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令和３年度 植草学園大学附属高等学校 生徒募集要項

前期選抜試験Ａ 前期選抜試験Ｂ 二次選抜試験

募集定員
全日制課程 普通科 240名〔普通コース 200名 (女)・特進コース 40名 (男・女)〕 左記定員内 普通科 若干名

英語科 40名 (男・女) 英語科 若干名

応募資格 令和３年３月卒業見込みの者、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者

人物・学業：本校の教育方針を理解して、
人物･学業的に優れている者

特 待 生：(学業)詳細 3ページ
第 (スポーツ)本校指定の部活動
一 詳細はお問い合わせください
希 特 色：将来に期待できる者
望 詳細 3ページ

出願区分
推 同 窓 生：本学園同窓生の縁者

及び要件
薦 詳細はお問い合わせください
帰国生徒：海外に 2年以上在住し、帰国後

2年以内の者

併願 他校を第一希望とするが、人物･学業
推薦 的に優れている者

一般 ・第一希望受験 一般 ・第一希望受験 一般 ・第一希望受験
受験 ・併願受験 受験 ・併願受験 受験

①本校のホームページ内の出願サイトにてメールアドレスを登録してください(説明会等申込時に登録した方は不要）
②登録したメールアドレスに届いたメールに記載された『登録用確認コード』を入力し、パスワードを設定した後、
必要事項を入力してください
重要 この段階で、中学校の先生に入力事項を確認してもらってください

受験料支払後は入力事項を訂正できません(受験料支払後に訂正が生じた場合は本校まで御連絡ください)
③受験料支払い方法を選び、期間内に受験料19,000円をお支払いください(別途手数料がかかります)
④自宅等のプリンターで、「受験票・写真票・宛名票」を A4判コピー用紙(白色)に印刷してください

出願方法
⑤出願書類の入った封筒に「宛名票」を貼り、郵便局窓口で簡易書留郵便で期間内に郵送してください（二次選抜は持参）
⑥入学試験当日に「受験票・写真票」を切り離して持参し、「写真票」を提出してください
＊写真票には、出願 3ヶ月以内に撮影した志願者の顔写真(縦 4㎝×横 3㎝)を貼付してください
＊一旦納入した受験料は返還できません

インターネット出願(本校ホームページからの出願になります)
＊詳細は 11月以降、本校のホームページに掲載します
＊インターネットに接続できる環境がない場合は、事前に御連絡をいただければ、本校のパソコン・プリンターを使用で
きます

1．調 査 書（中学校で作成) 1．調 査 書（中学校で作成) 1．調 査 書（中学校で作成)

2．推 薦 書（中学校で作成）推薦者のみ

3．次の 1)～ 3)は該当者のみ

出願書類
1)特色推薦
活動を証明できる賞状や認定書等の写し
または本人の作文
作文のテーマ「高校生活への抱負」
600字程度(市販の原稿用紙)

2)帰国生徒推薦
海外での成績証明書

3)同窓生推薦は前もって御連絡ください

試 験 場 植草学園大学附属高等学校（JR千葉駅下車 徒歩 5分 京成千葉駅下車 徒歩 6分)

携 行 品 受験票・写真票・HBの鉛筆・消しゴム・上履き・昼食 (前期選抜試験Ｂ及び二次選抜試験は昼食無し)

普通科：英語(リスニング含)・国語・数学 普通科・英語科とも 普通科・英語科とも
各 50分 100点、マークシート方式、
面接(本人のみ) 英語・国語・数学 英語・国語・数学

試験内容
3教科で 60分 150点満点、記述式 3教科で 60分 150点満点、記述式

英語科：英語(リスニング含)50分 130点 面接(本人のみ) 面接(本人のみ)
国語・数学各 50分 85点、 英語科は英語面接含む 英語科は英語面接含む
傾斜配点、マークシート方式、
面接(本人のみ)英語面接含む

出願期日 令和 ２年１２月１７日(木)～ 令和 ３年 １月１５日(金)～ 令和 ３年 ３月 ５日(金)～
令和 ３年 １月１２日(火)１７時必着 令和 ３年 １月２５日(月)１７時必着 令和 ３年 ３月 ８日(月)１６時必着

試 験 日 令和 ３年 １月１８日(月) ８時～ 令和 ３年 １月２７日(水) ８時５０分～ 令和 ３年 ３月 ９日(火) ８時５０分～

令和 ３年 １月１９日(火)１６時 令和 ３年 １月２７日(水)１６時 令和 ３年 ３月 ９日(火)１３時
合格発表

本校ホームページ・合格発表用サイトにて発表します(合格通知の配付はしません） 当校の事務窓口にて発表します
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前期選抜試験Ａ 前期選抜試験Ｂ 二次選抜試験

期 日 令和 ３年 １月１９日(火)１６時～ 令和 ３年 １月２７日(水)１６時～ 令和 ３年 ３月 ９日(火)１３時～
令和 ３年 １月２０日(水)２３時まで 令和 ３年 １月２８日(木)２３時まで 令和 ３年 ３月 ９日(火)１５時まで

第一希望受験者は全額(150,000円)を期日までに納付してください 全額(150,000円)を期日までに
入 学 金 併願受験者は一次金(50,000円)を期日までに納付してください 納付してください

入学手続 なお、併願受験者の二次金(100,000円)は千葉県公立高等学校の合格
発表後の３月６日(土)２３時までに、納付してください

納入方法
合格発表サイトから入学金決済サイトに進み、必要事項を入力後、 当校の事務窓口にお持ちください
入学手続時納付金(入学金)の支払い方法を選び、上記の入学金を納付
してください

◇期日までに納付しない場合は合格資格を取り消します ◇手続後の納付金は返還できません

上記入学手続のほか、入学式前日までに、施設費、4月分の授業料、教科書代、教材費等、修学旅行積立頭金など納付金
の費用がかかります

＊令和 3年度 毎月の納入金(予定)

授業料等
合計 38,200円 (授業料 33,000円 教育充実費 3,000円 生徒会費 1,000円 PTA会費 1,000円 同窓会費 200円)

その他の
費用 〈その他〉

＊修学旅行費は、2年次まで別途徴収します
＊特進コースは、講座費を別途徴収します
＊英語科は、1年次のみ英語キャンプ費を別途徴収します

＊家庭の教育費負担を支援する国の「就学金支援制度」や県の「授業料減免事業補助金」により、授業料の軽減や無償
となる対象世帯の範囲も広がっています

入学説明会
令和 ３年 ３月１３日(土) ９時～ (本人・保護者同伴)
＊中学校の行事等で参加できない場合は、事前に御連絡ください

転科・転コース判定（チャレンジ受験）について

普通科普通コースに出願した者で、英語科または普通科特進コースへの転科・転コース判定を希望する場合は、選抜試験の成績で、

転科・転コースの判定を受けることができます（英語科への転科判定希望者は、英語面接含みます）

出願時に、転科・転コース判定の希望の有無を選択してください

なお、転科・転コース判定で、英語科または普通科特進コースに合格した場合は、普通科普通コースの判定は行いません

前期選抜試験Ａの日程 前期選抜試験Ｂ及び二次選抜試験の日程

８：００～ ８：１５ 出欠席確認 (写真票提出） ８：５０～ ８：５５ 出欠席確認 (写真票提出）

８：１５～ ８：２５ 注意伝達 ８：５５～ ９：００ 注意伝達

８：２５～ ８：４５ 面接カード記入 ９：００～ ９：１５ 面接カード記入

８：４５～ ８：５０ マークシート記入説明 ９：１５～１０：１５ 学力試験 (英語・数学・国語)

８：５０～ ９：４０ 英 語 １０：２０～１０：２５ 面接説明

１０：００～１０：５０ 国 語 １０：３０～ 面 接 (５分～１０分程度）

１１：１０～１２：００ 数 学 ＊面接の終了時間は人により異なります

１２：００～１２：１５ アンケート記入

１２：１５～１３：００ 昼 食（検査室内）

１３：００～１３：０５ 面接説明

１３：１０～１５：００ 面 接（５分～１０分程度）

＊面接の終了時間は人により異なります
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特待生推薦（学業）について

普通科特進コース又は英語科第一希望者であり、通常の中学校生活を送り健康で人物的に優れ、旺盛な向学心を持つ者が対象
です

中学校 3学年の 5教科(国語・社会・数学・理科・英語)の成績により、次の特待生の区分があります
（１）特待生Ｓ 5教科の評定合計が1・2学期いずれも24以上
（２）特待生Ａ 5教科の評定合計が1・2学期いずれも23以上
（３）特待生Ｂ 5教科の評定合計が1・2学期いずれも21以上

なお、2学期制の場合は、5教科の評定合計が前期・後期半ばまでのいずれもの数値です

〈特典〉
（１）入学時納付金のうち、入学金免除
（２）入学時納付金のうち、施設費免除
（３）毎月の納入金のうち、教育充実費免除
（４）授業料相当額の奨学金を支給

＊特待生Ｓは（１）（２）（３）（４）
＊特待生Ａは（２）（３）（４）
＊特待生Ｂは（２）（４）

特待生Ｂについては、前期選抜試験Ａの成績がスカラシップの合格点以上であれば（３）の教育充実費も免除します

＊ 2年次以降も原則的には継続しますが、別途規程により審査します
＊その他、特待生推薦（スポーツ）についての詳細はお問い合わせください

スカラシップ（奨学金）について（受験者全員に対して判定します）

本校第一希望者、併願者を問わず、健康で人物的に優れ、旺盛な向学心を持つ者のうち、前期選抜試験Ａの成績が特に優秀な者
に対して奨学金を支給する制度です

〈スカラシップの判定〉
前期選抜試験Ａの受験者全員〔普通科(普通コース・特進コース)、英語科〕に対して判定します
＊ただし、特待生推薦受験者のうち特待生Ｓ・Ａを除きます

〈結果通知〉
スカラシップの対象になった者にのみ、合格発表の際に通知します

〈特典〉
（１）入学時納付金のうち、施設費免除
（２）毎月の納入金のうち、教育充実費免除
（３）授業料相当額の奨学金を支給

＊ 2年次以降も原則的には継続しますが、別途規程により審査します

特色推薦（普通コース・英語科）について

本校第一希望者(普通コース・英語科)であり、健康で人物がまじめで将来に期待でき、本校のよさを理解して学習活動及び
諸活動に積極的に取り組む意欲が強く、中学校在籍中の活動又は高校入学後の活動意欲等が次のいずれかに該当する場合です
（科・コースにより成績の基準が異なります）

（１）スポーツ活動、文化活動を継続的に行い、各種大会、コンテスト、展覧会等に出場・出展し、顕著な成績を収めた者
（２）英語コミュニケーション能力に優れている者(本校主催の中学生英語発表会入賞者など)または、英語検定 3級以上取得者

なお、英語科は英語検定準 2級(一次合格者)以上取得者が望ましい
（３）生徒会活動を積極的に行い、リーダーシップを取った者
（４）福祉に関心があり、ボランティア活動を継続的に行っている者
（５）高校生活における諸活動(スポーツ活動、文化活動、生徒会活動、ボランティア活動等)に積極的に参加する意欲があること

または入学後、各種資格取得を目指している者

〈出願書類〉
（１）～（４）については、本人の活動を証明できる賞状や認定証等の写し
（５）については、本人の作文 テーマ「高校生活への抱負」600字程度(市販の原稿用紙)

学校法人植草学園

植草学園大学附属高等学校

〒 260-8601 千葉市中央区弁天２－８－９

TEL０４３－２５２－３５５１ FAX０４３－２５６－９５０１
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