
  
令和５年度入試 

生徒募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修徳高等学校 
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推薦入試 
  

 

 

A 推薦（第一志望） 

 

 

B 推薦（併願志望） 

※都外生対象、私立併願可 

募集人数 特進クラス：男女５０名    文理進学クラス：男女８０名 

出願資格 

■在籍中学校長の推薦する者 ■令和５年３月中学校卒業見込みの者 

■本校の推薦基準を充たす者 ■心身共に健全で出席状況の良好な者 

□特進クラスは国公立、難関私立大学を目指す学習意欲の高い生徒を募集します。 

推薦制度 

【推薦基準】 

 
A 推薦・Ｂ推薦 

３科合計 ５科合計 

特進クラス １２ １９ 

文理進学クラス  １６ 

【付帯事項】 推薦基準はすべてのクラスにおいて３年次１学期または２学期のいずれかの成績 

      ※２期制の場合は３年次前期または後期の中途段階のいずれかの成績 

      ・普通科特進クラスは９科に「１」なし、５科に「２」なし 

      ・普通科文理進学クラスは９科に「１」なし 

      ※欠席日数は各学年、年間１０日以内を目安（入院等の日数を除く） 

【入試相談】 

「推薦入試」は各中学校教員を対象として、入試相談（１２月１５日、１６日）が必要となります。 

※埼玉県、茨城県の中学校の保護者及び生徒を対象とする入試相談は１２月２３日、２４日９時～１６時となり

ます。（Web 予約） 

入試日時 令和５年１月２２日（日）９時００分開始（開門８時３０分） 

選抜方法 
■推薦書・調査書 

■適性検査（国語・数学・英語） 各１００点・各５０分 

受験料 
￥２０，０００ ※既収金はいかなる事由を問わず、返金いたしません。 

※一般入試第２回（２/１１） ランクアップ再受験をする場合、受験料は推薦入試の受験料のみとなります。 

web 上での志願者

情報期間 

令和４年１２月２０日（火）０時００分 ～ 

令和５年１月１５日（日）１６時００分 

※一般入試第２回（２月１１日） 特進クラス志願者のランクアップ再受験の出願も含む。 

願書郵送受付日 令和５年１月１５日（日）※配達日指定 

提出書類 

■願書（Ｗｅｂ上にて出願情報の登録、受験料決済完了後、マイページより印刷が可能） 

■調査書（厳封、公立高校出願用又は本校所定用紙）コピー可 

■推薦書（本校所定用紙） 

合格発表日 
令和５年１月２３日（月）１３時００分（Web 発表） 

※合格証書及び手続き書類は Web 上にて印刷。 

入学手続期間 
令和５年１月２５日（水）、 

２６日（木）９時００分 ～ １６時００分 

公立高校一般入試（一次募集）合格発表日の翌日 

１６時まで延納可 

（翌日が日曜日の場合は翌月曜日１６時００分まで） 

※延納手続・延納金はなし 



一般入試 
  

 

第一志望（優遇制度あり） 併願志望（優遇制度あり） 

募集人数 特進クラス：男女５０名   文理進学クラス：男女８０名 

出願資格 
■令和５年３月卒業見込みまたは令和４年３月卒業者 

□特進クラスは国公立、難関私立大学を目指す学習意欲の高い生徒を募集します。 

優遇制度 

■第一志望者優遇 成績は「Ａ推薦基準」に準ずる 

■併願志望優遇  成績は「Ｂ推薦基準」に準ずる 

【入試相談】 

「優遇制度」を適用する場合は、各中学校教員を対象として入試相談（１２月１５日，１６日）が必要となります。 

※埼玉県、茨城県の中学校の保護者及び生徒を対象とする入試相談は１２月２３日、２４日９時～１６時となり

ます。（Web 予約） 

入試日 

■第１回一般入試【特進クラス・文理進学クラス入試】 

令和５年２月１０日（金） ９時００分開始（開門８時３０分） 

※「優遇制度を適用された志願者」及び「一般（フリー）受験の志願者」を対象 

■第２回一般入試【特進クラス入試】（ランクアップ再受験を含む） 

令和５年２月１１日（土・祝）９時００分開始（開門８時３０分） 

※「特進クラスを志願する一般（フリー）受験の志願者」を対象   

選抜方法 

■調査書    ■学力検査（国語・数学・英語） 各１００点・各５０分 

■生徒個人面接 ※フリー受験者のみ 

□第１回一般入試文理進学クラス受験者で、入試得点が特進クラスの合格基準に満たしている場合は特進クラスへの

スライド合格があります。 

□第１、２回一般入試特進クラス受験者で、入試得点が特進クラスの合格基準に満たさない場合は文理進学クラスへ

のスライド合格があります。（入試相談において特進クラスの優遇制度を適用された志願者は除く） 

受験料 ￥２０，０００ ※既収金はいかなる事由を問わず、返金いたしません。 

web 上での志願者

情報期間 

■第１回一般入試 特進クラス（ランクアップ再受験を含む）・文理進学クラス入試 

令和４年１２月２０日（火）０時００分 ～ 令和５年１月２９日（日）１６時００分 

■第２回一般入試 特進クラス入試 

令和４年１２月２０日（火）０時００分 ～ 令和５年２月７日（火）１６時００分  

願書郵送受付期間 
■第１回一般入試  令和５年１月２５日（水）～ 令和５年１月２９日（日）※郵送（消印有効）  

■第２回一般入試  令和５年１月２５日（水）～ 令和５年２月７日（火）※郵送（消印有効） 

提出書類 
■願書（Web 上にて出願情報の登録、受験料決済完了後、マイページより印刷が可能） 

■調査書（厳封、公立高校出願用又は本校所定用紙）コピー可 

合格発表日 

■第１回一般入試 令和５年２月１１日（土） １３時００分（Web 発表） 

■第２回一般入試 令和５年２月１２日（日） ９時００分（Web 発表） 

※合格証書及び手続き書類は Web 上にて印刷。 

入学手続期間 
令和５年２月１５日（水） 

９時００分 ～ １６時００分 

公立高校一般入試（一次募集）合格発表日の翌日 

１６時まで延納可 

（翌日が日曜日の場合は翌月曜日１６時００分まで） 

※延納手続・延納金はなし 



※入試相談による推薦・優遇制度を受け、３年次１学期または２学期(２期制の場合は前期または後期の中途段階)の成績(素点)が以下の条件

を満たしている者。 

 主要５科 

合    計 
※入試相談適用者 

特待Ⅰ ２０以上 入学金(250,000 円),施設設備費(120,000 円)及び,教育充実費(72,000 円)を 3 年間免除 合計 826,000 円免除 

特待Ⅱ １９ 入学金(200,000 円),施設設備費(120,000 円)を 1 年間免除             合計 320,000 円免除 

特待Ⅲ １８ 入学金(150,000 円),施設設備費(120,000 円)を 1 年間免除             合計 270,000 円免除 

特待Ⅳ １７ 入学金(150,000 円)を免除                           合計 150,000 円免除 

 

学費等 
  

入学手続き時の納入金 

入学金 250,000 円 

後援会（父母会）入会金 10,000 円 

クラブ後援会入会金 30,000 円 

入学後の納入金（年額） 

授業料 396,000 円 

施設設備費 120,000 円 

教育充実費 72,000 円 

諸会費 20,000 円 内
訳 

後援会費 5,000 円 

クラブ後援会費 5,000 円 

生徒会費 10,000 円 

年間一括徴収金 

１年次 80,000 円程度 

２年次 60,000 円程度 

３年次 130,000 円程度 

研修旅行及び校外学習費 

※直接業者払いとなります。 

特進クラス 
１年次  70,000 円程度 

２年次 140,000 円程度 

文理進学クラス 
１年次  20,000 円程度 

２年次 140,000 円程度 

 

注 1.学費等の納入は、二期に分け銀行口座自動引き落としとします。 

注 2.第一学期分徴収時において、諸会費及び年間一括徴収金を徴収いたします。 

注 3.年間一括徴収金は、学力テスト代・行事費・卒業準備費（3 年次）等が含まれます。 

注 4.入学金・授業料・施設設備費等・教育充実費は、消費税が非課税扱いになっています。 

注 5.入学金・授業料等は、いかなる事由を問わず返還いたしません。 

注 6.その他、教材費（iPad 代含む）、制服、体操着等別途かかります。 

 

 

 

 

特進クラス特待生制度 



出願からご入学までの流れ 

 

 推薦入試 一般入試 

  

ＳＴＥＰ:１ 

志願者情報登録 

本校ホームページ記載の出願サイトへアクセスしてご登録ください。 

12 月 20 日（火）0 時 00 分～ 

1 月 15 日（日）16 時 00 分 

■第１回 

12 月 20 日（火）0 時 00 分～1 月 29 日（日）16 時 00 分 

■第２回 

12 月 20 日（火）0 時 00 分～2 月 7 日（火）16 時 00 分 

  

ＳＴＥＰ:２ 

受験料のお支払い 
STEP:1 で出願者情報の登録後、受験料の支払いを行ってください。 

  

ＳＴＥＰ:３ 

受験票印刷 

受験料のお支払いが済みますと受験票の印刷が可能となります。願書・受験票は一体となっておりますので切り離して

ご使用ください。 

  

ＳＴＥＰ:４ 

出願書類郵送 
１月１５日（日）※配達日指定 

■第１回 ※郵送(消印有効) 

１月２５日（水）～１月２９日（日）  

■第２回 ※郵送(消印有効) 

１月２５日（水）～２月７日（火） 

  

ＳＴＥＰ:５ 

入試当日 
１月２２日（日）９時００分開始（開門８時３０分） 

■第１回 

２月１０日（金） ９時００分開始（開門８時３０分） 

■第２回 

２月１１日（土・祝）９時００分開始（開門８時３０分） 

  

ＳＴＥＰ:６ 

合格発表 
１月２３日（月）１４時００分 ～（Ｗｅｂ発表） 

■第１回 

２月１１日（土・祝）１３時００分 ～（Ｗｅｂ発表） 

■第２回 

２月１２日（日） ９時００分 ～（Ｗｅｂ発表） 

  

ＳＴＥＰ:７ 

入学手続き 

■A 推薦 

１月２５日（水）～ ２６日（木） 

９時００分 ～ １６時００分 

■B 推薦 

公立高校一般入試（一次募集）合格発表日の

翌日１６時まで。 

■第一志望 

２月１５日（水）９時００分 ～ １６時００分 

 

■併願志望 

公立高校一般入試（一次募集）合格発表日の翌日１６

時まで。 

 

 



ＳＴＥＰ:１～ＳＴＥＰ:７までの詳細 

志願者情報登録 

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へリンクするバナーを設置します。そちらから出願サイトへ

移動してください。 

期
日 

推薦入試 一般入試 

12 月 20 日（火）～1 月 15 日（土）16 時 00 分 

■第１回 

12 月 20 日（火）～1 月 29 日（日）16 時 00 分 

■第２回 

12 月 20 日（火）～2 月 7 日（火）16 時 00 分 

■ID について 

メールアドレスを ID として登録してください。緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレスを登録してください。イベント予

約等で既にメールアドレス（mcID）をご登録済みの方は、そちらの ID をお使いください。 

■顔写真のアップロード 

マイページから受験生の顔写真をアップロードしてください。 

※顔写真の規定に関しては、「顔写真登録ガイド」 

https://www.mirai-compass.jp.net/photo_guide/ をご確認ください。 

 

※WEB 出願に関してご不明点がございましたら、「インターネット出願利用の流れ」 

https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/ をご確認ください。 

受験料のお支払い 

受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、ペイジー(金融 機関 ATM・ネットバンキング)をご利用いただけま

す。また、お支払いには別途手数料が発生します。 

 

 

 

受験票印刷 

受験料お支払い完了後、マイページから願書・受験票（1 枚の紙になっています）を各自で印刷してください。 

※コンビニ支払い・印刷ガイド、ペイジーご利用ガイドも「インターネット出願 利用の流れ」にございます。必要に応じてお使いください。 

※WEB 出願のシステム・操作に関してご不明点がございましたら、下記問い合わせにご連絡ください。  

≪システム・操作に関するお問合せ≫  

（1622）修徳高等学校 お問合せ対象の「（コード）学校名」と「お名前」をお伝えください。  

 

miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研 DCS 株式会社）  

Tel：0120-907-867 （24 時間受付） ／ 03-5877-5952 （24 時間受付）  

 

※miraicompass（ミライコンパス）サポートセンターでは、イベント内容・入試・出願・合否結果・入学手続きに関するご質問にはお

答えできませんので、直接学校へお問い合わせください。 ※平日 9 時～17 時以外の受付につきましては、ご質問内容によりご回

答が翌営業日になることがございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。  

（営業日：月～金（祝祭日、年末年始（12/26～1/5）除く）） 

個人情報保護について 

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は 本校入学試験及び統計的資料作成

以外の目的には使用いたしません。 

STEP:1 

STEP:2 

STEP:3 

顔写真登録ガイド 

インターネット出願
利用の流れ 

https://www.miraicompass.jp.net/photo_guide/
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/


出願書類郵送  

必要書類を郵送する際は、願書・受験票と一緒に印刷される宛名票を市販の封筒に貼付し、簡易書留で郵送して

ください。 封筒の指定は特にありません。  

※受験票は受験当日持参のため送らないでください。 

 推薦入試 一般入試 

出
願
書
類 

■願書（Ｗｅｂ上にて出願情報の登録、受験料

決済完了後、マイページより印刷が可能） 

■調査書（厳封、公立高校出願用又は本校所

定用紙）コピー可 

■推薦書（本校所定用紙） 

■願書（Web 上にて出願情報の登録、受験料決済完了

後、マイページより印刷が可能） 

■調査書（厳封、公立高校出願用又は本校所定用紙）

コピー可 

期
日 

１月１５日（日）※配達日指定 

■第１回 ※郵送(消印有効) 

１月２５日（水）～１月２９日（日）  

■第２回 ※郵送(消印有効) 

１月２５日（水）～２月７日（火） 

入試当日 

  推薦入試 一般入試 

日
程 

１月２２日（日） ９時００分開始 

（開門８時３０分） 

■第１回 ２月１０日（金） ９時００分開始 

（開門８時３０分） 

■第２回 ２月１１日（土・祝）９時００分開始 

（開門８時３０分） 

■９時００分までに集合してください。 

■受験票はＷｅｂ上にて出願情報の登録、受験料決済完了後、マイページから各自で印刷したものを当日必ず持

参してください。試験中は机の上に置いてください。 

■筆記用具を持参してください。（上履きは不要です） 

合格発表 

  推薦入試 一般入試 

日
程 

１月２３日（月）１４時００分 ～（Ｗｅｂ発表） 

■第１回 

２月１１日（土・祝）１３時００分～（Web 発表) 

■第２回 

２月１２日（日）９時００分～（Web 発表) 

入学手続き 

  推薦入試 一般入試 

日
程 

■A 推薦 

１月２５日（水）、２６日（木） 

９時００分 ～ １６時００分 

■B 推薦 

公立高校一般入試（一次募集）合格発表

日の翌日１６時まで。 

■第一志望 

２月１５日（水）９時００分 ～ １６時００分 

 

■併願志望 

公立高校一般入試（一次募集）合格発表日の翌

日１６時まで。 

STEP:4 

STEP:5 

STEP:6 

STEP:7 



 


