
令和４年度
生徒募集要項
令和４年度

生徒募集要項

〒245-0016　横浜市泉区和泉町7865番
TEL 045-806-2100　 FAX 045-806-2101

http://www.shuei.ed.jp/

学校法人大谷学園

秀英高等学校
〔通信制課程 普通科〕



1

◆入試区分
本校入試では、「推薦」「一次」「二次」の区分があります。
○推薦入試は本校を第一志望とし、他の公私立高等学校との併願はできません。
　また、出身中学校長の発行する推薦書が必要です。
○一次入試には専願（本校のみ受験）・併願（公立高等学校との併願入試）があります。
　出願時にどちらで受験するか選択してください。
　※他の私立高等学校との併願はできません。

◆特待生制度
推薦入試とは別に、特待生制度を設けました。
一次試験の専願を受験する方を対象とします。
出願時に本校所定用紙の自己アピール文を提出していただきます。
お持ちの資格や部活動での活躍、得意な分野（ e スポーツ・絵画・スケートボード・ダンス等）
をご自身でアピールしてください。

出願時の注意点について
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募集要項［推薦入試］
◆募集人員　100名

《入学手続きについて》郵送（レターパックプラス：赤色の封筒）でお送りください。
　　　　　　　　　　 詳しくは郵便局HPをご覧ください。https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
　入 学 手 続 期 間：合格発表 ～ 1月 29日（土）　必着
　入学手続時納入金：入学金100,000 円　・　施設費200,000 円
　　◇入学手続書類にある本校所定の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、お振り込みください。

○施設費の半額（100,000 円）を 8月末日まで延納できます。
　延納分の納入は一括（100,000 円）と分割（50,000 円を 2回）を選択できます。

○入学手続書類にある提出書類に必要事項をご記入のうえ、郵送で期日までにご提出ください。

※1	 お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますのでご了承ください。
※2	 Web 面接につきましては、後日登録されたメールに詳細をお送りします。
	 インターネットの環境がない方は学校での面接試験を実施します。出願入力画面で「学校面接希望」を選択してください。
	 学校での面接を希望された方には、後日登録されたメール等連絡先に詳細をお送りします。
※3	 インターネット出願は入学検定料納入後、支払完了メールが届きましたら、出願サイトから受験票の印刷が可能となります。
※4	 一度納入された入学検定料は返金できませんのでご了承ください。
※5	 一度提出された出願書類の返却はできませんのでご了承ください。

試験日 令和4年 1月 22日（土）

試験時間 後日登録されたメールに送ります

合格発表	※1
1月 23日（日）投函

合格者には合格証ならびに入学手続書類を郵送します。
入学手続きにつきましては下記をご覧ください。

出願資格 中学校卒業または令和3年度卒業見込みの男子（応相談）

選考方法	※2 Web面接試験（対面での面接も可）

出願期間
1月 16日（日）9：00～ 1月 18日（火）17：00まで
出願期間中、24時間いつでも手続きができます。

学校窓口対応時間　平日9：00～ 16：00（土日・祝日除く）

出願方法	※3
（インターネット）

インターネット出願（詳しくはP6をご覧ください。）
学校ホームページの出願画面案内に従って、志願者情報をご入力ください。
受験票は、ご自宅・コンビニ等のプリンターで印刷し、お手元にご用意ください。（対面面接の方は持参）

入学検定料
納入期間

1月 16日（日）9：00～ 1月 18日（火）17：00まで

入学検定料	※4
（クレジットカード・	
コンビニ・ペイジー）

20,000 円
入学検定料のお支払いは、クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）をご利用ください。
本校窓口でのお支払いはできませんのでご注意ください。

出願提出書類	※5
（レターパックプラス）

①調査書（出身中学校長発行）
②推薦書（本校所定用紙：ホームページよりダウンロード）
③写真票（出願サイトより印刷したもの）

提出期間：	1月 16日（日）	～ 1月 19日（水）必着でご郵送ください。
〒245-0016	神奈川県横浜市泉区和泉町7865番　秀英高等学校　入試担当宛

その他 推薦入試は本校を第一志望とし、他の公私立高等学校との併願はできません。
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募集要項［一次入試 専願・併願］
◆募集人員　100名

《入学手続きについて》郵送（レターパックプラス：赤色の封筒）でお送りください。
　　　　　　　　　　 詳しくは郵便局HPをご覧ください。https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
　入 学 手 続 期 間：合格発表 ～ 2月 18日（金）　必着
　　　　　　　　　　公立高校との併願者は入学手続書類を3月 2日（水）までに投函してください。
　　　　　　　　　　公立高校の二次募集・繰り上げ合格による入学手続きの延長は認めません。
　入学手続時納入金：入学金200,000 円（特待生合格者は全額免除）　・　施設費200,000 円
　　◇入学手続書類にある本校所定の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、お振り込みください。
○施設費の半額（100,000 円）を 8月末日まで延納できます。
　延納分の納入は一括（100,000 円）と分割（50,000 円を 2回）を選択できます。
○入学手続書類にある提出書類に必要事項をご記入のうえ、郵送で期日までにご提出ください。

※1	 お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますのでご了承ください。
※2	 Web 面接につきましては、後日登録されたメールに詳細をお送りします。
	 インターネットの環境がない方は学校での面接試験を実施します。出願入力画面で「学校面接希望」を選択してください。
	 学校での面接を希望された方には、後日登録されたメール等連絡先に詳細をお送りします。
※3	 インターネット出願は入学検定料納入後、支払完了メールが届きましたら、出願サイトから受験票の印刷が可能となります。
※4	 一度納入された入学検定料は返金できませんのでご了承ください。
※5	 一度提出された出願書類の返却はできませんのでご了承ください。

試験日 令和4年 2月 10日（木）

試験時間 後日登録されたメールに送ります

合格発表	※1
2月 11日（金）投函

合格者には合格証ならびに入学手続書類を郵送します。
入学手続きにつきましては下記をご覧ください。

出願資格 中学校卒業または令和3年度卒業見込みの男子（応相談）

選考方法	※2 Web面接試験（対面での面接も可）　・　作文（出願時に提出）

特待生制度
（専願受験のみ）

本校の基準を満たした場合、特待生合格となります。詳しくはP5をご覧ください。

出願期間
1月 31日（月）9：00～ 2月 4日（金）17：00まで
出願期間中、24時間いつでも手続きができます。

学校窓口対応時間　平日9：00～ 16：00（土日・祝日除く）

出願方法	※3
（インターネット）

インターネット出願（詳しくはP6をご覧ください。）
学校ホームページの出願画面案内に従って、志願者情報をご入力ください。
受験票は、ご自宅・コンビニ等のプリンターで印刷し、お手元にご用意ください。（対面面接の方は持参）

入学検定料
納入期間

1月 31日（月）9：00～ 2月 4日（金）17：00まで

入学検定料	※4
（クレジットカード・	
コンビニ・ペイジー）

20,000 円
入学検定料のお支払いは、クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）をご利用ください。
本校窓口でのお支払いはできませんのでご注意ください。

出願提出書類	※5
（レターパックプラス）

①調査書（出身中学校長発行）
②作文（本校所定用紙：ホームページよりダウンロード）
③写真票（出願サイトより印刷したもの）
④特待生制度で受験される方は自己アピール文（本校所定用紙：ホームページからダウンロード）

提出期間：	1月 31日（月）	～ 2月 7日（月）必着でご郵送ください。
〒245-0016	神奈川県横浜市泉区和泉町7865番　秀英高等学校　入試担当宛

その他 他の私立高等学校の併願入試を受験することはできません。
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募集要項［二次入試］
◆募集人員　若干名

《入学手続きについて》 本校窓口へご提出ください。
　入 学 手 続 期 間：①3月9日（水）まで　　②3月23日（水）まで
　入学手続時納入金：入学金200,000 円　・　施設費200,000 円
　　◇入学手続書類にある本校所定の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、お振り込みください。

○施設費の半額（100,000 円）を 8月末日まで延納できます。
　延納分の納入は一括（100,000 円）と分割（50,000 円を 2回）を選択できます。

○入学手続書類にある提出書類に必要事項をご記入のうえ、期日までに本校窓口へご提出ください。

※1	 一度納入された入学検定料は返金できませんのでご了承ください。
※2	 一度提出された出願書類の返却はできませんのでご了承ください。

試験日 ①令和4年 3月 5日（土）　　②令和4年 3月 18日（金）

合格発表
①令和4年 3月 5日（土）　　②令和4年 3月 18日（金）

合格者には、本校窓口にて合格証ならびに入学手続書類をお渡しします。

出願資格 中学校卒業または令和3年度卒業見込みの男子（応相談）

選考方法 面接試験

出願期間
本校窓口での出願です。

①3月 1日（火）～3月 4日（金）　　②3月 7日（月）～3月 17日（木）
窓口受付　9：00～ 16：00（土日・祝日除く）

出願方法
願書等を本校ホームページよりダウンロードし、ご記入いただきお持ちください。
窓口にも用紙を用意しております。

入学検定料	※1 現金 20,000 円を本校窓口までお持ちください。

出願提出書類	※2

①入学願書
②調査書（出身中学校長発行）
③写真2枚（縦 4×横 3cm：カラー・正面・脱帽・最近3ヶ月以内のもの）
　本校窓口までお持ちください。

その他 他の私立高等学校の併願入試を受験することはできません。
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◆入学試験当日について
受験ができないなどの場合は本校（045-806-2100）までご連絡ください。
※災害等により本校の入学試験日等を変更する場合、試験開始日時までにホームページでご案内	
します。

◆入学手続時納付金 ◆学費（月額経費）
入学金　　	200,000 円 授業料　　　33,500 円（年額 402,000 円）
施設費　　	200,000 円 保健冷暖費　	 2,000 円

◆その他
リモート授業・通信教育を選択された場合も施設費は全額お納めください。
入学後に、教材費・生徒活動費等、その他の費用が必要となります。
施設費は2年次にも10,000 円必要となります。
1	･	2 年次には旅行積立金、3年次には卒業積立金が必要となります。

◆特待生制度 （専願受験のみ）
	・	部活動　検定　芸術　芸能　絵画　ダンス　eスポーツ　スケートボード　ボルダリング	等
　自分がアピールできる得意なことを応援する制度です。
	・	認定されると入学金全額（200,000 円）が免除されます。
	・	特待生の申請をすれば入学金半額（100,000 円）が免除されます。

◆奨学金制度
①秀英高等学校奨学金制度として、人物及び学業成績が優秀な生徒に対して納付金の一部を返還し
ます。
	 一種奨学生：	1年間の授業料を全額免除します。
	 二種奨学生：	1年間の授業料を半額免除します。
②本校に入学する者の兄弟姉妹が、本校・横浜隼人中学校・横浜隼人高等学校・清心女子高等学校
または横浜高等教育専門学校の在校生である場合は、入学金の半額を免除します。（含：双子同時
入学）
※ただし、①②とも推薦・特待生合格者には適用されません。

◆学費支援制度
就学支援金（国の補助）と学費軽減（県の補助）を利用すると、年収700万円未満※の世帯まで授業料
が実質無償となります。
詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。
※令和3年度基準

入試当日のご案内／学費・特待生制度・奨学金制度について
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インターネット出願の流れ
●インターネット出願について
　■平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。
　■ご自宅で出願手続きができます。
　■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。
　

　■システムに関するお問合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください（24時間対応）
　　※お支払いには別途手数料が掛かります。あらかじめご了承ください。

●出願手続きの方法

本校ホームページ 募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトをアップし
ます。

▼

出願サイト パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

▼

ID（メールアドレス）登録 メールアドレスを IDとして登録してください。なお、緊急連絡時にもすぐ
ご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼

顔写真データ
アップロード（任意）

写真店で撮影した受験生の顔写真データをアップロードしてください。（デ
ジタルカメラ・スマートフォンで個人撮影した写真も可。）アップロード
しない場合は、受験票印刷後に受験票・写真票に受験生の写真（	4cm×
3cm	）を貼付してください。
（無背景・無帽・カラー　3か月以内に撮影したものに限る）

▼

出願情報入力 志願者情報を入力し、出願内容等を入力してください。

▼
入学検定料支払い方法

選択
入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金
融機関ATM（ペイジー）をご利用いただき、手数料はご負担ください。
なお、本校窓口でのお支払いはできません。

▼

受験票印刷
入学検定料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイトのマイペー
ジから受験票の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等
で印刷してください。（	A4サイズ　ヨコ　白い紙）

▼

出願書類郵送 出願書類は、受験票と一緒に印刷される「宛名票」を貼り、「レターパック
プラス」で期日までに郵送してください。

▼

入試当日 受験票をお手元にご用意ください。（対面面接の方は持参）

インターネットに接続できる環境がない方は、本校窓口までご連絡ください。
出願期間中、本校窓口にて出願できるようパソコンを準備しています。

窓口受付時間　9:00 ～ 16:00（土日・祝日除く）
Tel 045-806-2100


