分･100点）
14：40～15：30
２．2科目目

（50分･100点）
15：40～16：30
〇算数・社会
〇算数・理科
の選択者
１．算数

（50分･100点）
14：50～15：40
２．2科目目

（50分･100点）
15：50～16：40

2科・4科
１．国語

（50分・100点）
8：40~9：30
２．算数

（50分・100点）
9：40~10：30

３．社会
（40分・70点）
10：40~11：20
４．理科

（40分・70点）
11：30~12：10

2科目選択
〇2科目同時

（60分・100点）
10：40～11：40

60分の試験で
〇国語・算数
〇国語・社会
〇国語・理科
〇算数・社会
〇算数・理科
のいずれかで
受験

各試験とも“面接”はありません。

合格発表

午前・午後合わせての発表となります。 各試験とも“当日”に発表します。

インターネット（本校HP「中学入試合格発表」にて）
試験当日21：00～翌日16：00 試験当日17：00～翌日15：00

校内掲示（本校事務所前にて）
翌日9：00～16：00 翌日9：00～15：00

入学手続

一括納入及び一次手続期限�：（2月3日までの入試）� 2月4日（土）15：00
� � �（ 2 月 5日の入試）� 2月6日（月）15：00
� 二次手続期限�：（ 全 日 程 入 試 ）� 2月8日（水）15：00

⑴�本校ホームページ内「中学入試合格発表」または「入学金決済」から手続をお済ませください。
⑵�入学時納入金［入学金200,000円＋施設設備資金200,000円］合計400,000円をお支払いください。
⑶��分割納入も可能です。その際は、一次手続（入学金の一部として100,000円）と二次手続（入学時納入金
の残金300,000円）を指定された期日までにお支払いください。

⑷�入学手続期限までに手続をされなかった場合は、入学を辞退したものとします。
⑸��入学手続完了後、2月11日（土・祝）15：00までに入学を辞退する場合は、施設設備資金（200,000円）を
返金いたします。それ以降は、一旦納入された施設設備資金は返金いたしません。



▶帰国生入試　生徒募集要項
入試日 令和4年12月17日（土）

募集人員 若干名

出願資格
海外に継続して1年以上在留し、令和2（2020）年1月以降に帰国の者。（原則として帰国後�
3年以内）かつ、令和5�（2023）年3月に小学校を卒業見込みの男子で、原則として自宅通学
の可能な児童。

出願受付
期間 令和4年12月7日（水）9：00�～�令和4年12月14日（水）15：00

受験料 20,000円

出願方法
＜インターネット（Web）出願＞

インターネット（Web）出願の流れ（別紙）および出願画面の指示に従って、
志願者情報の入力・受験料納入・受験票の印刷・提出書類の郵送を行ってください。

提出書類

令和4年12月7日（水）～�令和4年12月14日（水）消印有効

①海外における最終学校の1年分の成績証明書（成績通知表のコピーでも可）
②海外在留証明書（本校指定）
③課題作文（本校指定）
※受験票と一緒に印刷される「宛名状」を封筒表面に貼付け、「特定記録」で郵送してください。
※本校指定用紙は、本校ホームページよりA4普通紙（白）で印刷してご使用ください。

試験科目
及び
試験時間

� 集合時間：�８：45
� 国　　語：�９：00～�９：50（50分）
� 算　　数：10：00～10：50（50分）
� 本人面接：11：00～

合格発表 インターネット：令和４年12月17日（土）16：00�～�12月19日（月）15：00（校内掲示はありません）

入学手続

○一括納入手続期限：令和4年12月19日（月）15：00
○分割納入手続期限：一次手続　令和4年12月19日（��月��）15：00
　　　　　　　　　：二次手続　令和5年 2 月���8 日（水）15：00

⑴�本校ホームページ内「帰国生入試合格発表」または「入学金決済」から手続をお済ませください。
⑵���入学時納入金［入学金200,000円＋施設設備資金200,000円］合計400,000円をお支払いください。
⑶���分割納入も可能です。その際は、一次手続（入学金の一部として100,000円）と二次手続（入学時納入金
の残金300,000円）を指定された期日までにお支払いください。

⑷���入学手続期限までに手続をされなかった場合は、入学を辞退したものとします。
⑸���入学手続完了後、2月11日（土・祝）15：00までに入学を辞退する場合は、施設設備資金（200,000円）
を返金いたします。それ以降は、一旦納入された施設設備資金は返金いたしません。

● 入学手続を完了された方へ
　　①入学関係書類配付について…��受験票を持参の上、２月８日（水）16：00までに事務所窓口まで受け取りに来て

ください。
　　②入学準備説明会について　…��２月11日（土・祝）に保護者同伴にて入学準備説明会を行います。
� 入学に関する大事な説明をいたしますので、必ずご出席ください。
� 詳しくは入学関係書類「入学のてびき」をご参照ください。
　　③入学後の校納金について� １）授業料……………�34,000円（月額）
　　　　　　　　　　　　　　� ２）実験・実習費……� 2,000円（月額）
� ３）冷暖房費…………�12,000円（年額）
　　※�その他諸費用として、行事費用積立金・PTA会費・生徒会費・保健関係費・校友会費等があります。また、副教材費・検定

試験料等、年度途中で決定し徴収するものがあります。



▶学校感染症について

１月中に出願していた受験生が新型コロナウイルス（濃厚接触者等も含む）など学校感染症により受験ができなかった
場合は、神奈川県私学協会が実施する『共通追試』を受験していただき、合否判定を行います。
学校感染症等により受験ができない場合には、試験当日の集合時間までに本校（0466-23-3150）までご連絡ください。
個別対応させていただきます。

▶インターネット出願

● インターネット出願について
■平日・土日・祝日24時間出願手続ができます。
■ご自宅で出願手続ができます。
■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方法が選べます。

　※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

● 出願手続の手順

本校ホームページ 出願期間が近くなりましたら、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。なお、出願後の連絡のため、緊
急時にもすぐに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
志願者情報の入力、顔写真の登録（任意）、入試日程及び科目の選択をして
ください。なお、複数回を同時にエントリーできます。また、同時エントリーによ
り受験料の優遇措置があります。

▼
受験料の支払い方法選択 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、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。

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票
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（A4サイズ・
白い紙）してください。また、写真票に顔写真（たて４cm×横３cm）を貼付し
てください。写真票は受験票と一緒に試験当日お持ちください。写真票は入
試当日に回収します。なお、顔写真をアップロードした場合は受験票とともに印
刷されるため、顔写真の貼付は不要です。

▼
入試当日 受験票と写真票（学校提出用）をご持参ください。

※�受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し、写真票（学校提出用）ととも
に入試当日にお持ちください。

●�インターネット出願の操作については、miraicompassコールセンター（0120-907-867/03-5877-5952）�
募集要項の内容については、本校（0466-23-3150）までお問い合わせください。

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これらに付随する
業務以外の目的には使用いたしません。

個人情報保護について


