


静岡学園中学校

志願者情報入力

志願者氏名（漢字） 姓： 名：

志願者氏名（カナ） ｾｲ： ﾒｲ：

入力できない文字
（外字）の有無

なし あり

性　　別 男 女

生年月日 西暦　　　　　　年 月 日

住　　所

・入学手続関係書類を各合格者宛に郵送しますので住所欄は正確に入力してください。
・海外出身者の場合、下記に海外の現住所を入力していただき、日本国内の郵便物受け取り可
能な住所を別紙（様式問わず）に記載のうえ、出願書類に同封してください。

　本校からの郵便物は日本国内の住所にのみ郵送します。
・□　海外の方はチェック

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

建物名・部屋番号

電話番号（自宅）

出身校

その他の学校

出身校住所
・静岡県外校の出身者のみ入力してください。
・静岡県内校及び海外校の出身者は、出身校住所の入力は不要です。

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

保護者情報入力

保護者氏名（漢字） 姓： 名：

保護者氏名（カナ） ｾｲ： ﾒｲ：

勤務先住所 □　海外の方はチェック

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

建物名・部屋番号

勤務先電話番号

勤務先名

緊急連絡先（携帯）

緊急連絡先の説明

志願者との続柄

家族状況

・志願者を除く家族状況について、１マスにつき１名分入力してください。
・続柄は志願者を中心としたもので入力すること。
・ご家族に本校の卒業生がいる場合は、該当者の入力欄に付け加えてください。
＜入力内容＞
家族氏名、志願者との続柄、年齢、職業・学校、本校卒業生の場合はその旨追記。

①

②

③

④

⑤

⑥

静岡学園中学校　入試関連行事のご案内

　本校では10月以降、下記の通り学校説明や個別相談の機会をご用意しております。

　受験の検討が進んでいる方は「個別相談会」等の機会をご利用いただき、基本情報の確認や

疑問点について尋ねることで児童の進学意欲を高めるとともに、保護者の皆さまの理解をさら

に深めていただければ幸いです。

　９月以降、新規に受験を検討する方につきましては、陶芸体験と各種見学を通じて学校生活

の具体的なイメージがつかめる「陶芸体験及び英会話・文化部見学会」への参加や、「個別相

談会」に参加して質疑応答を重ねることで、受験に必要な多くの情報を集めていただけます。

　下記に定める入試関連行事のほか、ホームページより個別相談・学校見学を随時承っており

ます。個別にお申込みいただいた方と日程調整をおこないますので、これらの機会もご活用く

ださい。

　受験に向け、情報収集に不足や不安があれば何でもお答えします。よろしくお願い申し上げ

ます。

個別相談会 中部地区6カ所開催 学校生活や教育内容に加え、授業料や特待生制度等、志望校決定前に気になる疑問にお答えします。

17:00～20:00 ※最終受付19:30 ※12/12(土)は9:00～

陶芸体験及び英会話・文化部見学会

11月21日 ㊏ 13:00～会場：本校

①

②

③

静岡市東部勤労福祉センター清水テルサ

焼津市総合福祉会館ウェルシップやいづ

富士市交流プラザ

10月　5日㊊

10月　7日㊌

10月　9日㊎

④

⑤

⑥

静岡産業大学藤枝駅前キャンパスＢｉＶｉキャン

島田市民総合施設プラザおおるり

本　校 (9:00～)

10月12日㊊

10月14日㊌

12月12日㊏

10月17日 ㊏  13:15～

入試個別相談会

会場：本校

全て事前申込制となります。上記日程以外でも、学校見学・個別相談は

随時承っております。本校ホームページからお申込ください。

※マスク着用のうえ、ご参加ください。

静学 検 索

記入見本

　　静学 　　緑

　　シズガク 　　ミドリ

○○○○　　 ○　 ○　

1234567

○○県

××市□□区

△△町１－２－３

○○マンション１０１

054 000 0000

○○県

○○市立

○○小学校

　　静学 　　太郎

　　シズガク 　　タロウ

1234567

○○県

××市□□区

△△町１－２－３

054 000 0000

株式会社○○

090 0000 0000

母の携帯電話

父

静学太郎、父、45歳、㈱○○

静学花子、母、40歳、主婦、静学卒業生

静学　孝、兄、15歳、○○学校

静学友子、妹、10歳、○○学校



－ 1 －

本校を志願するみなさんへ

校　長　鈴　木　啓　之

　学校教育の目的は「社会で輝き溌剌（はつらつ）と生きていくための人間としての

土台を育てること」と「自分では気付かず奥深く隠れている素晴らしい可能性を引き

出し、伸ばすこと」にあると思います。生徒一人ひとりを輝く宝石の原石と考え、そ

の土台を築き可能性を開花させることこそが静岡学園の理念でもあります。

　本学園は創立から約半世紀の時を経て、東鷹匠への移転を機に新しい学校に生まれ

変わりました。それは中高一貫教育を一つの柱に、高校を「教養科学科」の１科にま

とめ、現教育棟２階エントランスに掲げた「人格という土台の上に真の教養を創造し

たい者はこの門から入れ」のテーゼを基に、地域と国際社会に貢献し他者の役に立て

たことを自分の喜び・幸せと感じる『真のエリートの育成』を教育目標と定めたこと

にあります。この言葉は私の前任である石田邦明先生がハーバード大学を訪れた折に、

大学への入場門（ゲート）の外側に“ENTER：To grow in wisdom”（一員となり

英知と共に成長せよ）の言葉が書かれ、内側に“DEPART：To serve better thy 

country and thy kind．”（あなたの国とあなたの仲間達がより幸せになるよう貢献

するため世界に出でよ）と書かれていたことに感銘を受け、「静学もこうでありたい」

との気持ちからまとめた言葉だと聞いています。真のエリートこそ、これからの混迷

の世の中で輝き、力を発揮できる人物であり、その育成こそが本学園の目指す道であ

る、という訳なのです。そして、真のエリート育成のために必要な三つの土台「人間

性の土台」（愛、品性、礼節）、｢ 知性の土台 ｣（知識、考える力、好奇心）、「志の土台」

（夢、自尊心）を全ての教育活動を通して育てる学校でありたいと考えています。

　この土台を育てるために、まず皆さんに身につけて欲しい力があります。それは、

異なる言語・文化・価値観・宗教を持った人たちと良い関係を築く力です。それは「対

話する力」、「受け入れる力」と「協力して問題を解決していく力」です。そのために、

これまで以上に語学力（英語によるコミュニケーション力）、自分で考える力、情報

収集・活用力、幅広い教養が求められています。そのためにも本をたくさん読むこと、

様々な人と接し協力する体験をすること、自分と異なる考えの人を理解し受け入れる

大らかさ・優しさを持っている人に志願してほしいと思っています。『静岡学園中高

一貫教育で求める児童像』（Ｐ５）に示したように、本学園で学ぶ意欲に満ちた諸君

の挑戦を待っています。

　新しい自分に出会いたい君、成長に向け頑張る決意を有する諸君との出会いを楽し

みにしています。
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令和３年度　静岡学園中学校　募集要項

試験区分
前期Ａ方式 前期Ｂ方式 後期

（総合力型） （自己アピール重視型） （学力重視型）

募集人員 男女90名 若干名

出願

資格

⑴令和３年３月に小学校卒業見込みで、保護者と同居する者。通学時間は１時間程度までを目安と

する。

⑵本校の求める児童像、育てたい人間像をよく理解し、自分の力で大きく成長することを願う者。

⑶静岡学園高等学校教養科学科へ進学し、中高一貫教育の利点を生かして努力し続けることができ

る者。

期間

令和２年12月８日㈫～ 12月24日㈭　14:00

本校窓口受付時間は平日9:00 ～ 16:00（最終日14:00）。土日休日は除く。

ただし、令和２年12月19日㈯ 9:00 ～ 12:00は受付可。　　　　　　　

方法

下記⑴～⑶及びP6の「Web出願の手引き」に従い、手続きを進めてください。

⑴提出書類の作成・郵送

以下の①～③の書類を本校事務局に郵送（期日必着・簡易書留・宛名左下に「入学願書在中」と

朱書き）、または持参により提出してください。

①「入学願書」の作成

本校HPよりWeb出願サイトにアクセスし、必要事項を保護者の方が入力してください。

入力が完了した願書（申込内容確認書）をプリントアウトしてください。

②「自己アピール書」の作成

書式をWeb出願サイトからダウンロード・プリントアウトし、志願者（児童）本人が自筆で記

入してください。

③「調査書」の作成

書式をWeb出願サイトからダウンロード・プリントアウトし、保護者の方が小学校に作成を依

頼してください。複数回出願する場合は１通で可とします。小学校の先生におかれましては、

保護者の方から受け取った書式の作成後、記載者印・小学校長印を押印していただき、厳封し

たうえで保護者にお渡しください。11月以降に調査書の記入見本を本校HPに書式とともに公開

いたしますのでご確認ください。

⑵受験料の納入

Web出願サイト上で、 クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーのいずれかを選択し、

手順に従ってお支払いください（手数料は志願者負担）。支払い手順や画面操作について不明な点

は、Web出願サイトの運用委託先であるミライコンパス・サポートセンターまでお問い合わせく

ださい。（TEL：0120-907-867。24時間受付）

①前期A方式のみ、前期B方式のみ、後期のみ（各10,000円）

②前期A方式＋B方式同時出願（15,000円）

※出願期間内にお支払いください。なお、いったん納入された受験料の返金はできません。

※（注意）受験料の納入後に申込試験の変更はできません。

⑶受験票の入手

上記(2)受験料の受領が完了すると、「受験票」をWeb出願サイトから入手できるようになります。

事前にダウンロード・プリントアウトし、受験者（児童）は試験当日に持参してください。
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試験区分
前期Ａ方式 前期Ｂ方式 後期

（総合力型） （自己アピール重視型） （学力重視型）

入学

試験

検査日 令和３年１月９日㈯ 令和３年１月10日㈰ 令和３年１月16日㈯

検査

内容

学力試験（国語・算数　各50分）

個人面接（児童と保護者）

学力試験（国語・算数　各50分）

集団面接（児童のみ・自己ア

ピール面接）

個人面接（児童と保護者）

学力試験（国語・算数　各50分）

個人面接（児童と保護者）

開　場  8:10

出 席 確 認 ・  8:20

受験上の注意 

1.国　語  8:30～ 9:20

2.算　数  9:35～10:25

3.面　接 10:40～11:40

開　場  8:10

出 席 確 認 ・  8:20

受験上の注意 

1.国　語  8:30～ 9:20

2.算　数  9:35～10:25

3.面　接 10:40～11:40

開　場  8:10

出 席 確 認 ・  8:20

受験上の注意 

1.国　語  8:30～ 9:20

2.算　数  9:30～10:20

3.面　接 10:30～11:30

前期A方式＋B方式同時出願者は、令和３年１月９日㈯の学力試験・個人面接、１月10日㈰の学力試

験・集団面接を受験してください。

会場 静岡学園中学校 （静岡市葵区東鷹匠町25）

持ち物 受験票・筆記用具・三角定規(分度器は除く）・水筒（飲み物）。上履き不用。マスク着用。

判定 調査書、学力試験、面接、自己アピール書により総合的に判定します。

合格

発表

発表日 令和３年１月13日㈬　11:00 令和３年１月18日㈪　11:00

方法

Web上で合格発表をおこないます。令和３年度入試では、校内で掲示板による発表はおこないません。

入学手続書類を各合格者宛に郵送します。また、入学試験結果通知書を小学校長宛に郵送します。

電話による合否についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。

入学

手続

期間
令和３年１月13日㈬～ 1月20日㈬　14:00

令和３年１月18日㈪

～1月20日㈬　14:00

本校窓口受付時間は平日9:00 ～ 16:00（最終日14:00）。土日休日は除く。

方法

⑴提出書類の作成・郵送

入学手続書類を本校事務局に郵送（期日必着・簡易書留・宛名左下に「入学手続書類在中」と朱

書き）、または持参により提出してください。

⑵入学手続金の納入

Web出願サイト上で、 クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーのいずれかを選択し、

手順に従ってお支払いください（手数料は合格者負担）。

※入学手続期間内にお支払いください。なお、いったん納入された入学金の返金はできません。

その他

⑴入学後に特別な配慮を要する場合は、児童の安全のためにも必ず出願前にご相談ください。

⑵入学試験をやむを得ない理由で欠席する場合は、必ず電話（TEL：054-200-0191）で本校に連絡

の上、小学校を通じて欠席届を提出してください（様式自由・後日提出可）。

前期試験欠席者は、前期試験1回を後期試験に振り替えることができます。後期試験欠席者は、や

むを得ない理由の場合のみ追試験を実施します。

⑶前期・後期試験とも出願した者のうち、前期試験で合格した場合は、自動的に後期試験を欠席処

理とさせていただきます。この場合の欠席連絡及び欠席届の提出は不要です。なお、受験料の返

金はできませんのでご了承ください。

⑷地震発生等、緊急事態の際は本校の指示に従ってください。その際には本校HPに情報を掲載します。

⑸本校では合否にかかわらず入試の成績等は開示しませんのでご了承ください。

⑹本校に入学手続きをした者は、他の静岡県内私立中学校を受験することはできません。

⑺入学手続者は令和３年１月22日㈮及び１月23日㈯に開催の制服採寸・規定品販売会に必ずご参加

ください。会場は本校です。詳しくは、入学手続書類でご案内いたします。
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学　　　　　　費

１．入学金・授業料他

⑴入学手続時の納付金 ⑵入学後の納付金（月額）※予定

内　　　訳 金　　額 内　　　訳 金　　額

入学金 140,000 円 授業料 31,000 円

図書費 200 円

諸費 250 円

・４月分授業料等納付金・ＰＴＡ入会金等は入学手続時に納入していただきます。

・一旦納入された入学金は、原則お返しできませんのでご了承ください。

・中高一貫生は、高校進学時に施設設備費 43,500 円を納入していただきます。

・2020年度は、国より修学支援金が支給されました（支給条件あり）。

２．その他の経費  

⑴　制服

　　男子　　冬制服（上衣、ズボン、長袖シャツ、各１） 約 45,000円

　　　　　　夏制服（半袖シャツ、ズボン、各１） 約 17,000円

　　女子　　冬制服（上衣、スカート、長袖ブラウス、リボン、各１） 約 47,000円

　　　　　　夏制服（半袖ブラウス、スカート、各１） 約 20,000円

　　※この他、推奨品として靴・ニットベスト・セーター等を購入できます。

⑵　学校規定品（運動靴、ジャージ、体操着他） 約 25,000円

⑶　補助教材 約 28,000円

⑷　修学旅行積立金　　１・２年次　10,000円を年間10回積立　　修学旅行先により

　３　年　次　10,000円を年間６回積立　　　　　　変更あり

⑸　ＰＴＡ会費・学園後援会費等

　　入会金（入学手続時） 36,000円

　　会　費（月額） 2,700円

３．在校生優遇制度（入学金減免）

・本校中学校または高等学校に兄弟姉妹が在学または入学手続している場合、２人目以降

の入学者は、入学金の半額を減免します。該当者には、入学後に減免額を返金します。

４．特待生制度  （本校特待生規程より）

・入学者の中から下記条件に該当する者を、入学試験の結果等による選考のうえ、特待生

と認定。取得した特待生資格に応じて入学金・授業料を減免します。ただし、特待生資

格は、本校への入学手続時より有効とし、期間は１年更新とします。

・条件：学業成績が特に優れ、操行正しく、他の生徒の模範たり得る者

（金額は 2021 年度の予定）
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静岡学園　中高一貫教育で求める児童像

　静岡学園の教育目標は、将来の「真のエリート、真のリーダー」の育成です。もちろん静岡

学園は、君たちが生きる未来が超グローバル社会になることを見据え、将来の「真のエリート、

真のリーダー」に必要な三つの土台「人間性の土台」、「知性の土台」及び「志の土台」を静岡

学園の中高一貫 6 年間の教育で育てたいと考えています。

　そのために、静岡学園では以下の各項目について理解し、努力する決意を有する児童を求め

ています。

１．人間性の土台

⑴　感謝する心を持って素直に「ありがとう」が言える人。

⑵　人間の命だけでなく、すべての命は大切です。自分の命も他の人の命もかけがえがあ

りません。だからこそ、自分を大切にし、どんな人の命も大切にすることができる人。　

⑶　人の悲しみ・苦しみを思いやることのできる人。うれしいことを一緒に喜ぶことので

きる人。

⑷　失敗や困難を乗り越えてこそ人は成長すると考えている人。

⑸　自分と異なる価値観、考え方の人の声に、真剣に耳を傾けることができる謙虚な人。

２．知性の土台

⑴　「あれはなに、なぜ、どうして？」を知りたいという好奇心が強い人。

⑵　本を読むことが好き、わからないことを調べることが好きな人。

⑶　自分でじっくり考えることが好きな人。

⑷　自然現象や社会の出来事に興味・関心を持っている人。

⑸　毎日の学習習慣が身についている人。

３．志の土台

⑴　好きなことだけでなく苦手なことも幅広くチャレンジする人。

⑵　自分の可能性を信じて頑張ることができる人。

⑶　自分の将来について真剣に考えようとする姿勢を持っている人。

⑷　静岡学園が考える「真のエリート、真のリーダー」の考えに共鳴できる人。

令和３年度中学生入試における選抜の目安

　次の４点を目安にして選抜します。しかし、前期Ａ方式、Ｂ方式、後期によって試験内容や

目安の扱いが異なります。

１．日々の学習習慣が身についていること。

２．教科書の内容程度の知識を身につけていること。

３．知識を応用して問題を解決しようとする姿勢を持っていること。

４．「自己アピール書」の内容が本校の求める児童像に合致していること。
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Web出願の手引き

https://mirai-compass.net/usr/szgakuj/common/login.jsf

本校ホームページ

Web出願サイトへアクセス

出願期間が近くなりましたら、本校ホームページに Web 出願

サイトへのリンクを設置しますのでご利用ください。

上記の URL、QR コードからも直接アクセスできます。

ID（メールアドレス）登録

ログイン／マイページ

志願者情報入力（願書）

支払い方法選択

支払いメール確認

受験票印刷

出願書類提出

入学試験当日

メールアドレスを ID として登録してください。緊急時にも確

認できるメールアドレスを選択してください。本校の体験入学

や説明会等で既に ID をお持ちの方は、新規登録せず、既存 ID

を使用してログインしてください。

登録したメールアドレスを使用してログインしてください。

マイページが表示されます。マイページの「新規申込手続きへ」

ボタンを押して入試区分選択画面にうつります。

入試区分リストから「前期（A 方式・B 方式）・後期」を選択し、

氏名をはじめとする必要項目を入力してください。

氏名は戸籍記載と同一の文字を使用することを原則とします

が、画面上に出てこない場合、代わりの文字を使用してください。

受験料の納入には、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（手数料は志願者負担）。

支払い方法選択後の画面に詳細な手順が示されます。必ず P2

に記載の出願期間内にお支払いください。

いったん納入された受験料は返金できません。

（注意）受験料納入後に申込試験の変更はできません。

受験料の納入後、マイページから受験票をダウンロードし、

プリントアウトしてください。

下記①～③を期日必着で郵送または本校に持参してください。

①願書（申込内容確認書）

マイページから申込内容確認書をプリントアウトしてください。

②自己アピール書

Web 出願サイトの画面入口右上に書式へのリンクがあります。

プリントアウトして、志願者本人の自筆により作成してください。

③調査書

Web 出願サイトの画面入口右上に書式へのリンクがあります。

プリントアウトして、小学校に作成を依頼してください。 

（厳封してください。複数回出願する場合は１通で可とします。）

試験当日、受験票を必ず持参してください。
受験票は本校から発送しません。

手続きに関して不明な点やお困りの点については、下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先　　静岡学園中学校　学務課　入試担当　054 － 200 － 0191（平日９時～ 16 時）

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

12月24日㈭
14:00必着
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静岡学園中学校

令和３年度　出願情報登録用紙
（入力準備用）

１．Ｗｅｂ出願サイトの出願情報入力画面における設問を事前に確認していただけます。

　　本用紙は入力準備用としてご利用ください。本用紙を本校に提出する必要はありません。

２．本番の画面上で裏面の必要事項を入力すると、申込内容確認書（PDF）が印刷できます。

　　プリントアウトした申込内容確認書を他の出願書類とセットで提出してください。

３．裏面の設問項目は募集要項作成段階での予定であり、前年度の設問項目に基づいています。

　　出願本番時の設問項目は、若干変更されている可能性がありますのでご了承ください。

Web 出願に係る大切なお知らせです。Web 出願の本番前にご確認ください。

１．個人情報の取り扱いについて

入試にあたりご提出いただく個人情報は入試業務にのみ使用し、その取り扱いについ

ては十分注意を致します。ただし、入学確定者の情報につきましては、入学後に教育

業務に使用する場合があります。

２．Web 出願を行う環境について

パソコン・スマートフォン・タブレット端末等から Web 出願サイトにアクセスする

ことができます。出願手続後に受験票を印刷していただきますので、プリンタをご用

意ください。プリンタがご自宅にない場合、コンビニエンスストア等で印刷すること

が可能です。コンビニエンスストアでの印刷方法は、Web 出願サイトの画面下部に

ある『よくある質問』を参照してください。

３．志願者氏名の漢字の取り扱いについて

入試処理時に、氏名で使われている漢字がコンピュータ上表記できない場合、合格通

知等の氏名表記を略字にておこなう場合がありますのでご了承ください。正式な漢字

は、入学後よりお取り扱いします。
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入力準備用 静岡学園中学校

志願者情報入力

志願者氏名（漢字） 姓： 名：

志願者氏名（カナ） ｾｲ： ﾒｲ：

入力できない文字
（外字）の有無

なし あり

性　　別 男 女

生年月日 西暦　　　　　　年 月 日

住　　所

・入学手続関係書類を各合格者宛に郵送しますので住所欄は正確に入力してください。
・海外出身者の場合、下記に海外の現住所を入力していただき、日本国内の郵便物受け取り可

能な住所を別紙（様式問わず）に記載のうえ、出願書類に同封してください。
　本校からの郵便物は日本国内の住所にのみ郵送します。
・□　海外の方はチェック

郵便番号 1234567（半角数字：ハイフンなし7 桁）

都道府県 ○○県（全角）

市区町村 ××市□□区（全角）

町名・番地 △△町１－２－３（全角）

建物名・部屋番号 ○○マンション１０１（全角）

電話番号（自宅） 054-000-0000

出身校

○○県

○○市立

○○小学校

その他の学校
（上記リストに無い場合は、「その他」を

選択し、入力してください。）

出身校住所
・静岡県外校の出身者のみ入力してください。
・静岡県内校及び海外校の出身者は、出身校住所の入力は不要です。

郵便番号 1234567（半角数字：ハイフンなし7 桁）

都道府県 ○○県（全角）

市区町村 ××市□□区（全角）

町名・番地 △△町１－２－３（全角）

保護者情報入力

保護者氏名（漢字） 姓： 名：

保護者氏名（カナ） ｾｲ： ﾒｲ：

勤務先住所 □　海外の方はチェック

郵便番号 1234567（半角数字：ハイフンなし7 桁）

都道府県 ○○県（全角）

市区町村 ××市□□区（全角）

町名・番地 △△町１－２－３（全角）

建物名・部屋番号

勤務先電話番号 054-000-0000

勤務先名 株式会社○○

緊急連絡先（携帯） 090-0000-0000

緊急連絡先の説明 母の携帯電話

志願者との続柄 父（保護者氏名に入力した方の続柄）

家族状況

・志願者を除く家族状況について、１マスにつき１名分入力してください。
・続柄は志願者を中心としたもので入力すること。
・ご家族に本校の卒業生がいる場合は、該当者の入力欄に付け加えてください。
＜入力内容＞
家族氏名、志願者との続柄、年齢、職業・学校、本校卒業生の場合はその旨追記。

① 静学太郎、父、45歳、㈱○○

② 静学花子、母、40歳、主婦、静学卒業生

③ 静学　孝、兄、15歳、○○学校

④ 静学友子、妹、10歳、○○学校

⑤

⑥



静岡学園中学校

志願者情報入力

志願者氏名（漢字） 姓： 名：

志願者氏名（カナ） ｾｲ： ﾒｲ：

入力できない文字
（外字）の有無

なし あり

性　　別 男 女

生年月日 西暦　　　 　　年 月 日

住　　所

・入学手続関係書類を各合格者宛に郵送しますので住所欄は正確に入力してください。
・海外出身者の場合、下記に海外の現住所を入力していただき、日本国内の郵便物受け取り可
能な住所を別紙（様式問わず）に記載のうえ、出願書類に同封してください。
本校からの郵便物は日本国内の住所にのみ郵送します。

・□　海外の方はチェック

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

建物名・部屋番号

電話番号（自宅）

出身校

その他の学校

出身校住所
・静岡県外校の出身者のみ入力してください。
・静岡県内校及び海外校の出身者は、出身校住所の入力は不要です。

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

保護者情報入力

保護者氏名（漢字） 姓： 名：

保護者氏名（カナ） ｾｲ： ﾒｲ：

勤務先住所 □ 海外の方はチェック

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

建物名・部屋番号

勤務先電話番号

勤務先名

緊急連絡先（携帯）

緊急連絡先の説明

志願者との続柄

家族状況

・志願者を除く家族状況について、１マスにつき１名分入力してください。
・続柄は志願者を中心としたもので入力すること。
・ご家族に本校の卒業生がいる場合は、該当者の入力欄に付け加えてください。
＜入力内容＞
家族氏名、志願者との続柄、年齢、職業・学校、本校卒業生の場合はその旨追記。

①

②

③

④

⑤

⑥

静岡学園中学校　入試関連行事のご案内

　本校では10月以降、下記の通り学校説明や個別相談の機会をご用意しております。

　受験の検討が進んでいる方は「個別相談会」等の機会をご利用いただき、基本情報の確認や

疑問点について尋ねることで児童の進学意欲を高めるとともに、保護者の皆さまの理解をさら

に深めていただければ幸いです。

　９月以降、新規に受験を検討する方につきましては、陶芸体験と各種見学を通じて学校生活

の具体的なイメージがつかめる「陶芸体験及び英会話・文化部見学会」への参加や、「個別相

談会」に参加して質疑応答を重ねることで、受験に必要な多くの情報を集めていただけます。

　下記に定める入試関連行事のほか、ホームページより個別相談・学校見学を随時承っており

ます。個別にお申込みいただいた方と日程調整をおこないますので、これらの機会もご活用く

ださい。

　受験に向け、情報収集に不足や不安があれば何でもお答えします。よろしくお願い申し上げ

ます。

個別相談会 中部地区6カ所開催 学校生活や教育内容に加え、授業料や特待生制度等、志望校決定前に気になる疑問にお答えします。

17:00～20:00 ※最終受付19:30 ※12/12(土)は9:00～

陶芸体験及び英会話・文化部見学会

11月21日 ㊏ 13:00～会場：本校

①

②

③

静岡市東部勤労福祉センター清水テルサ

焼津市総合福祉会館ウェルシップやいづ

富士市交流プラザ

10月　5日㊊

10月　7日㊌

10月　9日㊎

④

⑤

⑥

静岡産業大学藤枝駅前キャンパスＢｉＶｉキャン

島田市民総合施設プラザおおるり

本　校 (9:00～)

10月12日㊊

10月14日㊌

12月12日㊏

10月17日 ㊏  13:15～

入試個別相談会

会場：本校

全て事前申込制となります。上記日程以外でも、学校見学・個別相談は

随時承っております。本校ホームページからお申込ください。

※マスク着用のうえ、ご参加ください。

静学 検 索

記入見本

　　静学 　　緑

　　シズガク 　　ミドリ

○○○○　　 ○　 ○　

1234567

○○県

××市□□区

△△町１－２－３

○○マンション１０１

054 000 0000

○○県

○○市立

○○小学校

　　静学 　　太郎

　　シズガク 　　タロウ

1234567

○○県

××市□□区

△△町１－２－３

054 000 0000

株式会社○○

090 0000 0000

母の携帯電話

父

静学太郎、父、45歳、㈱○○

静学花子、母、40歳、主婦、静学卒業生

静学　孝、兄、15歳、○○学校

静学友子、妹、10歳、○○学校




