
募集定員 　　　　男女計　３２３名 　（ 前期選抜３２０名　 後期選抜若干名 ）

　　　（１）平成３０年３月　中学校卒業見込の者（全ての選抜試験共通）　　　　　　　　

　　　（２）中学校３年間の欠席日数が３０日以内の者（前期A・B・C・S特進選抜試験共通）

　　　　　　※ ただし、病気・怪我による入院など特別な場合は考慮する。

前期Ａ選抜 前期Ｃ選抜 前期Ｓ特進選抜

（単願） （スポーツ単願） （単願・併願）

試験日時 平成30年1月19日（金）

　　※ ただし特技等出願要件を 　　※ 特定種目スポーツに限る 　　※ ただし特技等出願要件を

　　　　満たしている場合は15以上 　　　　野球・サッカー・バドミントン 　　　　満たしている場合は19以上

　　　　剣道・陸上長距離男子

　　※ 入学後はスポーツコースの 　　※ 単願者は19以上で可

　　　　所属となります

＊特待生選抜（3科目判定で選抜）

①願書　 ②調査書

受験料

出願期間

平成30年1月23日（火）

中学校長宛に郵送

単願者：平成30年1月31日(水)まで

併願者：併願校の合格発表日を

 　　　　　含む3日以内

　 ◇　前期選抜入試が不合格で、引き続き後期選抜入試を受験する場合には受験料は不要です

　 　　　※前期選抜入試の受験票を持参のうえ、1月26日(金)～2月2日（金) （土日除く）に事務室窓口へ

　　　　　　お越しください（願書・調査書の再提出不要）

　

　 ◇　本校では予納金制度・入学手続き延納願いなどの書類提出はありません

　　　　また、併願校の二次募集の結果待ちはしておりません

　 ◇　電話による合否問合せには応じておりません

 　◇　前期B選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）で高得点の場合は、Ｓ特進コースでの入学を許可する場合があります

 

平成30年1月17日（水）

出願基準

国語・社会・数学・理科・英語
5教科の3年次5段階評定が17以上

国語・社会・数学・理科・英語
5教科の3年次5段階評定が14以上

国語・社会・数学・理科・英語
5教科の3年次5段階評定が20以上

試験内容
面 接

※合否は総合判定

　　 国語・数学・英語の3科目
　　 （各50分）および面接

　　平成３０年度　　中央学院高等学校＜全日制　普通科＞入学志願要項　

応募資格

選抜種別

出願書類
本校所定の用紙による（調査書は各都道府県公立様式も可）

①推薦書 　②願書 　③調査書　 ④作文

　 ◇　所定の期日内に入学手続を完了しない場合は「入学の意志がないもの」とみなします

　 ◇　前期S特進選抜で不合格の場合は進学コースで合格する場合もあります(スライド合格制度）　

20,000円（納入された受験料は返還できません）　12月8日（金）から振込可能です

郵送受付　　　　平成29年12月18日（月）～平成30年1月12日（金）必着

合格発表 平成30年1月22日（月）　　　 中学校長宛に郵送　

入学手続 平成30年1月31日（水）まで



選抜種別 前期Ｂ選抜Ⅰ期 （併願） 前期Ｂ選抜Ⅱ期 （併願）

試験日時 平成30年1月18日（木） 平成30年1月19日(金）

受験料

出願期間

合格発表 平成30年1月22日（月）　　中学校長宛に郵送 平成30年1月23日（火）　　中学校長宛に郵送

選抜種別 前期一般選抜（単願・併願） 後期選抜（単願・併願）

試験日時 平成30年1月22日（月） 平成30年2月6日（火）

出願基準

試験内容

受験料

出願期間 　　郵送受付　　平成29年12月18日（月）～ 　　郵送受付　　平成30年1月26日（金）～

  　　　　　　　　　　　　平成30年1月12日（金）必着  　　　　　　　　　　　　平成30年2月2日（金）必着

合格発表 平成30年1月25日（木）　　中学校長宛に郵送 平成30年2月7日（水）　　本校校内掲示

入学手続 単願者は平成30年1月31日(水)まで 単願者は平成30年2月9日(金)まで

　◆中央学院大学への付属校推薦入学優遇制度があります

（入学金免除・大学単位事前取得講座等）

　◆特待生制度・奨学生制度・各種褒賞制度があります

（部活動・成績優秀者・検定資格2級以上取得者等）

　◇スクールバスについて

  　　＊通学時間帯にスクールバス【天王台駅発】が出ており、一般の路線バス【湖北駅南口行】と共に

   　　　定期券で乗車できます（共用定期）

　  　＊定期券は【  1ヶ月 ・ 3ヶ月 ・ 学期間(始業式～終業式)  】の販売が行われています

　　　　　＜H29年4月販売例＞天王台駅－中央学院高校　　1ヶ月6,020円 ・ 3ヶ月17,160円 ・ 学期間19,630円

　◇ 自転車通学について

　　　　自宅からの自転車通学については届出により可能です 

出願基準

国語･社会･数学･理科･英語5教科の3年次5段階評定が18以上　

　　※ ただし特技等出願要件を満たしている場合は16以上

※Ⅰ期とⅡ期の併願（ダブル受験）はできません（どちらかの試験日を選択してください）

　※出願後の試験日変更はできません 

試験内容

国語・数学・英語の3科目　　（各50分）　

※合否判定は高得点2科目判定および総合判定

※特待生選抜(3科目判定で選抜)

20,000円（納入された受験料は返還できません）　12月8日（金）から振込可能です

出願書類
本校所定の用紙による（調査書は各都道府県公立様式も可）

①推薦書　　②願書　　③調査書

20,000円（納入された受験料は返還できません）　12月8日（金）から振込可能です

郵送受付　　　　平成29年12月18日（月）～平成30年1月12日（金）必着

入学手続
併願校の合格発表日を含む3日以内

※　併願校の二次募集結果待ちはしておりません

併願者は併願校の合格発表日を含む3日以内

※ 併願校の二次募集結果待ちはしておりません

特になし

国語・数学・英語の3科目（各50分）

出願書類
本校所定の用紙による（調査書は各都道府県公立様式も可）

①願書　　②調査書



　特技等加点優遇要件 ＜前期Ａ選抜・Ｂ選抜・Ｓ特進選抜＞

 　１～４で最大2ポイントの優遇加点があります

１．各種検定試験・3ヵ年皆勤（１ポイント） 　* 検定試験は所定用紙に証明書等のコピーを添付

①英語技能検定3級以上（一次試験合格可） ②実用数学技能検定3級以上

③漢字能力検定3級以上 ④書写技能検定3級以上

⑤歴史検定4級以上 ⑥ニュース時事能力検定4級以上

⑦パソコン検定4級以上 ⑧日本語検定4級以上

⑨ 3年間皆勤

２．下記の活動・戦績も加点対象として扱います

（加点数値は非公表ですが0.1～0.4の配点で合算し、加点します）

①運動・スポーツ系　　※その他の大会へ出場した記録についても加算対象としています

　県大会3位以上 　部活動部長・副部長

　県大会出場 　部活動部員

　郡・葛北・葛南大会3位以上 　駅伝入賞（3位まで）

　郡・葛北・葛南大会出場 　駅伝参加

　市民（市内）大会等3位以上 　剣道2段

　 　運動能力賞

②文系・非スポーツ系

　部活動部員 　上記１以外の各種検定4級以上

　部長・副部長・委員長 　クラス委員

　生徒会長・副会長 　学級会議長

　生徒会役員 　スピーチコンテスト入賞（地区・県・全国）

　体育祭応援団長 　スピーチコンテスト出場（地区・県・全国）

　体育祭シスター長 　吹奏楽金賞

③出欠席　　3年間で欠席1日または遅刻・早退合計3回までの者

④文化活動・ボランティア活動で顕著な実績を残した者

３．海外の学校に通算1年以上在籍し帰国後5年以内の者（所定用紙に在籍記録を記載）

４．本校卒業生の子女および卒業生・在校生の弟妹である者

　スポーツ選抜＜前期C選抜＞について

　≪該当種目≫　野球・バドミントン・陸上長距離男子・サッカー・剣道

 ※推薦書裏面に大会成績の賞状等のコピー添付のこと

 ※入学後はスポーツコース所属、3年間該当部活動の所属となります

 ※野球部については日本高等学校野球連盟取扱規程に基づいた特待生制度があります



　学費等　【平成２９年度実績】

１． 入学手続金 　入学金 180,000円

　施設費 120,000円

　　　　計 300,000円

２． 授業料等納入額 内訳        　　≪納入方法≫　　3期分納

3学年

1期 2期 3期合計

　授業料　　月額24,000円 96,000円 72,000円 288,000円

　維持費　　月額11,000円 44,000円 33,000円 132,000円

教育振興会入会金 10,000円 － －

教育振興会会費 26,400円 － 26,400円

生徒会入会金 3,000円 － －

生徒会会費 7,200円 － 7,200円

校友会入会金予納金 10,000円 － －

旅行費等積立金 30,000円 60,000円 －

学年費 18,000円 － 10,000円

卒業諸費用 － － 25,000円

244,600円 165,000円

488,600円

◇高等学校等就学支援金の申請により、所得に応じて年額118,800円～288,000円が軽減されます

　 支援金は学校が代理受領し、授業料に充てられます

◇旅行費等積立金の使用内訳

　1学年　　　（全コース）オリエンテーション研修 （S特進コース）林間学校

　2学年　　　（進学コース）海外修学旅行 （S特進コース）国内修学旅行・夏季合宿

　 　　　　　　 （スポーツコース）スキー実習　　　　　　　

◇　 スポーツコースは2学年時の旅行費等積立金徴収はありません

◇　 海外修学旅行は為替の変動並びにサーチャージ等による追加徴収が発生する場合があります

◇　 所属する部活動によっては部費の徴収があります

３．　制服・指定用品・教科書等 

　 　進学コース

　教科書・副教材等　（辞書類は除く） 　Ｓ特進コース

　スポーツコース

　タブレット端末・学習ソフト （平成30年度 見込額） 　全生徒

　男子一式

　女子一式

　体育着および校技用品 　男子指定品一式

　　　(男子：剣道 　　女子：弓道) 　女子指定品一式

※　制服は希望オプション品も用意されています　

※　体育関連用品、校技用品がご家庭にある場合は単品での購入も可能です

　≪願書取扱店≫ ９月下旬～ 　

　 浅野書店（柏スカイプラザ） 　　　　TEL　04-7164-2040

SC多田屋書店（我孫子駅南口ｱﾋﾞｲｸｵｰﾚ） 　　　　TEL　04-7185-3266

くまざわ書店（BoxHill 取手店） 　　　　TEL　0297-77-1125

　　　 　　※ 来店される前に在庫を各書店に電話でご確認ください

　≪お問い合せ≫ 　≪ホームページ≫

55,000円 132,000円

1学年 2学年

3期 3期合計

120,000円 288,000円

代
理
徴
収

－ －

－ 26,400円

－ －

－ 7,200円

－ －

70,000円 110,000円

－ 18,000円

67,176円(税込)

－ －

22,935円(税込)

24,400円(税込)

小計　 245,000円

合計　 654,600円 581,600円

20,005円(税込)

85,000円(税込)

　制服関連　（指定品一式）
64,962円(税込)

57,600円(税込)

〒270-1131　千葉県我孫子市都部765 TEL　04-7188-1101 　　　http://www.chuogakuin-h.ed.jp

51,600円(税込)


