
令和３年度
入学試験要項について

2020/06/16 (火)

佐野日本大学中等教育学校



１．令和２年度入試実施概況

■実施回別集計

志願者 受験者 合格者

第１回 １２０ １１９ １１４

第２回 ５４ ５１ ４８

第３回 １２ １１ １１

第４回 １ １ １

合 計 １８７ １８２ １７４



■入試別集計

志願者 受験者 合格者

一般４ ８８ ８５ ８３

一般２ ８４ ８２ ７６

推薦他 １５ １５ １５

合 計 １８７ １８２ １７４



▶ 令和２年度入学者 ▶ 昨年比

７３名（男子３７、女子３６） ＋４

■県別志願者‐入学者集計(%)

栃木県
44%

群馬県
14%

埼玉県
29%

茨城県他
13%

志願者

栃木県
53%

群馬県
25%

埼玉県
11%

茨城県他
11%

入学者



■県別集計

志願者 受験者 合格者

栃 木 ８２ ８１ ７７

群 馬 ２７ ２７ ２７

埼 玉 ５４ ５１ ４７

茨城他 ２４ ２３ ２３



２．令和３年度入試 試験内容

試 験 日 試 験 名 称 受験区分 合格区分

１１月２３日（祝）

午前 第１回 一般入試 単・併 奨学生あり

午後 推薦入試 単 普通

１２月１３日（日）

第２回 一般入試 単・併 奨学生あり

セレクトワン入試 単・併 普通

１月２４日（日） 第３回 一般入試 単・併 普通

２月 ７日（日） 第４回 一般入試 単 普通



３-①．一般入学試験のポイント

① 出願について

・対象者：単願者／併願者 ⇒第４回は単願のみ

②試験について

・第１回、第２回は「４科／２科選択方式」で実施

・４教科の理科､社会は「２教科合計５０分・各５０点」

・面接(単併ともに本人・約５分､ABC評価)



３-②．一般入試 ボーダー設定

単願 合格区分 併願

８０％ 学業奨学生 ８５％

４０％ 普 通 ５０％

◆ 合格区分について ◆
▶第１回・第２回 … 普通合格／学業奨学生合格 あり

▶第３回・第４回 … 普通合格 のみ

※平成３１年度入試における合格点を基準にした目安です。
※４教科受験者は、最初に「２教科判定」をおこないます。



４．推薦入学試験のポイント

① 出願について

・対象者：単願者(本校第一希望の方)

・小学校での学習状況、特別活動等を記録した小学校長推薦書

⇒基準①5年次、6年次の評定合計が20以上

⇒基準②5年次、6年次の評定合計が18以上+特別活動

② 試験について

・課題作文：題目を提示(４００字・３０分・ABC評価）

⇒論理的思考力/創造力/表現力等を評価

・面接(本人・約５分・ ABC評価)



５．セレクトワン入学試験のポイント

① 出願について

・対象者：単願者／併願者

・科目選択：学力試験「国語」「算数」「英語」より１科目選択

② 試験について

・学力試験１科目（５０分１００点）

▶「国語」「算数」は 基礎学力 ＋ 学習意欲 を評価

▶「英語」は 英検３～準２級程度(リスニングテストを含む)

・課題作文：題目を提示(４００字・３０分・ABC評価）

⇒論理的思考力/創造力/表現力等を評価

・面接(単併ともに本人・約５分・ ABC評価)



６．漢検･数検･英検等の優遇措置

★条件を満たしている場合、合否判定において優遇します。

★出願時に合格証明書等のコピーをかならず添付してください。

★英検以外の英語検定資格もCEFRの対照表により評価します。

入学試験 優遇の条件

一般入学試験 ３級以上

推薦入学試験 ４級以上

セレクト
ワン入試

国語 漢検４級以上

算数 数検４級以上

英語 英検４級以上



７．出願上の留意点
① 志願者調査票

・入学試験要項に付属している書類です。

・保護者が、受験生と話し合いながら記入してください。

・面接の際の基礎資料となりますが、特にNGワードはありません。

② 通知票のコピー

・５年生および６年生の１学期までの通知票を用意してください。

・すべての面を原本と同じサイズでコピーしてください。

・通知表のコピーは、すべての試験で提出する必要がありますが、

複数回受験する場合は最初の１回のみで構いません。

・コピーはご家庭でも可能です。

③ 推薦入試「小学校長推薦書」について（８月８日(土)説明会より配布）

・｢推薦書｣は本校所定の用紙です。出願を希望する場合は、事前に

小学校の先生にご相談・ご確認ください。



④ 第１回入試の「午前入試/午後入試」同時出願について

・１１月２３日 ▶午前入試は｢第１回一般入試」（４科/２科選択）

▶午後入試は「推薦入試」も出願可能

・出願手続は「午前入試｣｢午後入試」それぞれで必要です。

・検定料は２試験合計で30,000円です。（２回目からは半額のため）

⑤ インターネット出願の環境について

・ご家庭のコンピュータ、タブレット、スマートフォン端末でご利用可能です。

・受験票をプリントアウトする家庭用プリンターがない場合は、コンビニエ

ンスストアのマルチプリンター等をご利用ください。

・ネット出願の環境がない場合は、本校入試室までお電話ください。

かならず出願まで対応いたします。

⑥ 出願はすべて、１０月３１日（土） ９：００ スタート！

★ネット出願：出願期間中は ２４時間 出願可能！



８．学費 （令和３年度予定）

入学手続時納入金 230,000 円

内
訳

入学金 100,000 円

施設設備費(前期) 130,000 円

初年度学費 合計 664,000 円

授業料 35,000円/月 420,000 円

教育充実費 4,500円/月 54,000 円

施設設備費(後期)/年 130,000 円

団体諸経費/年 60,000 円

★併願者の延納金、入学前一時金等は必要ありません（２月７日締切）



９．奨学生・就学支援金について
① 学業奨学生制度（令和３年度予定）
▶第１回、２回一般入試の高得点者へ給付（１年間/２年次以降は審査）
▶学業成績・人物評価により、２年次以降にも資格が付与されます。

種 別 内 訳 給付金額(年額)

第一種

①年間授業料
②教育充実費
③施設設備費
④入学金

相当額

① 420,000 円
② 54,000 円
③ 260,000 円
④ 100,000 円

合計 834,000 円

第二種 年間授業料 相当額 420,000 円



② 兄弟姉妹対象入学金返金制度（令和３年度新設）

▶ A､B のいずれかに該当する場合、入学する１名分の入学金を返金します。

〔A〕 兄弟姉妹が、佐野日大高校/中等教育学校に在籍している、または

卒業している場合。

〔B〕 兄弟姉妹が、佐野日大高校/中等教育学校に同時に入学する場合。

③ 高等学校等就学支援金制度（令和２年４月改正）

・後期課程生（4･5･6年生）は、国による就学支援金制度により授業料が

減額されます。

・詳細は文部科学省ホームページをご覧ください。



入学試験要項の説明は以上です。

引き続き

R02塾長説明会（試験問題概要）
200616.mp4

をご覧ください。


