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埼玉平成中学校 令和４年度 入学試験要項
１

募集人数

男・女 計７５名

２

出願資格

○令和４年３月３１日に小学校、または同等の教育機関を卒業見込みの者。
○本校の建学の精神に賛同し、学校の教育活動に意欲的に取り組むことのできる者。

３

入試の種類と日程等

◇【２科・４科入試】
試 験 回

第 1 回（午前）

第２回

第３回

専願・一般

試験種別
募集定員

４０名

１５名

若干名

試 験 日

令和４年１月１０日（月・祝）
８：４５集合

令和４年１月１５日（土）
８：４５集合

令和４年２月５日（土）
８：４５集合

①本校（埼玉平成中学校）
②所沢（くすのきホール ８Ｆ）
③大宮（ソニックシティ ４Ｆ
市民ホール）

①本校（埼玉平成中学校）
④所沢（日東会館）

①本校（埼玉平成中学校）

試験会場

※第１回入試（午前）と（午後）両方を出願する場合、本校会場以外は選択できません。
※専願入試は本校会場のみです（会場までの案内図は９ページにあります）
専

願

２科（国語、算数） 及び 個人面接（受験生のみ）
国語、算数（各４５分・各１００点）
、面接（１０～１５分）

一

般

２科（国語、算数） または ４科（国語、算数、社会、理科）を選択
国語、算数（各４５分・各１００点）
、社会・理科（計４５分・各５０点）
※第３回入試は、２科（国語・算数）のみ（各４５分・各１００点）

試験教科

(時間･配点)

インターネット出願

令和３年１２月１３日（月）～

期間
令和４年１月７日（金）まで

令和４年１月１４日（金）まで

令和４年２月４日（金）まで

出

２５，０００円（最大６回まで同時出願可）
願

検定料

合
格
発
表

※複数回同時出願する場合も２５，０００円です。ただし、一度出願後に再度出願する場合は、
あらためて２５，０００円が必要となります。
※お支払いは、クレジットカード決済、コンビニエンスストア、ペイジーから選択してください。
なお、お支払いには別途手数料がかかります。
※一旦納入された受験料の返金はできませんのでご注意ください。

インター
ネット

令和４年１月１１日（火）
９：００～

令和４年１月１５日（土）
１６：００～

令和４年２月５日（土）
１３：００～

郵送

令和４年１月１１日（火）
午前発送

令和４年１月１５日（土）
夜発送

令和４年２月５日（土）
夜発送

令和４年１月１１日（火）
～１月１４日（金）

令和４年１月１５日（土）
～１月１８日（火）

令和４年２月５日（土）
～２月８日（火）

入学手続

※延納希望者：令和４年２月５日（土）まで（一般入試のみ）
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※延納手続なし

◇【１科入試】

◇【ＳＴＥＭ入試】

第１回

試 験 回

第２回

第１回（午後）

専願・一般

試験種別
募集定員

５名

５名

１０名

試 験 日

令和４年１月１２日（水）
９：４５集合

令和４年１月２３日（日）
９：４５集合

令和４年１月１０日（月・祝）
１３：４５集合

本校（埼玉平成中学校）

試験会場

専

願

１科＜英語、国語、算数から選択＞（４５分・１００点）
及び
個人面接（受験生のみ １０～１５分）

ＳＴＥＭ＜基礎的なプログラミング＞
及び
（６０分・１００点）
個人面接（受験生のみ １０～１５分）

一

般

１科＜英語、国語、算数から選択＞（４５分・１００点）

ＳＴＥＭ＜基礎的なプログラミング＞
（６０分・１００点）

試験教科

(時間･配点)

インターネット出願

令和３年１２月１３日（月）～

期間
令和４年１月１１日（火）まで
出

令和４年１月７日（金）まで

２５，０００円（最大６回まで同時出願可）

願

検定料

合
格
発
表

令和４年１月２２日（土）まで

※複数回同時出願する場合も２５，０００円です。ただし、一度出願後に再度出願する場合は、
あらためて２５，０００円が必要となります。
※お支払いは、クレジットカード決済、コンビニエンスストア、ペイジーから選択してください。
なお、お支払いには別途手数料がかかります。
※一旦納入された受験料の返金はできませんのでご注意ください。

インター
ネット

令和４年１月１２日（水）
１６：００～

令和４年１月２３日（日）
１６：００～

令和４年１月１１日（火）
１３：００～

郵送

令和４年１月１２日（水）
夜発送

令和４年１月２３日（日）
夜発送

令和４年１月１１日（火）
夜発送

令和４年１月１２日（水）
～１月１５日（土）

令和４年１月２３日（日）
～１月２６日（水）

令和４年１月１１日（火）
～１月１４日（金）

入学手続

※延納希望者：令和４年２月５日（土）まで（一般入試のみ）

※各試験会場とも、ソーシャルディスタンスを十分確保しております。
４

出願方法
インターネット出願のみです。７ページの「インターネット出願手続きの流れ」をご覧ください。
※窓口・郵送出願はありません。

５

インターネット合格発表
受験票に合格発表サイトのＵＲＬを記載致します。また、試験当日、パスワード等を受験生にお
知らせ致します。

６

インターネット環境のない方
本校にて出願用のパソコンをご用意しております。あらかじめ電話連絡のうえ、ご来校ください。
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７

出願後の内容変更
出願後の「出願区分」
「延納区分」等、出願内容に関する変更は一切できませんのでご注意ください。

８

入学手続
（１）①本校の入学手続は、入学手続時納入金【入学金 25 万円、施設設備費 12 万円 合計 37 万円】
をインターネット入学金決済サイトを利用して納入していただくことによって完了致します。
「合格発表サイト」にログインし、
「入学金決済サイト」へアクセスしてください。
※詳細は８ページをご確認ください。
②特待生の入学手続きについて
Ａ 特 待 生：入学手続金はありません。
Ｂ・Ｃ特待生：入学金決済サイトを利用して入学手続時納入金【施設設備費 12 万円】を
納入してください。
※特待生入学者は、合格通知に同封の「特待生誓約書」に署名捺印のうえ、期間内に本校
までご郵送ください。
（２）手続期間内に手続きをされない場合は入学辞退とみなしますのでご注意ください。
（３）入学手続期間は、延納を希望しない方と希望する方で異なりますのでご注意ください。
（４）入学手続後、３月３１日までに入学を辞退された場合は、施設設備費【12 万円】のみ返金致し
ます。

（専願制度利用者は除く）

９ 延納手続（専願制度による受験者、２科・４科入試の第３回入試は延納できません）
２月５日（土）まで延納を希望する方は、出願の際に入学手続の延納選択欄で「延納を希望する」
にチェックをしてください。延納金、延納願は不要です。
出願時に延納希望をしていなかった場合は延納できませんのでご注意ください。
10

専願制度による受験
専願とは、本校を第一希望とし、合格した場合は本校に入学することを前提とした受験です。
専願による受験を希望する方は、必ず個別入試相談会に（受験生本人及び保護者一緒に）参加し、
専願受験をする旨申し出てください。
もし、受験を決定した時点ですべての個別入試相談会が終了していた場合は、本校までお申し出
ください。
※本校を第一希望とせずに受験する方は、一般入試を選択してください。

11

特待生合格
①各入試ごとに成績優良者を特待生として判定します。（出願時に申し込む必要はありません）
※ただし、ＳＴＥＭ入試では特待生判定を行いません。
②特待生として入学する場合、以下の初年度学納金を免除します。
・Ａ特待生【入学金 25 万円、施設設備費 12 万円、授業料(１年間)36 万円

合計 73 万円】

・Ｂ特待生【入学金 25 万円、授業料(１年間)の半額 18 万円

合計 43 万円】

・Ｃ特待生【入学金 25 万円

合計 25 万円】

③特待生認定は、１年間の認定になります。
※入学後は毎年全ての在校生を対象に、１年間の成績及び学業態度等を判断基準として次年度
の特待判定を行います。
（Ａ・Ｂ特待生）
※「10 専願制度による受験」をする方も同様に、成績優良者を特待生として判定します。
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12

繰り上げ合格
入学手続の状況によって、順次繰り上げ合格を出す場合があります。その際は直接電話にて連絡
致します。

13

複数回出願者の合格後の受験について
入学試験に合格した場合、それ以降の試験に出願していても受験することはできません。ただし、
受験時に前回の試験結果がまだ発表されていない場合は除きます。

14

集合時間と時程
２科・４科入試

１科入試

ＳＴＥＭ入試

開

場

8：00

開

場

9：00

開

場

13：00

集

合

8：45

集

合

9：45

集

合

13：45

諸 注 意

8：45～ 8：55

諸 注 意

9：45～ 9：55

諸 注 意

13：45～13：55

国語(45 分)

9：00～ 9：45

10：00～10：45

ＳＴＥＭ

14：00～15：00

算数(45 分)

10：00～10：45

２科受験生解散

10：50

個人面接(注)

11：00～

（専願のみ）

(受験生のみ)

社会・理科※
（計 45 分）

11：00～11：45

４科受験生解散

選択科目
（英語、国語、算数）

一般受験生解散

10：50

一般受験生解散

15：05

個人面接(注)

11：00～

個人面接(注)

15：15～

（専願のみ）

(受験生のみ)

（専願のみ）

(受験生のみ)

11：50

※社会・理科の問題は同時配付致しますので、45 分間で２科とも解答してください。
（４科入試）
（注）個人面接は、順番や人数により終了時刻が異なりますので、予めご了承ください。
15 費用など
入学手続時納入金 【①入学金 25 万円 ②施設設備費 12 万円】
初年度納入金 【①授業料 36 万円 ②教育振興費 10 万円 ③維持費 2 万 4 千円
④旅行積立 24 万円 他】
学

院

債 【１口 10 万円「任意」
】

※特待生は、前項 11 の②に記載の学納金が免除となります。
※埼玉平成高等学校に入学する際は、別途費用がかかります。
※学納金詳細は、学校までお問い合わせください。
16

海外帰国生徒など
帰国条件、帰国時期等により、提出書類・入試日程等を考慮する場合がありますので、事前に本校
入試広報部までご相談ください。また、一家転住、特別なご事情のある場合もご相談承ります。

17

その他
入試当日のスクールバスの運行は致しません。
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受験上の注意
１

試験当日について
・持ち物
(a)受験票及び写真票
※受験票は試験終了後も保管しておいてください。特に複数回受験の場合、同一の受験票での
受験となりますので紛失しないようにしてください。
※複数回受験の場合、写真票の提出は初回受験時のみとなります。ただし、一度出願した後に
別の回を再度出願した場合は、出願ごとの初回受験時に写真票を提出する必要があります。
(b)鉛筆（シャープペンシル可）
(c)プラスチック消しゴム
(d)上ばき・靴袋（本校会場受験者のみ）
※当日、受験票・写真票を忘れた時は、受付係員に申し出てください。
※定規、コンパス、下敷は使用できません。蛍光ペンは使用しても結構です。
※腕時計等は使っても結構ですが、時間を計る機能のみのものとします。
※会場内での食事は原則禁止ですが、休み時間にサプリメント等をとるのは構いません。
※飲物が必要な場合は、水筒等をご用意ください。ただし、飲食に関しては休み時間のみと
致します。
・第１回入試本校会場で、午前及び午後（ＳＴＥＭ入試）の両方を受験する場合は、午前入試終了
後に一旦会場の外へ出ていただき、改めて午後入試の開場時間以後に入場していただくことにな
ります。ただし、保護者控室は使用可能ですので、昼食等の場所としてご利用ください。
・保護者控室があるのは本校会場のみです。他の会場にはありませんのでご注意ください。
・降雪等により交通機関に支障のある場合は、試験時程を遅らせる場合があります。
・一旦試験会場に入りますと、試験終了まで会場の外には出られませんのでご注意ください。
（付き添いの方は、試験会場に入ることはできません）
・病気、その他の理由で受験できない場合や、事故等で遅刻する場合は、必ず埼玉平成中学校へ電
話連絡してください。
・試験当日はスクールバスの運行はありませんのでご注意ください。
・試験に関する緊急の連絡事項がある場合は、本校ホームページ・ご登録のアドレス（mc 共通ＩＤ）
へメール配信にてお知らせ致します。
（ホームページアドレスは、表紙に記載してあります）

２

試験に関する問い合わせについて
・試験内容に関するお問い合わせは、埼玉平成中学校までお願いします。
くすのきホール、ソニック市民ホール、日東会館では試験に関するお問い合わせには一切応じら
れません。
・インターネット発表に関するご質問は、埼玉平成中学校までお問い合わせください。ただし、時
間帯あるいは内容によって対応できない場合がありますので予めご了承ください。
・合否等に関する電話等でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。
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新型コロナウイルス等感染症に係る受験上の注意

・試験当日は必ず不織布マスクの着用をお願い致します。なお、出席確認を行う際には、試験官
の指示に従い、マスクを一時的に外していただきます。
・試験会場は換気のため、適宜、窓や扉などを開けます。室温の高低に対応できる服装でお越し
ください。
・入場の際は、手指の消毒、検温を行っていただきます。
・以下に該当する方は、受験をご遠慮ください。
（１）発熱や風邪の症状、味覚・嗅覚に異常があるなど、新型コロナウイルス等の感染症に罹
患している疑いのある方
（２）新型コロナウイルスに罹患し、治癒していない方
（３）保健所から新型コロナウイルス感染者の「濃厚接触者」と判定され、外出の自粛を要請
されている方
（４）保健所や医師の指示によりＰＣＲ検査中で、受験日現在で結果が出ていない方
（５）試験当日からさかのぼって２週間以内に海外渡航歴がある方
➡上記理由により受験できなかった場合、該当理由がなくなった後に受験機会を設けますので、
学校までご相談ください。

※社会情勢により、入試に関する内容に変動が生じる場合がございますので、本校ホームページを
ご確認ください。
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インターネット出願手続きの流れ
●インターネット出願について
■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方法が選べます。
■システム・操作方法に関するお問い合わせは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へ
ご連絡ください。（24 時間対応）
※募集要項の内容に関するお問い合わせは、本校へご連絡ください。
●出願手続きの方法

本校ホームページ

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

ＩＤ(メールアドレス)登録

顔写真データ
アップロード

出願手続き開始日の１ヶ月前を目安に、本校ホームページ
に出願サイトのバナーを設置します。（URL は表紙に記載）

注）

出願情報入力

検定料支払方法選択

受験票印刷

入試当日

メールアドレスを ID として登録してください。すでに、
「mc 共通 ID」をお持ちの方、またはイベント予約をされた
方は、同じ ID をご利用ください。なお、緊急連絡時にもす
ぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。
写真店で撮影した受験生の顔写真データをアップロード
してください。(デジタルカメラ・スマートフォンで個人
撮影した写真も可。)
注）アップロードしない場合は、受験票印刷後に受験
票・写真票に受験生の写真(4ｃｍ×3ｃｍ)を貼付
してください。（無背景・無帽・カラー３か月以
内に撮影したものに限る）
志願者情報を入力し、入試日程等を選択してください。

検定料のお支払いは、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。
本校窓口でのお支払いはできません。なお、お支払いに
は別途手数料がかかります。
検定料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイ
トのマイページから受験票の印刷が可能となります。ご自
宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。
(Ａ４サイズ ヨコ 白い紙)
受験票および写真票をお持ちの上、来場してください。

●個人情報について
出願に際し記載された個人情報については、入試関連業務のみに利用します。また、法律に基づき
情報の適切な保護管理に努めます。
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インターネット入学金決済の流れ

※ペイジーは対応している金融機関ネットバンキングでも
支払可能

▼ご利用いただけるクレジットカード

▼ご利用いただけるコンビニ

▼ペイジーをご利用いただける金融機関ＡＴＭ
みずほ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・三井住友銀行・千葉銀行・ゆうちょ銀行・三菱ＵＦＪ
銀行・横浜銀行・関西みらい銀行・広島銀行・福岡銀行・親和銀行・東和銀行・熊本銀行・京葉
銀行・南都銀行・足利銀行・七十七銀行・ＪＡバンク
※ペイジー（Pay-easy）操作方法の詳細については https://www.pay-easy.jp/ をご覧ください。
▼ペイジー（ネットバンキング）での支払い
ペイジー対応金融機関ネットバンキングの手順・画面に関しては各機関で違いがあります。ネッ
トバンキングの手順・画面に関するお問い合わせは、各金融機関へお問い合わせいただきます
ようお願い致します。

■入学手続時納入金の納入には、別途手数料がかかりますのでご了承ください。
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試験会場までの案内図
【２科・４科入試】
【１科入試】
【ＳＴＥＭ入試】
〈専願・一般〉試験会場

【２科・４科入試】第１回〈一般〉試験会場

【２科・４科入試】第１回〈一般〉試験会場

【２科・４科入試】第２回〈一般〉試験会場
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学校法人
山口学院

埼玉平成中学校

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原 375
電話 049(294)8080／FAX 049(294)8050

http://www.saitamaheisei.ed.jp/

