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1. 出願区分 (1) 前期単願【一般入試】【特待入試】：本校のみを受検する者 

(2) 前期併願【特待入試】：他校も受検する者、特待生として選考されない場合に公立 

中学に入学する者 

(3) 後期  【一般入試】：前期と後期の両方に出願することも可能です 

(4) 追検査 （3．出願資格【追検査】の項目を参照） 

2. 募集定員 男女 70名 （共学 2 クラス）  

＜前期単願 50名＞ ＜前期併願 20名＞ ＜後期 若干名＞  

3. 出願資格 2020年 3月 小学校卒業見込みの者で、6 年間本校に在籍する意志のある者 

【追検査】検査当日、病気、その他やむを得ない事由により受検できなかった者で、小学

校を通じて「追検査受検願」（様式自由）が提出され、本校が受検を認めた者。 

※インフルエンザなどの学校感染症等による当日の欠席連絡は、保護者が行ってください。

その際、医師の診断書および小学校長の証明書は不要です。また、学校閉鎖中の未感染

者の受検については、保護者が判断してください。 

https://www.seirei.ed.jp/


4. 選考方法 (1) 調査書 小学校作成（都道府県教育委員会もしくは静岡県私学協会の指定様式を使用） 

※「静岡私学ネット」より調査書様式および記入例のダウンロードができます。 

(2) 学力試験（一般入試 2教科・特待入試 4教科） 

・前期単願一般：国語・算数（各 100 点・各 45分）合計 200 点 

・前期単願特待：国語・算数（各 100 点・各 45分）、 

理科・社会（各 50点・2教科を 60分で行う）合計 300点 

・前期併願特待：国語・算数（各 100 点・各 45分）、  

理科・社会（各 50点・2教科を 60分で行う）合計 300点 

・後期単願一般：国語・算数（各 100 点・各 45分）合計 200 点 

(3) タスク解決型試験（30分）  内容：記述試験およびグループディスカッション 

(4) 面接（受検者および保護者 1名・10分程度）  

5. 出願手続 (1) 出願とは（以下①～③が揃った時点で出願とします） 

① Web出願（本校ホームページ出願フォームに入力）  

② 検定料支払（検定料 15,000 円） 

③ 調査書提出（小学校より提出） 

(2) Web出願・検定料支払の期間 

① 前 期 2019 年 11月 25日（月）～2020 年 1月  7日（火）17時まで 

② 後 期 2020年  1月 16日（木）～2020 年 1月 21 日（火）17 時まで 

※一旦納入された検定料はお返しいたしません。 

(3) 検定料支払方法： 

本校ホームページ Web 出願フォームから、クレジットカード、コンビニ決済、ペ

イジーのいずれかでお支払いください 

(4) 調査書受付期間：小学校が本校総務部に直接提出（持ち込み/郵送） 

① 前 期 2019 年 12月 10 日（火）～2020 年 1月 9日（木）14 時まで【必着】 

② 後 期 2020年 1月 16日（木）～2020 年 1月 23 日（木）14 時まで【必着】 

《持ち込みの場合》平日の 9 時～16 時 30分に 1階総務部にて受付。最終日は 14 時まで。 

                  土・日・祝日および 12 月 27 日（金）～1 月 6 日（月）は受付いたしません。 

(5) 調査書以外の提出書類（対象者のみ） 

①特待入試受検者のうち、日本英語検定 4 級以上を取得している者は、級取得を証明でき

るもののコピーを郵送（簡易書留）もしくは本校窓口に提出（調査書受付期間と同じ）。 

   〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町 3453 聖隷クリストファー中・高等学校 中学校入試係宛 

  ②追検査受検を希望する者は、小学校長を通じて「追検査受検願」（様式自由）を提出。 

   提出は FAX でも構いません。（3.出願資格参照・FAX：053-438-5699） 

   追検査（前期）の出願は 2020年 1月 14 日（火）17時まで【必着】 

   追検査（後期）の出願は 2020年 1月 25日（土）17時まで【必着】 

  ③SCALE（英語特別プログラム）への参加希望者は、英検 3 級以上取得を証明できるもののコピ

ーを郵送（簡易書留）もしくは本校窓口に提出（調査書受付期間と同じ）。受検時に 3 級を取

得していない者は、入学までに 3 級を取得すること。選定は、入学後行います。 

※出願後に受検を辞退する場合は、小学校長を通じ「受検辞退届」（様式自由）を提出してください。 



6. 受検票 受検生は、Web出願フォームより受検票を印刷し、試験当日に持参してください。 

※本校から調査書受領（書類受付完了）のお知らせメールが届くと、印刷が可能となります。 

7. 入学試験 (1) 試験日： 

① 前期単願 2020年 1月 11日（土）  

② 前期併願 2020年 1月 13日（月・祝）  

③ 後  期 2020年 1月 25日（土） ※追検査（前期） 

④ 追検査（後期）2020 年 1月 27日（月） 

(2) 試験日程：出願区分によって異なります。「受検票」および「入試の心得（HP より             

      ダウンロード・印刷）」で確認してください。） 

(3) 持参するもの： ※上靴は不要です。 

①受検票  ②筆記用具 ③三角定規（1枚） ④コンパス  ⑤昼食・飲み物  

(4) 検査会場： 聖隷クリストファー中・高等学校 

(5) 諸 連 絡： 「入試の心得」に記載してありますので、確認をしてください。 

(6) そ の 他： 

  「生徒募集要項」「受検票」「入試の心得」に記載された以外の連絡が必要となっ

た場合には、Web 出願システムより、登録されたメールアドレスに一斉メール配信

を行います。 

8. 合格発表 入学合否および特待選抜合否について同時に発表となります。校内掲示は行いません。 

(1) 前期試験 2020年 1月 16 日（木）小学校長・保護者宛に郵送します。 

     Web出願システムによる合否照会が 10時より可能です。 

(2) 後期試験 2020年 1月 30 日（木）小学校長・保護者宛に郵送します。 

     Web出願システムによる合否照会が 10時より可能です。 

9. 入学手続 (1) 手続き期間 

① 前期単願 2020年 1月 16日（木）～1月 21日（火） 

② 前期併願 2020年 1月 16日（木）～1月 23日（木） 

③ 後  期 2020年 1月 30日（木）～1月 31日（金） 

④ 追 検 査  2020年 1月 30日（木）～1月 31日（金） 

(2) 納入金 180,000 円 (内訳：入学金 70,000 円 施設費 110,000 円)  

(3) 合格後、諸事情により入学を辞退する場合は、1 月 31 日(金)までに小学校長を通

じて「入学辞退届」（様式自由）を提出してください。 

◆入学後の納入金 

校納金 （月額：2020年度予定） 授業料  36,900 円  

預託金 

（年額：2020 年度予定） 

             入会金     会費 

ＰＴＡ会費      なし      12,000円 

生徒会費      200 円     3,600 円 

後援会費    10,000 円      14,400 円    

            10,200 円      30,000円    

合  計  40,200円     

その他 

（年額：2020 年度予定） 
研修旅行積立金    120,000円    

模 試 代 金      12,410 円     

学年諸費(ICT 教育費を含む)  108,000 円                                  

合  計  240,410 円  



◆制服採寸等 

2020 年 2月 22日（土）9：00～12：00 本校にて行います。生徒と保護者の来校をお願いします。 

持ち物等については、入学合格者への通知と共に案内を同封しますので、確認してください。 

 

◆特待生制度  特待生は、前期単願特待入試、前期併願特待入試の受検生から若干名選抜されます。 

 選抜方法 (1) 学力検査、タスク解決型試験、面接、提出書類等を総合して選抜します。 

(2) 特待の判定では、英語検定 4級以上の者には加点をします。 

 資格条件 ① 本人・保護者共に本校の建学の精神および教育方針を良く理解しており、

本人が本校において、高い志をもって、6年間の学校生活を送ることを希望し

ていること。 

② 学業、生活態度に関して他の生徒の模範であること。 

③ 学業成績において優れていること。 

④ 中学校卒業後は、聖隷クリストファー高校一貫英数科クラスに進むこと。 

⑤ 国公立四年制大学および難関私立四年制大学、もしくは聖隷クリストファー

大学進学を目指す者。 

 内  容 (1)～(3)いずれかの一項目が対象となります。 

(1) Ａ特待 授業料の全額免除 

(2) Ｂ特待 授業料の半額免除 

(3) Ｃ特待 授業料の一部免除（月額 5,000円） 

 期  間 特待生の期間は 1 年間とし、毎年度末に資格審査を行います。 

◆授業料等減免（※①②は入学後に申請が必要です） 

① 本校（中・高等学校）に兄弟姉妹が在籍する場合は、先に入学している生徒の授業料（本高等学校に

在籍する場合は、授業料から高等学校等就学支援金※を差し引いた額）を半額免除します。（兄弟姉妹

が在籍している期間のみに適用）。ただし、特待生制度との併用はできません。 

② 本校（中・高等学校）に在籍する生徒の兄姉の２人以上が聖隷クリストファー高等学校を卒業してい

る場合、在籍生徒の授業料（本高等学校に在籍する場合は、授業料から高等学校等就学支援金※を差

し引いた額）の３割を減免します。ただし、特待生制度との併用はできません。 

③ 聖隷クリストファー中学校から聖隷クリストファー高等学校に進学する際の入学金、後援会・生徒会

入会金を全額免除します。 

※高等学校等就学支援金については、本校ホームページ「高校入試情報」の「助成制度」を参照ください。 

◆学業奨励制度 

学習成績においてクラスの中で特に優秀な者、かつ学業、生活態度等に関して他の生徒の模範となる者を

表彰し、副賞を授与します。 

 

個人情報の取扱いについて  

本校では個人情報に関して適用される法令、規範を遵守し、皆様の個人情報の適正な管理・利用と補語に努めております。提

出書類にご記入いただいた個人情報は、入学者選抜の実施、合格発表および入学手続き書類の送付に利用させていただきます。 


