
入学一時金及び学納金

入学一時金
及び学納金

入学時必要とする経費� 220,000円 毎月必要とする経費� 38,000円

＜内訳＞
入学金� 120,000円
施設設備資金� 100,000円
※�施設設備資金は進級時にも納入していただきます。

＜内訳＞
授業料� 33,000円
教育拡充費� 5,000円

その他の経費
保護者会費2,000円（月額）、生徒会費5,000円（年額）

星の杜特待生制度について
　星の杜中学校では、学術、文化、芸術、スポーツの分野で優れた能力を有し、将来性のある児童に対し、

「星の杜特待生」制度を設けています。奨学金の内容は以下の通りです。

名称 対象試験 給付内容 適用 備考

特待Ａ

すべての試験

入学金（入学手続き金を除く）および施設設備資金
の免除
授業料を給付

３年間
進級時に審査があり
ます。

特待Ｂ
入学金（入学手続き金を除く）および施設設備資金
の免除
授業料を給付

入学時
１年間

２年、３年進級時に
成績が優秀な場合、
奨学金10万円また
は20万円が給付さ
れます。特待Ｃ 入学金（入学手続き金を除く）免除 入学時

＜星の杜特待生の目安＞すべての試験が対象となります。

　学術分野例：

　　�一般入学試験で得点率が80％以上。英語検定、数学検定、漢字検定他の高資格者（例：英検３級以上）。

研究や発表で高い評価を受けた。等

　文化・芸術分野の例：

　　県以上のコンクール、発表会等で、上位入賞、またはそれに準ずる活躍をした。

　スポーツ分野の例：

　　県以上の大会等で、上位入賞、またはそれに準ずる活躍をした。

2023年度

入 学 試 験 要 項

学校法人 宇都宮海星学園

星の杜中学校

〒321-3233　宇都宮市上籠谷町3776番地

ＴＥＬ：028-667-0700　ＦＡＸ：028-667-6985

学校感染症への対応について
・入学試験を学校感染症等で欠席する場合、本校までご連絡ください。（代表：028-667-0700）
・�第１回入学試験の場合は、所定の手続きによって、第１回の追試験として第２回入学試験を受験するこ
とが可能になります。その際、受験料、出願書類を再度提出していただく必要はありません。
・�第２回入学試験に学校感染症等の症状がでた場合の対応については、ご連絡いただいた後に本校の指示
に従ってください。

試験内容等
種　　別 試験内容

総合型入学試験

ＰＢＬ試験

グループワーク
・�PBLとは、「Project�Based�Learning」の略です。日本語で課題解決型学習
という意味になります。この試験は既習の知識を問うものでなく、与えられ
たテーマについて志願者同士が協働（グループワーク）しながら答えを導き
だす力をみます。

英語表現試験 面接
・生活の中で身に付けた英語の力をみます。（英語による口頭試問）

自己アピール試験
プレゼンテーション
・�これまで取り組んできた習い事やスポーツ、芸術や研究、観察の成果等を自
分の言葉と表現方法でアピールしてください。

一般入学試験

・小学校の課程で身に付けた国語、算数の基礎学力をみます。
　国語：小学校６年生までの内容を出題範囲とします。
　算数：小学校５年生までの全範囲と６年生の以下の内容までを範囲とします。
　　　　（文字を用いた式、分数の乗法除法、円の面積、角柱円柱の体積）

海外帰国生入学試験 ・作文と面接です。（個人面接10分程度）

※総合型入学試験を受験する場合は、オープンスクールまたは個別相談会にご参加ください。出題内容について説明いたします。

入学手続きについて

入
学
手
続

第１回入学試験 第２回入学試験

単願

令和４年11月22日（火）～11月25日
（金）の期間内に、入学金、施設設備資金�
計220,000円を郵便振込にて納入し、手
続きを完了してください。

令和４年12月19日（月）～12月22日
（木）の期間内に、入学金、施設設備資金�
計220,000円を郵便振込にて納入し、手
続きを完了してください。

併
　
願

仮手続
令和４年11月22日（火）～11月25日（金）
の期間内に、入学金の前納金、10,000円
を郵便振込にて納入してください。

令和４年12月19日（月）～12月22日（木）
の期間内に、入学金の前納金、10,000円
を郵便振込にて納入してください。

本手続

令和５年１月19日（木）までに、入学金の残金及び、施設設備資金�計210,000円
を郵便振込にて納入し、手続きを完了してください。
※�他県の私立中学校を併願し、入学手続きの延期を希望する場合は、本校所定の延納願を提出してくださ
い。併願校の合格発表の翌日まで手続きを延期することができます。

※一旦受領した納入金は返金できません。

－�5�－－�4�－
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アドミッションポリシー
・自己を「律する」ことができる生徒
・仲間をいたわり「協働」できる生徒
・夢に向かって「チャレンジ」できる生徒

募集人数
男・女　60名　（第１回試験、第２回試験の合計）　※男女別の定員は設けていません。

入試区分・日程
日　　程 第１回入学試験 第２回入学試験

入試区分
総合型入学試験
一般入学試験（国語、算数�２教科記述式）
海外帰国生入学試験

総合型入学試験

種　　別 単願�または�併願　※単願とは、合格した場合必ず入学すること。

出願方法 インターネット出願　p1を参照してください。

出願期間 令和４年11月１日（火）～11月11日（金） 令和４年12月５日（月）～12月12日（月）

試 験 日 令和４年11月20日（日） 令和４年12月17日（土）

結果発表 令和４年11月22日（火） 令和４年12月19日（月）

出願資格
区　　分 出願資格

総合型入学試験
・令和５年３月小学校を卒業見込みの児童。
　※�第１回試験で一般試験（２教科記述式）を受験する場合は、一般試験終了後に受験することができます。

一般入学試験 ・令和５年３月小学校を卒業見込みの児童。

海外帰国生
入学試験

・令和５年３月小学校を卒業見込みの児童で、次の条件を満たしている者
　①　心身ともに健康な児童。
　②　海外の学校に継続して１年以上在籍した児童。

提出書類

出願票
出願票に写真（裏面に氏名を記入）を添付してください。（６カ月以内に撮影、４㎝×３㎝）
※出願サイト「マイページ」から写真をアップロードし出願票を印刷することもできます。

調査書

宇都宮市内私立中学校共通様式により、学校長名で作成してください。
（小学校の担任の先生に記入をお願いしてください。）
※ホームぺージからダウンロードしてください。
※再出願の場合、調査書の提出は不要です。
＜小学校の担任の先生へのお願い＞
　調査書に必要事項を記入し厳封のうえ、志願者にお渡しください。

自己申告書
総合型入学試験のうち、自己アピール試験を受験する方のみ自己申告書を提出してください。
※ホームぺージからダウンロードしてください。

海外における最終
学校の在籍証明書

海外帰国生入学試験を受験する方のみ、海外における最終学校の在籍を証明する資料を添付して
ください。

受験料
13,000円（再出願　6,500円）
※第1回試験で総合型入学試験と一般入学試験を同時に受験する場合も受験料は変わりません。

当日持参するもの
　受験票（当日の体温を受験票に記載してください）、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル）、マスク
・一般入学試験を受験する場合は、コンパス、三角定規、を持参してください。
・第１回入学試験で、総合型入学試験と一般入学試験（２教科記述式）を同日に受験する場合は、昼食が必要です。

試験日程及び試験科目
総合型入学試験 一般入学試験（２教科記述式） 海外帰国生入学試験

第
１
回
入
学
試
験

受　付� ８：30�～�８：45

ＰＢＬ試験
グループワーク� ９：00�～�９：30（30分）

英語表現試験
面接� ９：00�～（１人20分程度）

自己アピール試験
プレゼンテーション� ９：00�～（１人20分程度）
※�総合型入学試験を一般入学試験と同日に受験
する場合は、試験開始が13：00となります。
※試験は受験番号順に行います。

受　付� ８：30�～�８：45

国　語� ９：00�～�９：50（50分）

算　数　10：05�～�10：55（50分）

面　接　11：10�～（グループ面接）

※面接は受験番号順に行います。

受　付� ８：30�～�８：45

作　文� ９：00�～�９：50（50分）

面　接　10：05�～�（個人面接）

※面接は受験番号順に行います。

第
２
回
入
学
試
験

受　付� ８：30�～�８：45

ＰＢＬ試験
グループワーク� ９：00�～�９：30（30分）

英語表現試験
面接� ９：00�～（１人20分程度）

自己アピール試験
プレゼンテーション� ９：00�～（１人20分程度）
※試験は受験番号順に行います。

選考方法について
・試験結果および出願書類をもとに総合的に判定します。
・単願（合格した場合は必ず入学すること）で受験した場合、併願に比べて合格が有利になるよう判定します。
・第１回入学試験では、総合型入学試験と一般入学試験（２教科記述式）を同日に受験することができます。

入学試験結果通知
・受験者全員に「入試結果通知」を、合格者に「入学手続き関係書類」を送付します。

インターネット出願について

インターネット出願

◆ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレット等で平日・土日・祝日
　24時間いつでも出願手続きが可能です。
◆受験料は各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払方
　法が選べます。
※お支払いには、手数料がかかりますので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 令和４年10月以降に最新情報を本校ホームページにて掲載いたします。

➡
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、出願後の連絡のため、緊急時に
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。

➡
出願情報入力 必要事項を入力してください。

➡

受験料の支払い方法選択
受験料の支払い方法は、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はできません。なお、お支払に
は、別途手数料がかかります。

➡

受験票の印刷
受験料のお支払完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから「受験票」「出願
票」「宛名票」の印刷が可能です。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイ
ズ白・普通紙）してください。

➡

写真貼付
印刷された「受験票」・「出願票」に受験生の写真（４㎝×３㎝）を貼付してください。
※写真は、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からのデータ挿入も可能です。

➡

書類の送付
封筒（角形２号）に「宛名票」を貼り、必要書類を入れ簡易書留にて郵送してください。
送付先　〒321-3233 栃木県宇都宮市上籠谷町3776　星の杜中学校 宛（期間内必着）

➡
入試当日 「受験票」・「出願票」をお持ちの上、受験会場へお越しください。

※�インターネットに接続できる環境がない場合は、本校にご相談ください。本校のパソコン、プリンターを
お使いいただくことができます。（事前のご予約をお願いします。）

個人情報保護および外字等の取扱いについて
本校の入学試験にあたってご提供いただいた個人情報は本学入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使
用しません。受験生への通知においては、JIS規格（日本工業規格）第２水準までの漢字を使用し、それ以外の文字（い
わゆる外字等）については、JIS第２水準までの漢字に置き換えるか、カタカナ表記する場合があります。
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アドミッションポリシー
・自己を「律する」ことができる生徒
・仲間をいたわり「協働」できる生徒
・夢に向かって「チャレンジ」できる生徒

募集人数
男・女　60名　（第１回試験、第２回試験の合計）　※男女別の定員は設けていません。

入試区分・日程
日　　程 第１回入学試験 第２回入学試験

入試区分
総合型入学試験
一般入学試験（国語、算数�２教科記述式）
海外帰国生入学試験

総合型入学試験

種　　別 単願�または�併願　※単願とは、合格した場合必ず入学すること。

出願方法 インターネット出願　p1を参照してください。

出願期間 令和４年11月１日（火）～11月11日（金） 令和４年12月５日（月）～12月12日（月）

試 験 日 令和４年11月20日（日） 令和４年12月17日（土）

結果発表 令和４年11月22日（火） 令和４年12月19日（月）

出願資格
区　　分 出願資格

総合型入学試験
・令和５年３月小学校を卒業見込みの児童。
　※�第１回試験で一般試験（２教科記述式）を受験する場合は、一般試験終了後に受験することができます。

一般入学試験 ・令和５年３月小学校を卒業見込みの児童。

海外帰国生
入学試験

・令和５年３月小学校を卒業見込みの児童で、次の条件を満たしている者
　①　心身ともに健康な児童。
　②　海外の学校に継続して１年以上在籍した児童。

提出書類

出願票
出願票に写真（裏面に氏名を記入）を添付してください。（６カ月以内に撮影、４㎝×３㎝）
※出願サイト「マイページ」から写真をアップロードし出願票を印刷することもできます。

調査書

宇都宮市内私立中学校共通様式により、学校長名で作成してください。
（小学校の担任の先生に記入をお願いしてください。）
※ホームぺージからダウンロードしてください。
※再出願の場合、調査書の提出は不要です。
＜小学校の担任の先生へのお願い＞
　調査書に必要事項を記入し厳封のうえ、志願者にお渡しください。

自己申告書
総合型入学試験のうち、自己アピール試験を受験する方のみ自己申告書を提出してください。
※ホームぺージからダウンロードしてください。

海外における最終
学校の在籍証明書

海外帰国生入学試験を受験する方のみ、海外における最終学校の在籍を証明する資料を添付して
ください。

受験料
13,000円（再出願　6,500円）
※第1回試験で総合型入学試験と一般入学試験を同時に受験する場合も受験料は変わりません。

当日持参するもの
　受験票（当日の体温を受験票に記載してください）、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル）、マスク
・一般入学試験を受験する場合は、コンパス、三角定規、を持参してください。
・第１回入学試験で、総合型入学試験と一般入学試験（２教科記述式）を同日に受験する場合は、昼食が必要です。

試験日程及び試験科目
総合型入学試験 一般入学試験（２教科記述式） 海外帰国生入学試験

第
１
回
入
学
試
験

受　付� ８：30�～�８：45

ＰＢＬ試験
グループワーク� ９：00�～�９：30（30分）

英語表現試験
面接� ９：00�～（１人20分程度）

自己アピール試験
プレゼンテーション� ９：00�～（１人20分程度）
※�総合型入学試験を一般入学試験と同日に受験
する場合は、試験開始が13：00となります。
※試験は受験番号順に行います。

受　付� ８：30�～�８：45

国　語� ９：00�～�９：50（50分）

算　数　10：05�～�10：55（50分）

面　接　11：10�～（グループ面接）

※面接は受験番号順に行います。

受　付� ８：30�～�８：45

作　文� ９：00�～�９：50（50分）

面　接　10：05�～�（個人面接）

※面接は受験番号順に行います。

第
２
回
入
学
試
験

受　付� ８：30�～�８：45

ＰＢＬ試験
グループワーク� ９：00�～�９：30（30分）

英語表現試験
面接� ９：00�～（１人20分程度）

自己アピール試験
プレゼンテーション� ９：00�～（１人20分程度）
※試験は受験番号順に行います。

選考方法について
・試験結果および出願書類をもとに総合的に判定します。
・単願（合格した場合は必ず入学すること）で受験した場合、併願に比べて合格が有利になるよう判定します。
・第１回入学試験では、総合型入学試験と一般入学試験（２教科記述式）を同日に受験することができます。

入学試験結果通知
・受験者全員に「入試結果通知」を、合格者に「入学手続き関係書類」を送付します。

インターネット出願について

インターネット出願
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➡

写真貼付
印刷された「受験票」・「出願票」に受験生の写真（４㎝×３㎝）を貼付してください。
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個人情報保護および外字等の取扱いについて
本校の入学試験にあたってご提供いただいた個人情報は本学入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使
用しません。受験生への通知においては、JIS規格（日本工業規格）第２水準までの漢字を使用し、それ以外の文字（い
わゆる外字等）については、JIS第２水準までの漢字に置き換えるか、カタカナ表記する場合があります。



入学一時金及び学納金

入学一時金
及び学納金

入学時必要とする経費� 220,000円 毎月必要とする経費� 38,000円

＜内訳＞
入学金� 120,000円
施設設備資金� 100,000円
※�施設設備資金は進級時にも納入していただきます。

＜内訳＞
授業料� 33,000円
教育拡充費� 5,000円

その他の経費
保護者会費2,000円（月額）、生徒会費5,000円（年額）

星の杜特待生制度について
　星の杜中学校では、学術、文化、芸術、スポーツの分野で優れた能力を有し、将来性のある児童に対し、

「星の杜特待生」制度を設けています。奨学金の内容は以下の通りです。

名称 対象試験 給付内容 適用 備考

特待Ａ

すべての試験

入学金（入学手続き金を除く）および施設設備資金
の免除
授業料を給付

３年間
進級時に審査があり
ます。

特待Ｂ
入学金（入学手続き金を除く）および施設設備資金
の免除
授業料を給付

入学時
１年間

２年、３年進級時に
成績が優秀な場合、
奨学金10万円また
は20万円が給付さ
れます。特待Ｃ 入学金（入学手続き金を除く）免除 入学時

＜星の杜特待生の目安＞すべての試験が対象となります。

　学術分野例：

　　�一般入学試験で得点率が80％以上。英語検定、数学検定、漢字検定他の高資格者（例：英検３級以上）。

研究や発表で高い評価を受けた。等

　文化・芸術分野の例：

　　県以上のコンクール、発表会等で、上位入賞、またはそれに準ずる活躍をした。

　スポーツ分野の例：

　　県以上の大会等で、上位入賞、またはそれに準ずる活躍をした。

2023年度

入 学 試 験 要 項

学校法人 宇都宮海星学園

星の杜中学校

〒321-3233　宇都宮市上籠谷町3776番地

ＴＥＬ：028-667-0700　ＦＡＸ：028-667-6985

学校感染症への対応について
・入学試験を学校感染症等で欠席する場合、本校までご連絡ください。（代表：028-667-0700）
・�第１回入学試験の場合は、所定の手続きによって、第１回の追試験として第２回入学試験を受験するこ
とが可能になります。その際、受験料、出願書類を再度提出していただく必要はありません。
・�第２回入学試験に学校感染症等の症状がでた場合の対応については、ご連絡いただいた後に本校の指示
に従ってください。

試験内容等
種　　別 試験内容

総合型入学試験

ＰＢＬ試験

グループワーク
・�PBLとは、「Project�Based�Learning」の略です。日本語で課題解決型学習
という意味になります。この試験は既習の知識を問うものでなく、与えられ
たテーマについて志願者同士が協働（グループワーク）しながら答えを導き
だす力をみます。

英語表現試験 面接
・生活の中で身に付けた英語の力をみます。（英語による口頭試問）

自己アピール試験
プレゼンテーション
・�これまで取り組んできた習い事やスポーツ、芸術や研究、観察の成果等を自
分の言葉と表現方法でアピールしてください。

一般入学試験

・小学校の課程で身に付けた国語、算数の基礎学力をみます。
　国語：小学校６年生までの内容を出題範囲とします。
　算数：小学校５年生までの全範囲と６年生の以下の内容までを範囲とします。
　　　　（文字を用いた式、分数の乗法除法、円の面積、角柱円柱の体積）

海外帰国生入学試験 ・作文と面接です。（個人面接10分程度）

※総合型入学試験を受験する場合は、オープンスクールまたは個別相談会にご参加ください。出題内容について説明いたします。

入学手続きについて

入
学
手
続

第１回入学試験 第２回入学試験

単願

令和４年11月22日（火）～11月25日
（金）の期間内に、入学金、施設設備資金�
計220,000円を郵便振込にて納入し、手
続きを完了してください。

令和４年12月19日（月）～12月22日
（木）の期間内に、入学金、施設設備資金�
計220,000円を郵便振込にて納入し、手
続きを完了してください。

併
　
願

仮手続
令和４年11月22日（火）～11月25日（金）
の期間内に、入学金の前納金、10,000円
を郵便振込にて納入してください。

令和４年12月19日（月）～12月22日（木）
の期間内に、入学金の前納金、10,000円
を郵便振込にて納入してください。

本手続

令和５年１月19日（木）までに、入学金の残金及び、施設設備資金�計210,000円
を郵便振込にて納入し、手続きを完了してください。
※�他県の私立中学校を併願し、入学手続きの延期を希望する場合は、本校所定の延納願を提出してくださ
い。併願校の合格発表の翌日まで手続きを延期することができます。

※一旦受領した納入金は返金できません。

－�5�－－�4�－
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