


静岡学園高等学校　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生徒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、教育内容・入試に関して全体向けの説

明がおこなわれる「学校説明会」「入試説明会」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・学校説明会・入試説明会

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。

本校の教育ビジョンと教育内容、学校生活の様子、2021年度入試

についてご説明します。個別相談も実施します。

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

学校説明会 会場：本校

本番に役立つ入試問題の傾向と対策など、各教科担当がくわしく

説明します。

入試説明会 会場：本校

10月17日 ㊏ 13:30～

静学オリジナルグッズプレゼント

11月21日 ㊏ 10:00～／14:00～

過去3年分の入試問題を無料配付

①

②

③

④

⑤

⑥

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

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　5日㊊

10月　7日㊌

10月　9日㊎

10月12日㊊

10月14日㊌

12月12日㊏

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

静岡学園高等学校

入試区分選択

入試区分 本試験【単願】 本試験【併願】

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

・合格後～入学前に連絡を取る場合があり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

在籍区分
在籍

（2021 年 3 月卒業見込み）
卒業

（2020 年 3 月卒業）

併願校（高等学校）
※併願者のみ入力

その他の学校
※併願者のみ入力

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：

住　　所 ・住所が志願者と異なる場合のみ、郵便番号から電話番号（自宅）を入力。

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）

緊急連絡先（携帯）

緊急連絡先の説明

志願者との続柄

保護者確認欄

印

中学校の指導に
より必要な場合
に押印

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

○○中学校

　　静学 　　太郎

　　シズガク 　　タロウ

090 0000 0000

母の携帯電話

父
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本校を志願するみなさんへ

校　長　鈴　木　啓　之

　静岡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。

　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。

　 教養科学科・系の内容

　教養科学科では「知性の土台」を育成しますが、単なる知識を身につけるのではなく、課題

について自ら考え（Think）、論理的（Logic）に分析（Analysis）し、見えてきた知識とすで

に学んだ知識を統合（Synthesis）する中で、「問題解決能力」と「新たな知を創造する力」を

養います。

　教養科学科では、全ての生徒に４年制大学（国公立、私立）に進学できる学力を育成するこ

とを目指しています。また、１年次から難関国公立や医歯薬学系学部への進学を目指す「探究

系」を設置して教育しています。２年次からは「未来の自分」を描き進路志望ごとに、「探究

文系」・「探究理系」・「人文・社会系」・「物性・生命系」の４系に分かれます。

　探究系への所属は中学校の成績、学力試験の結果、希望調査等を参考として選考します。
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令和３年度　静岡学園高等学校　募集要項
（※）コロナ対応追試を兼ねる

試験区分 本試験【単願】 本試験【併願】 再募集試験A（※）

募集人員 教養科学科　男女360名（内部進学者を含む） 若干名

出願

資格
令和３年３月に中学校を卒業見込みの者、または、令和２年３月
に中学校を卒業した者。

２月２日・３日実施の本試験
に合格していない者

（中学校を通じて1校のみ受験
可）

期間

手続期間 　令和３年１月13日㈬　0:00～１月21日㈭　23:59

出願期間 　令和３年１月26日㈫　9:00～16:00

１月27日㈬　9:00～14:00（必着）

手続期間

令和３年２月12日㈮　12:00
～２月16日㈫　13:00

出願期間

令和３年２月16日㈫
9:00～14:00（必着）

⑴手続期間…志願者が行うWeb出願サイト上での手続期間です。本試験【単願・併願】については、
１月６日㈬9:00より事前入力が可能、１月13日㈬より受験料の支払いが可能です。

⑵出願期間…志願者による手続完了後、中学校がおこなう出願書類の提出期間です。

方法

下記(1)～(3)及びP6「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をおこない、中学校が上記「出願期間」内に本校事務局に②③を郵送（期日必着・
書留速達・宛名左下に「出願書類在中」と朱書き）、または持参により提出してください。郵送に
よる提出の場合、受験票返送用の封筒（長形３号に中学校所在地・中学校名を記入）、切手（簡易
書留料を含む414円）を同封してください。
①「出願情報」の登録

志願者が登録します。本校HPよりWeb出願サイトにアクセスし、志願者が上記「手続期間」内
に必要事項を入力してください。入力後に「申込内容確認書」をプリントアウトし、中学校に
渡してください（中学校から提出を求められた場合のみ。詳細は中学校に確認）。中学校の先生
におかれましては、生徒の出願有無確認のため申込内容確認書を使用し、本校に提出する必要
はありません。

②「調査書」の作成
中学校が作成します。書式をWeb出願サイトからダウンロード・プリントアウトしてください。
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。

③「出願状況一覧表｣の作成
中学校が作成します。中学校教員が閲覧できる「出願状況照会サイト」より、出願状況一覧表を
入手してください。詳しい手順は11月以降に中学校教員向けの手引きを本校HPに公開・配布い
たします。

⑵受験料の納入（各15,000円）
志願者が納入します。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）

※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⑴②③提出書類と⑵受験料の受領確認後、受験票を中学校宛に発行します。受験者は中学校か
ら受験票を受け取り、試験当日に持参してください。なお、再募集試験Ａの受験票については、中
学校を経由せず、試験当日に受付で受験者本人に渡します。
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試験区分 本試験【単願】 本試験【併願】 再募集試験A（※）

入学
試験

検査日 令和３年２月２日㈫・３日㈬ 令和３年２月２日㈫ 令和３年２月18日㈭

検査
内容

１日目：学力試験（国語・数学・
英語［リスニング含む］・社会・
理科　各50分）
２日目：面接（詳細は別途通知）

学力試験（国語・数学・英語［リ
スニング含む］・社会・理科　
各50分）

学力試験（総合問題　60分）
面接（詳細は別途通知）

日程
詳細

１日目 
開　場  8:20
出 席 確 認 ・  8:45
受験上の注意等 
学力試験 
 国　語  9:00～ 9:50
 数　学 10:10～11:00
 英　語 11:20～12:10
 昼　食 
 社　会 13:00～13:50
 理　科 14:10～15:00
２日目 
面　接 詳細は別途通知

開　場  8:20
出 席 確 認 ・  8:45
受験上の注意等 
学力試験 
 国　語  9:00～ 9:50
 数　学 10:10～11:00
 英　語 11:20～12:10
 昼　食 
 社　会 13:00～13:50
 理　科 14:10～15:00

開　場  8:20
出 席 確 認 ・  8:45
受験上の注意等 
学力試験
　総合問題  9:00～10:00
面　接 詳細は別途通知

会場 静岡学園高等学校（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）・コンパス・昼食（２月２日のみ）・水筒（飲み物）。
上履き不用。マスク着用。鉛筆削り・時計（計算機能・辞書機能等のあるものを除く）の持参可。
会場での貸し借りは許可しません。携帯電話の持込は認めません。

判定
調査書、学力試験、面接によ
り総合的に判定します。

調査書、学力試験により総合
的に判定します。

調査書、学力試験、面接によ
り総合的に判定します。

合格
発表

発表日 令和３年２月12日㈮　12:00 令和３年２月22日㈪　12:00

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。

合格通知書・入学手続書類を発表日必着で中学校宛に郵送しますので、合格者はお受け取りください。
また、入学試験結果通知書を中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２月12日㈮
～２月19日㈮　15:00

令和３年３月12日㈮
～３月15日㈪　15:00

令和３年２月22日㈪
～２月24日㈬　15:00

本校窓口受付時間は平日9:00 ～ 16:00（最終日15:00） 。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。

⑶入学手続き前の面談
本試験の併願者のみ、安心して高校生活を過ごしていただくための面談を入学手続期間におこない
ます。（土日休日は除く）。必ず生徒・保護者同伴で来校してください。

その他

⑴入学後に特別な配慮を要する場合は、生徒の安全のためにも必ず出願前にご相談ください。
⑵本校ではWeb出願時ではなく、入学手続時に「探究系」の所属希望を確認します。
⑶入学試験をやむを得ない理由で欠席する場合は、まず中学校へ連絡し、指示を仰いでください。

中学校は電話（TEL：054-200-0191）で本校に連絡の上、欠席届を提出してください（様式自由・
後日提出可）。
本試験【単願・併願】欠席者は、令和３年２月９日㈫に追試験を実施します。再募集試験Ａ欠席
者への追試験は実施し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公立高等学校の再募集試験に応じる場合は、事前に中学校を通じて本校への入学を辞退してくだ

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。
⑺本校に入学手続きをした者は、他の静岡県内私立高等学校の再募集試験を受験することはできません。
⑻本試験【単願】の入学手続者は令和３年２月19日㈮・２月20日㈯、本試験【併願】と再募集試験

Aの入学手続者は令和３年３月12日㈮・３月15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。

（※）コロナ対応追試を兼ねる
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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 100,000 円 授業料 41,500 円

施設設備費 83,500 円 図書費 200 円

諸費 350 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。

・高等学校等就学支援金制度により、保護者の所得に応じて就学支援金が支給され、授業

料から免除されます。

・2020 年度は、国の就学支援金と静岡県の授業料減免制度により、世帯年収 700 万円未

満（目安）のご家庭は授業料実質無償化の対象となっています。

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　教科書・問題集・参考書・辞書等 約 34,000円

⑷　修学旅行積立金　　１年次　10,000円を10回積立　　
修学旅行先により変更あり

　２年次　10,000円を８回積立

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。

（金額は 2021 年度の予定）
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特待生制度・奨学金制度
　入学者の中から次の特待生基準に該当する者を、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・施設設備費・授業料を給付します。特待生
資格は、本校への入学手続時より有効とします。
　また、入学時に特待生でない者でも、入学後、学業が特に優秀な者、または、学業が優秀で
文化活動・生徒会活動等で活躍した者は、新たに特待生の対象となります。

１．特待生基準

⑴　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
⑵　運動競技または文化活動において優れた技能、能力を有し、また、他の者と同等の学

業成績を残せる、操行正しく、他の生徒の模範たり得る者

２．区分・給付内容

区　分 給付する内容 摘　要

特待生Ｓ
　１　入学金の全額　２　施設設備費の全額 入学時 ※ 特待生ＳとＡの差異

は、奨学生の付与額
（Ｓ：月額３万円・Ａ：
月額１万円）となり
ます。

　３　授業料の全額　 毎　月

特待生Ａ
　１　入学金の全額　２　施設設備費の全額 入学時

　３　授業料の全額 毎　月

特待生Ｂ
　１　入学金の全額　２　施設設備費の全額 入学時

　３　授業料の２分の１の額 毎　月

特待生Ｃ 　１　入学金の全額 入学時

・高等学校等就学支援金制度が実施されている間は、上記「授業料」を「授業料から就学
支援金を差し引いた額」と読み替えるものとします。さらに世帯年収により、本校独自
の支援制度を用意しています。

３．選抜方法

・本校特待生規程に従い、調査書・学力試験・面接（単願者のみ）・諸活動の実績等によ
り総合的に決定します。

・野球部特待生については、日本高等学校野球連盟の通達等に従って５名以内とします。

４．中学校の学業成績による特待生

・静岡県内の単願者で中学校における学業成績が優秀である者を３年間特待生Ａと認定し
ます。その内、特に優秀な者が探究系を希望・所属する場合には３年間奨学金（月額
１万円）を付与します。

・県外の単願者で、中学校における学業成績が極めて優秀な者についても配慮します。
・３年間特待生Ａであっても、成績、操行等に問題がある場合は、見直しをします。

５．本校の入学試験による特待生

　　⑴単願者　学力試験等が優秀である者を３年間特待生Ａと認定し、さらに探究系を希望・
所属する場合は３年間奨学金（月額１万円）を付与します。

　　⑵併願者　学力試験等が特に優秀である者を３年間特待生Ａと認定します。その者が公
立高校を受験せず単願に切り替え、探究系を希望・所属する場合は３年間奨
学金（月額１万円）を付与します。

・上記特待生のうち、学力試験が極めて優秀である者を３年間特待生Ｓと認定し、さらに条件
によって３年間奨学金（月額３万円）を付与します。

・３年間特待生ＳおよびＡであっても、成績、操行等に問題がある場合は、見直しをします。

（制度内容は 2021 年度の予定）
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Web出願の手引き

https://mirai-compass.net/usr/szgakuh/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

支払い方法選択

支払いメール確認

申込内容確認書の提出

受験票の受け取り

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「手続期間」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。

志願者情報入力後、もしくは受験料の納入後、マイページか

ら「申込内容確認書」をプリントアウトし、中学校の先生に

提出してください（中学校から提出を求められた場合のみ）。

詳細については中学校に確認してください。

試験当日、受験票を必ず持参してください。

・手続きは中学校と相談のうえ、慎重に進めてください。

・手続き内容の変更・修正については、必ず中学校に連絡をしてください。

・その他の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　　静岡学園高等学校　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

本試験【単願・併願】の受験者は、中学校経由にて受験票を

受け取ってください。

再募集試験Ａの受験者は、試験当日に本校から受験票を受け

取ってください。
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静岡学園高等学校

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。

　　生徒と中学校の間で入力情報確認のため使用する場合は、切り取って使用してください。

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中学校に提出してください。

　　（中学校から提出を求められる場合のみ。詳細は中学校に確認してください。）

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。Web 出願後に印刷できる申込内容確認書（PDF）の提出を中学校

から求められる場合がありますので、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 静岡学園高等学校

入試区分選択

入試区分 本試験【単願】 本試験【併願】

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

・合格後～入学前に連絡を取る場合があり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

○○中学校

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。）

在籍区分
在籍

（2021 年 3 月卒業見込み）
卒業

（2020 年 3 月卒業）

併願校（高等学校）
※併願者のみ入力

○○県

○○市立

○○高等学校

その他の学校
※併願者のみ入力

（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：

住　　所 ・住所が志願者と異なる場合のみ、郵便番号から電話番号（自宅）を入力。

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

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）

保護者確認欄

印

中学校の指導に
より必要な場合
に押印



静岡学園高等学校　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生徒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、教育内容・入試に関して全体向けの説

明がおこなわれる「学校説明会」「入試説明会」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・学校説明会・入試説明会

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。

本校の教育ビジョンと教育内容、学校生活の様子、2021年度入試

についてご説明します。個別相談も実施します。

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

学校説明会 会場：本校

本番に役立つ入試問題の傾向と対策など、各教科担当がくわしく

説明します。

入試説明会 会場：本校

10月17日 ㊏ 13:30～

静学オリジナルグッズプレゼント

11月21日 ㊏ 10:00～／14:00～

過去3年分の入試問題を無料配付

①

②

③

④

⑤

⑥

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

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　5日㊊

10月　7日㊌

10月　9日㊎

10月12日㊊

10月14日㊌

12月12日㊏

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

静岡学園高等学校

入試区分選択

入試区分 本試験【単願】 本試験【併願】

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

・合格後～入学前に連絡を取る場合があり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

在籍区分
在籍

（2021 年 3 月卒業見込み）
卒業

（2020 年 3 月卒業）

併願校（高等学校）
※併願者のみ入力

その他の学校
※併願者のみ入力

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：

住　　所 ・住所が志願者と異なる場合のみ、郵便番号から電話番号（自宅）を入力。

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）

緊急連絡先（携帯）

緊急連絡先の説明

志願者との続柄

保護者確認欄

印

中学校の指導に
より必要な場合
に押印

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

○○中学校

　　静学 　　太郎

　　シズガク 　　タロウ

090 0000 0000

母の携帯電話

父




