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生 徒 募 集 要 項

入試区分

２月１日（水） ２月２日（木） ２月４日（土）
午
前

進学クラス
入試１次

適性検査
入試

進学クラス
入試２次

難関進学クラス
入試３次

午
後

難関進学クラス
入試１次

難関進学クラス
入試２次

募集定員 
男女140名 40名 30名 30名 15名 15名 10名
特待生制度 上位15名 上位15名 成績優秀者 成績優秀者

スライド合格 あり 成績別に
各クラスへ合格 あり あり あり あり

出願期間
（web）

１月６日（金）
  9：00
～

１月31日（火）
17：00

１月６日（金）
  9：00
～

１月31日（火）
17：00

１月６日（金）
  9：00
～

２月１日（水）
14：00

１月６日（金）
9：00
～

２月２日（木）
8：00

１月６日（金）
  9：00
～

２月２日（木）
14：00

１月６日（金）
9：00
～

２月４日（土）
8：00

※web出願について、ネット環境等により出願に困難が生じましたら、本校事務窓口でも対応いたしますので、ご相談ください。
（日曜日・祝日を除く9：00〜17：00）� TEL 045-581-6325
※２月２日（木）・２月４日（土）は7：30より窓口対応をいたします。

受験料 20,000円 （同時出願の場合は、20,000円で複数回 最大５回の受験ができます）

試
　
験

試験会場 本校 （持ち物：受験票・写真票（学校提出用）・筆記用具　※上履き不要）

集合 8：30 15：00 8：30 15：00 8：30

科目 ２科／４科選択 ２科 ２科／４科選択 ２科／４科選択 ２科／４科選択
１科（算数）／
２科／３科／
４科選択

試験時間
各45分
100点満点

社会・理科は
合わせて

45分・各50点

国語
  8：40〜  9：25

適性検査
  8：40〜  9：25

国語
15：10〜15：55

国語
  8：40〜  9：25

国語
15：10〜15：55

算数
  8：40〜  9：25

算数
  9：40〜10：25

算数
  9：40〜10：25

算数
16：10〜16：55

算数
  9：40〜10：25

算数
16：10〜16：55

国語
  9：40〜10：25

社会・理科
10：40〜11：25

社会・理科
17：10〜17：55

社会・理科
10：40〜11：25

社会・理科
17：10〜17：55

社会・理科
または英語

10：40〜11：25

web発表 当日 
16：00〜18：00

当日 
20：00〜22：00

当日 
21：30〜23：30

当日 
16：00〜18：00

当日 
21：30〜23：30

当日 
16：00〜18：00

掲示発表 当日 
16：00〜18：00

２月２日（木） 
  9：00〜11：00

２月２日（木） 
  9：00〜11：00

当日 
16：00〜18：00

２月３日（金） 
  9：00〜11：00

当日 
16：00〜18：00

合格証交付 合格者には掲示発表後、本校事務窓口で「受験票」を確認の上、「合格証」をお渡しいたします。
※受付時間9：00〜17：00（日曜日を除く）

手
続
き

期間 本校各試験の合格発表日〜２月10日（金）
※受付時間9：00〜17：00（日曜日を除く）

場所 本校経理窓口

納入

※合格発表の時間は多少前後することがあります。
※合否は本校のホームページよりご確認いただけます。また、掲示発表でもご確認いただけます。
※お電話による合否の問い合わせにはお答えできません。

「合格証」をご用意の上、「入学金」200,000円を現金にて納入してください。 
※入学を辞退される場合、合格証交付時にお渡しする「入学辞退届（本校指定・FAX利用）」をご提出ください。
※一旦提出された書類及び納入金はお返しいたしません。



入 学 試 験 の 特 色

■進学クラス入試では複数回受験生の優遇制度があります
進学クラス入試を２回とも受験した場合、各科目でより高い得点を、合格判定の得点として採用します。

■進学クラス入試・難関進学クラス入試の合否判定
２科目受験生と４科目（３科目）受験生の国語と算数の合計点上位者から、合格者数の75％程度を決定します。
残りの約25％は、４科目（３科目）受験生でまだ合格と判定されていない受験生の中から、４科目（３科目）の合計
点順に合格を出します。
１科目（算数）受験生は得点に応じて合格を出します。

■適性検査入試の合否判定
得点に応じて進学クラスまたは難関進学クラスの合格を出します。

■スライド合格の制度があります
難関進学クラス入試において難関進学クラスの合格点に満たなかった場合でも、相応の点数が取れている場合は、
進学クラス合格とします。また、進学クラス入試においても、相応の点数が取れている場合は、難関進学クラス
合格とします。

入 学 後（ 1 年 次 ）の 費 用
＊�入学後、授業料（￥420,000）・施設費（￥200,000）・施設維持費（￥108,000）・教育充実費（￥48,000）・� �
諸会費（￥39,600） 合計￥815,600（年額）を納入していただきます。
＊上記費用のほかに学年費（学年預り金）を納入していただきます。

１．�授業料・施設維持費・教育充実費は毎月払い・年一括払いのどちらかを選択していただきます。� �
初回のみ銀行振込、２回目より銀行口座引落しとなります。

２．�授業料等校納金は在学中に改定される場合があります。

特 待 生 制 度（ 1 年 次 ）
難関進学クラス入試１次において４科受験生の上位15名、適性検査入試において上位15名を特待生とします。
難関進学クラス入試２次・難関進学クラス入試３次において、４科・３科受験生の成績優秀者を特待生とします。

※２年・3年次は新たに審査し、成績等により奨学生制度の適用を受けることができます。

976,000円 620,000円
入学金+授業料

310,000円
入学金（半額）+授業料（半額）入学金+施設費+授業料+

施設維持費+教育充実費免除となる
内容と金額

種類 1号特待 2号特待 3号特待

在学中の学業が優秀であり、人物・品行等が良好な生徒に対して「授業料全額免除」または
「授業料定額又は一部免除」になる制度があります。

※上記各奨学生は年度ごとに審査を行います。

■奨学生制度（２年・３年次）

本校奨学生制度

規程に基づき、中学3年・高校3年に在籍する生徒に奨学金を支給する制度があります。総持学園大本山總持寺
奨学生制度



出願時にお預かりした個人情報は引き続き入学後の諸手続きに係わるものに限り使用いたしますことを 
ご了承ください。なお、他の目的には使用いたしません。

個人情報の取り扱いについて

★ システム・操作に関するお問い合わせは、miraicompass（ミライコンパス）の出願サイトログインページ
画面下部の「お問合せ先」をご確認ください。

●出願手続き方法

本校ホームページ 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のバナーを設置します。
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。

出願サイトはこちらから　➡➡➡➡➡

ユーザーID登録
メールアドレスをユーザー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。
※既にID登録済みの方は、再度登録する必要はありません。

出願開始 志願者情報の入力、顔写真の登録、出願入試日程の選択をしてください。
全ての項目入力後は訂正がないか必ずご確認ください。

受験料の支払い
受験料のお支払いは、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。本校でのお支払いは一切できません。
なお、お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

支払い完了メール
自動送信

受験料のお支払い完了後、ユーザーID登録されましたメールアドレス宛に
支払い完了メールが届きます。
※受験料お支払い後の返金等は一切できません。

受験票印刷 出願サイトから受験票の印刷が可能となりますので、
ご自宅またはコンビニエンスストア等で印刷してください。（A4サイズ・白色の紙）

受験日当日
受験票と写真票（学校提出用）をお持ちの上、来校してください。
※ 受験票は本校から発送しません。必ずご自宅またはコンビニエンスストア等で   
印刷していただき、写真票（学校提出用）とともに受験日当日お持ちください。

合格発表
（web・掲示）

合格発表サイトで案内される「IDとパスワード」にて、合否を確認することができます。
掲示発表も併せて確認をしてください。
合格者には掲示発表後、本校事務窓口で「受験票」を確認の上、「合格証」をお渡しします。

・新入生オリエンテーションは2月18日（土）14：00からを予定しています。
・新型コロナウイルス感染等の理由により本校を受験できなくなった場合はご相談ください。

●web出願について
■平日・土・日・祝日24時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払いが可能です。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

w e b 出 願 入試について


