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平成２９年度サレジオ学院中学校 募集要項

募 集 人 数 第１学年　男子　１６０名

出 願 資 格 平成２９年３月　小学校卒業見込みの男子で、自宅通学が可能な児童

試験の種類 Ａ試験　１１０名 Ｂ試験　５０名

出願手続

出願期間
１月７日（土）９：００
　　　　　　～１月２１日（土）１６：００

１月７日（土）９：００
　　　　　　　～１月２１日（土）１６：００
２月２日（木）９：００
　　　　　　　～ 2月  ３日（金）２０：００

出願方法

両日程ともＷｅｂ出願のみ
入学志願票（学校提出用）・受験票はＡ４普通紙にプリントアウトし、入学志願票に写真
（縦 5×横 4 cmまたは縦 4×横 3 cm）を 1枚貼付してください。
入学志願票・受験票は必ず切り離して試験当日にお持ちください。

受 験 料

受験料　２５，０００円

お支払いは、クレジットカードまたはコンビニエンスストアをご利用ください。
（本校窓口でのお支払いはできません。また、納入後は返還いたしません。）

入学試験

日 時 ２月１日（水）　集合時間８：３０ ２月４日（土）　集合時間８：３０

科 目
時間配点

①　国語（５０分、１００点）
③　社会（４０分、    ７５点）　　 

②　算数（５０分、１００点）　
④　理科（４０分、    ７５点）

合格発表

日 時 ２月２日（木）　１０：００ ２月５日（日）　１０：００

場 所
時 間

１．校内掲示板　　２月２日・３日　１０：００～１６：００
　　　　　　　　　２月５日　　　　１０：００～１６：００
２．本校ホームページ　（ただし正式な発表は校内掲示とします）

入学手続

手続期限 ２月３日（金）１８：００ ２月５日（日）１８：００

入 学 金

入学金　２５０，０００円

入学手続きは本校ホームページの「入学手続きサイト」にて手続期限までに行ってください。
入学金のお支払いは、クレジットカードまたはコンビニエンスストアをご利用ください。
（本校窓口でのお支払いはできません。また、納入後は返還いたしません。）



1. 受験生は、午前８時００分から試験会場に入場することができます。
2. 受験生は上履き不要です。靴のまま入場してください。
3. 時計は試験会場に用意されています。時刻はチャイムを優先します。
4. 志願票（学校提出用）、受験票、筆記用具を持参してください。下敷きは不可、コンパス・定規は不要です。
5. 辞書・計算機能付きの腕時計は、試験会場に持ち込み禁止です。
6. 携帯電話は、電源を切りカバンに入れて試験会場にお入りください。試験終了まで連絡を取ることはできません。
7. 試験会場内での飲食は不可です。各階に冷水器が設置してあります。
8. 体調がすぐれない場合は、別室での受験が可能ですのでお申し出ください。
9. 試験終了後は、試験会場ごとに退場となり、約１０分～１５分後には全受験生が退場します。
10. その他
• 試験当日は、交通機関の混雑が予想されますので時間に余裕をもってご来校ください。
• 降雪や地震などの広域災害により、首都圏の交通網が大幅に乱れ、試験に影響が出ると予想される場合は、午前
６時頃からのラジオのニッポン放送（1242 kHz）の「学校入試緊急連絡放送」でお知らせいたします。また、本
校ホームページ上でもお知らせいたします。

• 午前７時よりサブグラウンドを臨時駐車場として開放いたしますが、収容台数に限りがあります。できる限り公
共交通機関をご利用ください。降雪や満車の際は閉鎖する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

• バス停を含め周辺での路上駐停車は近隣の迷惑になりますので固くお断りします。
• 保護者控え室は、ドン・ボスコシアターおよびサレジオホールとなります。保護者の方は、上履きと靴袋をご持
参ください。

1. 校内掲示板および本校ホームページ（http://www.salesio-gakuin.ed.jp）でご確認ください。なお、正式な発表は校内
掲示とします。

2. ホームページは、発表直後アクセスが集中するため、つながりにくい場合があります。
3. 発表日の受付時間内（１０：００～１６：００）に、本校正面玄関にて合格証を交付いたします。ご希望の方は受験
票を必ずお持ちください。

4. 合否等に関するお電話でのお問い合わせは一切お受けできません。
5. サブグラウンドを臨時駐車場として開放いたしますが、降雪や満車の際は閉鎖する場合がありますのであらかじめご
了承ください。バス停を含め周辺での路上駐停車は、近隣の迷惑になりますので固くお断りします。

試験時間

試験当日の諸注意

合格発表

試験科目 時　　間 配　　点

集　　合 ８：３０

点　　呼 ８：４０

１ 国　　語 ９：００ ～ ９：５０ （５０分） １００点

２ 算　　数 １０：００ ～ １０：５０ （５０分） １００点

３ 社　　会 １１：００ ～ １１：４０ （４０分） ７５点

４ 理　　科 １１：５０ ～ １２：３０ （４０分） ７５点



校納金

1. 入学手続きは、本校ホームページの「入学手続きサイト」にて手続期限までに完了してください。
2. 入学金のお支払いは、クレジットカードまたはコンビニエンスストアをご利用ください。本校窓口では取り扱うこと
はできませんのでご注意ください。

3. 手続完了後に確認メールを送信いたします。メール内のリンクより新入生説明会等に関する PDFをダウンロードの
上、内容を必ずご確認ください。

4. 納入された入学金は、いかなる場合も返還することができませんのであらかじめご了承ください。
5. 手続期限までに入学金のお支払いがない場合は、入学を辞退したものとみなします。
6. 入学手続き後に入学を辞退される方は、新入生説明会等に関する PDF 内にある「入学辞退届」を FAXするか、　　
または本校窓口に提出してください。

7. 入力事項に事実と相違がある場合は、入学許可を取り消すことがあります。

入学手続き

口座からの自動引き落としとなります。

納付金種類 １期 ２期 ３期 年額

学　費

授 業 料 １８０，０００円 １４４，０００円 １０８，０００円 ４３２，０００円

施設整備費 １２０，０００円 １２０，０００円

維持管理費 ６２，５００円 ５０，０００円 ３７，５００円 １５０，０００円

その他

生 徒 会 費 ６，６００円 ６，６００円

保護者会会費 ５，０００円 ４，０００円 ３，０００円 １２，０００円

他に学年積立金（月額１０，０００円）、学年費（副教材費）、オリエンテーション参加費、

林間学校（１年）、スキー教室（２年）などがあります。

引き落とし日
５月１日

（５か月分）

１０月１日

（４か月分）

２月１日

（３か月分）

お問い合わせ先 サレジオ学院経理室

電話　０４５（５９１）８２２２

時間　平日　９：００～１６：００

　　　土曜　９：００～１３：００

※校納金納入の詳細につきましては、新入生説明会でお渡しする書類をご確認ください。



Ｗｅｂ出願

 ●　平日・土日・祝日２４時間出願手続ができます。

 ●　決済は、各種クレジットカード・コンビニエンスストアをご利用いただけます。

     （お支払いには別途手数料がかかりますのでご了承ください。）

◆　出願手続きから試験日当日までの流れ

◆　合格発表から入学式までの流れ

本校ホームページ

Ｗｅｂ出願

出願情報の入力

受験料払込

出願完了メール

入学志願票等印刷

入学志願票に写真貼付

入試当日

出願ページから手続きしてください。

入試日程、個人情報等を入力してください（AB同時出願も可能です）。
（メールアドレスは PC用のアドレスをご登録ください。携帯用アドレスは不可です。）

受験料の払い込みは、クレジットカードまたはコンビニエンスストアをご利用ください。
（本校窓口では受け付けておりません。）

受験料の入金確認後、出願完了メールが送信されます。

出願完了メール受信後、入学志願票・受験票をＡ４普通紙にプリントアウトしてください。

入学志願票に受験生の写真（５×４cmまたは４×３cm）を貼付してください。

入学志願票（写真貼付）と受験票を切り離してお持ちください。
（複数回受験の場合は、上記と同じ手順で出願してください。（要写真貼付））

本校ホームページ

合格発表

校内掲示発表

合格証交付

Ｗｅｂ入学手続き

「入学金」

入学手続完了メール

登校日までの準備

新入生説明会

校内ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

入学式

Ａ試験 ２月２日・３日　　１０：００～１６：００
B 試験 ２月５日　　　　　１０：００～１６：００

Ａ試験 ２月２日１０：００   B 試験 ２月５日１０：００　本校ホームページにて発表

「校内掲示発表」期間中に本校正面玄関入口にて「合格証」を交付いたします。
必ず受験票をお持ちください。

「入学金」の入金確認後、お支払い完了のメールが送信されます。
（出願手続き時に登録されたメールアドレスに届きます）

新入生説明会等に関する PDF をご覧いただけます。上記の「入学金お支払い完了メール」
にリンク先が記載されていますので、ダウンロードの上ご準備ください。

２月１１日　新入生と保護者は、ご一緒に来校してください。
説明会終了後、制服等の採寸および通学用品の販売を行います。

詳細は、新入生説明会でお渡しする書類にてお知らせいたします。

詳細は、新入生説明会でお渡しする書類にてお知らせいたします。

本校ホームページの「入学手続きサイト」にて手続してください。
入学金の払い込みは、クレジットカードまたはコンビニエンスストアをご利用ください。
本校窓口では取り扱いできませんので、必ず期限（Ａ試験は２月３日１８：００、Ｂ試験は
２月５日１８：００）までにお支払いください。

校内掲示板にて発表



入学志願票・受験票見本

1. 白のＡ４普通紙・横向きでプリントアウトしてください。
2. 写真のサイズは５×４cmまたは４×３cm、白黒・カラーどちらでも可（スピード写真可）
3. ３ヶ月以内撮影の正面・上半身無帽のもの
4. 手書きによる修正・訂正はできません。もし入力事項に変更が生じた場合は、速やかに本校までご連絡ください。
5. 入学志願票と受験票は、切り離してそれぞれ試験当日に必ずお持ちください。

＜お問い合わせ先＞

サレジオ学院中学校　事務室
電話　０４５（５９１）８２２２

     時間　平日　９：００～１６：００

　　　     　　　土曜　９：００～１３：００

メールアドレス　jimu@salesio-gakuin.ed.jp

平成２９年度

A試験
B試験

国語
算数
社会
理科

※写真のサイズは5×4cmまたは4×3cm、白黒・カラーどちらも可（スピード写真可）

※３ヶ月以内撮影の正面・上半身無帽のもの

※受験票と切り離し、試験当日受付に提出してください。

備
考

11：50～12：30

サレジオ学院中学校

連絡先 TEL 045-591-8222

緊急
連絡先

※試験当日 本受験票を必ずお持ちください

保
護
者

ふりがな
2月4日（土）　集合時間8：30

氏名
10：00～10：50

現住所

11：00～11：40

生年月日
氏名

在籍校

2月1日（水）　集合時間8：30

ふりがな

B

9：00～9：50

平成２９年度　サレジオ学院中学校　入学志願票 受験票

受験番号 A B
受験番号

A

志
願
者

氏名
ふりがな

キ

リ

ト

リ

セ

ン

写真貼付欄


