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2019年度 生徒募集要項                                         聖隷クリストファー高等学校 

募集定員 全日制課程 (男女共学) 【英数科】94 名(内進生含む) 【普通科(特進クラス・進学クラス)】200名  

出願資格 
単 

願 

①2019年 3月に中学校またはこれに準ずる学校(以下「中学校」という)

を卒業見込みの者 

②中学校を卒業した者 

③本校を第一希望とする者 

併 

願 

①2019年 3月に中学校またはこれに準ずる学校(以下「中学校」という)

を卒業見込みの者 

②中学校を卒業した者 

出願期間 
①Webによる入力・入学検定料支払期間：2019年 1月 10日(木) 9時 ～ 2019年 1月 24日(木）17時 

②調査書提出期間（窓口） ：2019年 1月 28日(月) ～ 2019年 1月 29日(火)  

出願手続 

①入学願書は、本校ホームページ Web出願フォームから入力を行ってください。（別紙「Web出願について」参照）  

②調査書(静岡県教育委員会所定用紙・複写可)…中学校で作成したもの。   まとめてください。                  

③志願者一覧表…出身校（中学校）サイトから印刷したもの。単願者と併願者に分けて作成する。 

※調査書及び特待生・推薦等の提出書類は志願者ごとに書類の左上をホチキスどめして提出してください。 

【提出先】〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町 3453 聖隷クリストファー高等学校 入試係あて 

≪郵送の場合≫ 必ず書留で送付してください。≪持込の場合≫ 9時～16時半。最終日は 14時まで。（聖隷クリストファー中・高等学校１階総務部） 

※出願は、Webによる願書入力・入学検定料支払（決済）・調査書等の書類の提出で完了します。 

※原則として、一旦提出された書類および入学検定料はお返しいたしません。 

入学検定料 15,000円  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、ペイジーでお支払いください。 

選抜期日 
2019年2月5日(火) 

【学 力 検 査】8時 30分までに入室してください。 

【面接(遠方の生徒のみ)】 遠方(浜松市外、天竜区等)の生徒は学力検査終了後、面接を行います(該当者には中学校を通じて事前に通知します)。 

2019年2月6日(水) 【面   接】面接時間の 10分前までに面接控室に集合してください。面接時間は前日にお知らせします。 

選抜方法 学力検査 [5教科：国語・社会・数学・理科・英語 (各 100点・50分)] 、面接、提出書類を総合して行います。 

検査会場 聖隷クリストファー中・高等学校 

持 ち 物 ①受検票 ②鉛筆・消しゴム・定規 ③コンパス ④昼食(弁当・飲み物)   ※上靴は不要です。 

合格発表 
2019年 2月 15日(金)…通知は 10時までの到着便で中学校長あてに送付し、中学校長を通じて本人へお渡しします。クラスは合格通知書に記載します。合格者の校内掲示は行いません。 

《単願合格者》…クラス編成上、合格クラス以外のクラスへの入学をお願いする場合があります(該当者には合格通知書とともに文書を添付します)。単願者の合格は学則定員以内です。 

《併願合格者》…クラス編成上、合格クラス以外のクラスへの入学となる場合があります(該当者には合格通知書とともに文書を添付します)。  

入学手続 

【納 入 金】180,000円 (内訳：入学金 70,000円  施設費 110,000円) 

《単願》2019年 2月 15日(金) ～ 2月 18日(月) 

本校所定の振込用紙により金融機関から振り込んでください。 

《併願》2019年 3月 14日(木) ～ 3月 15日（金）  

本校所定の振込用紙により金融機関から振り込んでください。 

※現金の場合は 3月 15日(金)15時 30分～18時 30分に本校まで持参ください。 

■追検査   ■再募集 定員に満たない場合には再募集を行います。 

受検資格 
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、中学校を 

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。 

 出願期間 2019年 3月 18日(月)～3月 19日(火) 

 選抜期日 2019年 3月 22日(金) 

提出期限 2019年 2月 7日(木) 9時～15時  選抜方法 作文、面接 

検 査 日 2019年 2月 12日(火)  
合格発表 

2019年 3月 26日(火)   
通知は 10 時までの到着便で中学校長あてに送付し、中学校長を通じて本人へお渡しします。  

 

 

 
入学手続 

【納入金】180,000円 (内訳：入学金 70,000円、施設費 110,000円) 
2019年3月26日(火),27日(水)10時～16時 本校まで直接現金で納めてください(振込不可)。 

 

②③は中学校が本校に提出します。 



【補足事項】 
■併願者で合格後、本校への入学を辞退する方は、中学校長を経て「入学辞退届(様式自由)」を 3月 18日(月)までに提出してください。なお、一旦納入された入学金は返金いたしません。 

■インフルエンザの罹患者は中学校長の証明で代用することができます。 

 

 

 

制服等採寸日 

単願者の入学手続完了者 2019年 2月 23日(土)  9時 30分～12時 
本校にて行います。生徒と保護者の来校をお願いします。 

併願者の入学手続完了者 2019年 3月 15日(金) 15時 30分～18時 30分 

再募集の入学手続完了者 入学手続の際、ご案内します。 

入学後の納入金 

校納金(月額) 33,900円(授業料) 

預託金(年額,2018年度実績) 30,000円(PTA・後援会・生徒会  会費)    10,200円(後援会・生徒会 入会金)入学年度のみ 

■上記以外に研修旅行積立金、学年積立金等があります。詳細は入学オリエンテーション時にお知らせします。 

特待生制度 

 

学習特待生 

《英数科対象》[単願者・併願者対象] 

スポーツ特待生 

[単願者対象] 

スカラシップ生 

《英数科対象》[単願者・併願者対象] 

資 格 

学業、生活態度等に関して他の生徒の模範であり、学業成績にお

いて優れ、卒業後、国公立及び難関私立の 4年制大学、聖隷クリ

ストファー大学進学をめざす者。 

学業が同学年の一般生徒と同じ水準にあり、生活態度

等に関して他の生徒の模範であり、運動能力において

優れている者。 

入学試験の成績が特に優れている者。 

(入試成績上位 1%以内の者全員)  

 下記のいずれかの特待になります。 下記のいずれかの特待になります。 下記の全ての項目が対象となります。 

・授業料(就学支援金を除く額)の全額免除 

・奨学金支給(月額 1万円) 

・通学費(※)補助(月額 1万円上限) 

(※)公共交通機関及びスクールバス会費が対象

となります 
内 容 

 
区分 内容 単願者 併願者 

Ｓ特待 授業料(就学支援金を除く額)の全額と入

学金免除 
〇  

Ａ特待 授業料(就学支援金を除く額)の全額免除 〇 〇 

Ｂ特待 授業料(就学支援金を除く額)の半額免除 〇 〇 

Ｃ特待 授業料(就学支援金を除く額)の一部免除(月

額 5 千円)もしくはスクールバス会費分補助 
〇  

Ｄ特待 入学金免除  〇 
 

 
区分 内容 

Ａ特待 授業料(就学支援金を除く額)の全額免除 

Ｂ特待 授業料(就学支援金を除く額)の半額免除 

Ｃ特待 授業料(就学支援金を除く額)の一部免除(月額

5 千円)もしくはスクールバス会費分補助 

Ｄ特待 入学金免除 
 

募集人員 若干名 若干名 若干名 

応募方法 

①特待生願書…志願者が記入 

②特待生推薦書…中学校が作成 

①特待生願書…志願者が記入 

②特待生推薦書…中学校が作成 

③特待生活動証明書…中学校または所属団体責任者が作成 
― 

※本校所定の上記書類を中学校経由で提出してください。 

応募期間 2019年 1月 28日(月)～1月 29 日(火)   ― 

選考結果発表 2019年 2月 15日(金)          選考は、提出書類、学力検査、面接の結果を総合して行います。 

■入学後、学期末・学年末に特待生資格継続についての審査を行います。 

  

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・利用と保護に努めております。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書類の送

付に利用させていただきます。 



授業料等減免（※①、②、④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)

の半額を免除します(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二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内部進学する場合は、高校入学時の入学金、後援会・生徒会入会金を全額免除します。 

④交通遺児や母子家庭および保護者が生活困窮状態にある生徒に対して、一定の要件を満たす場合、授業料の減免制度があります。 

■学外の奨学金制度として、日本学生支援機構、静岡県高校奨学金などがあります。入学後に奨学生を募集します。 

■高等学校等就学支援金に関することは、総務部(電話：053-436-5313)までお問い合わせください。 

 

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。 

 

  

※非常時の対応について 

・東海大地震等の非常時の場合は、本校教職員の指示に従って下さい。 

・避難経路については、保護者控室（カフェテリア）に掲示してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


