
安城学園高等学校  令和５年度 生徒募集要項 

 

《建学の精神》 

本校の建学の精神は、創立者がその生涯を通して心のよりどころとし、常に求めてやまなかった 

「真心・努力・奉仕・感謝」の四大精神の実践を通して、家庭と社会に温かい心と新しい息吹を与える

ことのできる人間を育成することである。 

学園の建学の精神は、「宇宙の中の一つの生命体である人が、個人として自立しつつありとあらゆる

生命体と共生することによって、生きる意志と生きる力と生きる歓びに満ち溢れた鵬のような大局的な

存在となること」である。本校の歴史と伝統の上に学園の建学の精神を実践するものである。 

 

１．募集人員（予定数）   普通科・商業科 計５４８名（男女）  

 

２．推薦入学試験  

 

出願資格    令和５年３月中学校を卒業見込みの者で、出身中学校長が推薦する者。 

募集方法    1年次より、普通科のコース[文理・英語・こども教育芸術]及び商業科別に募集します。 

（推薦入学試験では、商業科希望者は第２希望として普通科のコースを１つ選ぶか、 

または第２希望なしのいずれかを選んで下さい） 

（文理コース合格者で、成績上位者には「文理 Advance合格」で合格の通知をします） 

（１年次文理コースは成績上位者で一部クラス編成をします） 

（１年次から２年次になる時に、普通科のコースの変更が可能です） 

志願者登録    専用ＷＥＢ出願サイトでの志願者登録受付を行って下さい。 

期間：令和４年１２月１２日(月) 午前１０時  

～ 令和５年  １月１３日(金) 午後 ４時 （厳守） 

検 定 料       １５,２２０円（システム利用料も含む） ※別途振込手数料が必要となります。 

志願者登録後、サイトに記載された方法により、検定料を納入して下さい。 

 出願手続き期間 令和５年１月１１日(水)午前１０時 ～ 1月１３日(金)午後４時 

         出願手続きは、「インターネット出願」のみです。 

受験生の皆さんは志願者登録及び検定料の支払いが完了すれば、 

この出願期間に他に手続きする必要はありません。 

受験票印刷期間 令和５年１月１４日(土)午前８時 ～ 1月１６日(月)午後０時 

試 験 日        令和５年１月１６日(月) 午前８時３０分までに集合してください。 

試験会場    安城学園高等学校（安城市小堤町４-２５） 

試験内容    基礎学力試験（国語・数学・英語）、面接、書類審査 

          （解答はすべてマークシート方式） 

試験時間     ９：００ ～ １０：２５ （国語・数学・英語） ※試験時間は正味１時間です。 

 面接時間    １０：５０ ～ １２：４０  終了予定 

合否発表    令和５年１月１７日(火)午後４時より 

合否発表専用ＷＥＢサイトで発表しますので、確認してください。 

電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

尚、中学校別合否一覧表は中学校校長に送付します。 

提出書類    専用ＷＥＢ出願サイトでの志願者登録受付で提出。 

入学手続     合格者は令和５年１月２６日(木)までに、入学金２００,０００円を岡崎信用金庫で納入 

してください。 

期日までに入学手続きをしない場合は入学資格を失います。 

注）インターネットバンキング・銀行ＡＴＭ機を利用した振込みはできません。 

注）一旦、納入された入学金は、お返しすることはできません。 

 そ の 他    ・試験当日は、家庭で検温を済ませ、マスクの着用をお願いします。 

・合格者は令和５年３月１８日(土)に、本校において新入生説明会・物品購入           

があります。保護者同伴で登校してください。 

 



３．一般入学試験  

 

出願資格    令和５年３月中学校を卒業見込みの者、及び中学校をすでに卒業した者。 

募集方法    1年次より、普通科のコース[文理・英語・こども教育芸術]及び商業科別に募集します。 

（一般入学試験では、商業科希望者は第２希望を選ぶ必要がありません） 

（文理コース合格者で、成績上位者には「文理 Advance合格」で合格の通知をします） 

（１年次文理コースは成績上位者で一部クラス編成をします） 

（１年次から２年次になる時に、普通科のコースの変更が可能です） 

志願者登録    専用ＷＥＢ出願サイトでの志願者登録受付を行って下さい。 

期間：令和４年１２月１２日(月) 午前１０時  

～ 令和５年  １月１８日(水) 午後 ４時 （厳守） 

検 定 料       １５,２２０円（システム利用料も含む） ※別途振込手数料が必要となります。 

志願者登録後、サイトに記載された方法により、検定料を納入して下さい。 

出願手続き期間  令和５年１月１３日(金）午前１０時 ～ １月１８日(水)午後４時 

         出願手続きは、「インターネット出願」のみです。 

受験生の皆さんは志願者登録及び検定料の支払いが完了すれば、 

この出願期間に他に手続きする必要はありません。 

 受験票印刷期間 令和５年１月１９日(木)午前８時 ～ １月２３日(月)午後０時 

試 験 日        令和５年１月２３日(月) 午前８時３０分までに集合してください。 

試験会場    安城学園高等学校（安城市小堤町４-２５） 

試験内容        学力試験（国語・数学・社会・理科・英語）、書類審査 

         （解答はすべてマークシート方式・英語の学力試験にはリスニングテストが含まれます） 

試験時間    第１限  ９：１０～ ９：５０ 国語        

         第２限 １０：１５～１０：５５ 数学 

         第３限 １１：２０～１２：００ 社会 

                 昼 食 

         第４限 １２：５５～１３：３５ 理科 

                第５限 １４：００～１４：４０ 英語 

         諸連絡 １４：４５～１４：５０ 終了 

合否発表       令和５年１月２５日(水)午後４時より 

合否発表専用ＷＥＢサイトで発表しますので、確認してください。 

電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

尚、中学校別合否一覧表は中学校校長に送付します。 

提出書類     専用ＷＥＢ出願サイトでの志願者登録受付で提出。 

入学手続      令和５年２月３日(金)までに、入学手続金２０,０００円をサイトに記載された方法に 

より納入して下さい。 

期日までに入学手続きをしない場合は入学資格を失います。 

注）インターネットバンキング・銀行ＡＴＭ機を利用した振込みはできません。 

   注）一旦、納入された入学金は、お返しすることはできません。 

そ の 他    試験当日は、家庭で検温を済ませ、マスクの着用をお願いします。 

 

 

４．入学検定料１５,２２０円（ネットシステム利用料２２０円を含みます） 

  ＊別途振り込み手数料が必要です。 

① 入学検定料は、サイトに記載された方法により、検定料を納入して下さい。 

② 納入された入学検定料、システム利用料（２２０円）はお返しすることはできません。 

 

 



５．諸経費《令和４年度現行、令和５年度予定》 

① 入学金２００,０００円（入学手続金 ２０,０００円を含みます） 

一般入学試験合格者の２０,０００円は、２月３日(金)までにサイトに記載された方法により、 

   納入して下さい。他に、ＰＴＡ入会金＝１,５００円・後援会入会金＝２,０００円 

 合計３,５００円が１期分の授業料納入時に必要です。 

② 毎月の学納金     

授業料３５,２００円 

他に施設・設備等維持費＝２,３００円、ＰＴＡ会費＝１,２５０円、後援会費＝２,０００円、 

生徒会費=９００円、学級費＝１００円 合計６,５５０円が毎月の経費になります。 

③  国の就学支援金制度及び県の入学金・授業料軽減制度により、保護者負担金は軽減されています。 

④ 本校に兄・姉が在学している期間は、弟・妹の授業料の半額が還付されます。 

ただし、国と県の補助金を合わせて半額までを還付します。 

 

６．特待生制度 

本校・学園の建学の精神の実践を通して、教育モデル「智・徳・体・感・行」に基づいて智性・ 

徳性・身体・感性・行動と「自ら学ぶ能力」・「共に学ぶ能力」をバランス良く鍛えあげる能力に 

優れ、他の生徒の模範となる者を特待生として採用します。 

・学業特待生(Ⅰ・Ⅱの２種類)•部活動特待生(Ａ・Ｂ・ＣⅠ・ＣⅡの４種類)の制度があります。 

・特待生は、入学金、授業料が軽減されます。 

・硬式野球部については５名を限度とし、学業及び生活態度に優れている者。 

 

７．新型コロナ感染拡大状況により、試験の日時、場所を含む実施内容の変更の可能性があります。 

 

８．個人情報の取り扱いについて 

   出願、入学試験、入学手続きなどにおいて、記入していただいた個人情報（氏名、住所、生年月日、 

  出身中学校名、調査書データなど）は、入試業務のみに使用します。 

 

９．公的学費助成制度の手続きに関しては、入学後に本校で行います。 

愛知県私立高等学校等奨学給付金・愛知県私学奨学資金財団奨学金・愛知県高等学校等奨学金 

（愛知県教育委員会）・交通遺児育英会などによる奨学制度、その他の愛知県下の市町村における 

授業料補助、奨学資金貸付制度があります。 

 

10．インターネット出願について 

※出願手続きは、「インターネット出願」のみです。 

受験生の皆さんは志願者登録及び検定料の支払いが完了すれば、 

出願手続きの期間に他に手続きする必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜推薦入学試験＞ 

志願者登録 令和 4年 12月 12日(月) 午前 10時 ～ 令和 5年 1月 13日(金) 午後 4時 

出願期間 
令和 5年 1月 11日(水) 午前 10時 ～ 令和 5年 1月 13日(金) 午後 4時 

※志願者登録・検定料の納入が済めば、この期間に改めて出願するものはありません。 

検定料 
検定料15,000円+システム利用料220円＝15,220円をサイトに記載された方法により、

検定料を納入して下さい。別途振込手数料が必要となります。 

受験票印刷 令和 5年 1月 14日(土) 午前 8時 ～ 令和 5年 1月 16日(月) 午後 0時 

試験日 令和 5年 1月 16日(月) 

合否発表・印刷 令和 5年 1月 17日(火) 午後 4時 ～ 令和 5年 3月 18日(土) 午後 0時 

入学手続 
令和 5年 1月 26日(木)までに入学金 200,000円を、合否通知書と同時に印刷される 

「岡崎信用金庫振込用紙」で納入してください。振込手数料は 0円です。 

 

＜一般入学試験＞ 

志願者登録 令和 4年 12月 12日(月) 午前 10時 ～ 令和 5年 1月 18日(水) 午後 4時 

出願期間 
令和 5年  1月 13日(金) 午前 10時 ～ 令和 5年 1月 18日(水) 午後 4時 

※志願者登録・検定料の納入が済めば、この期間に改めて出願するものはありません。 

検定料 
検定料 15,000円+システム利用料 220円＝15,220円をサイトに記載された方法により、

検定料を納入して下さい。別途振込手数料が必要となります。 

受験票印刷 令和 5年 1月 19日(木) 午前 8時 ～ 令和 5年 1月 23日(月) 午後 0時 

試験日 令和 5年 1月 23日(月) 

合否発表・印刷 令和 5年 1月 25日(水) 午後 4時 ～ 令和 5年 3月 18日(土) 午後 0時 

入学手続 
令和 5年 2月 3日(金)までに入学手続金 20,000円を、サイトに記載された方法に 

より納入して下さい。別途振込手数料が必要となります。 

 

※願書の修正について 

願書の修正は、受験生が各自で行うことになります。志願者登録後、ログインし修正画面に進んで下

さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<お問い合わせ先>  

安城学園高等学校 

       〒446-0036 愛知県安城市小堤町 4-25  TEL（0566）76-5105  FAX（0566）72-2808 

        【ホームページ】https://www.angaku.jp/ 

https://www.angaku.jp/

