◆入試に関する制度
①牧師・教会推薦制度

キリスト教信者または求道者で、本校のキリスト教活動に積極的に参加する意志があり、牧師または教会
が推薦し、本校を第一志望とする者。
（推薦書と入学時に誓約書が必要）

②英語力に関する優遇制度

◇帰国子女、留学生等で、高い英語力を有する者。
（現地校での就学状況や英語の実力が分かる資料等
の写しが必要）
◇実用英語技能検定準２級以上を取得している者。
◇本校主催の
「中学生英語朗読コンテスト」
で、決勝大会まで勝ち進んだ者。
◇英語に関する公的な大会において顕著な成績を収めた者。
（賞状等の写しが必要）

入学試験に
関する
優遇制度

③スポーツ強化生制度

本校の定めるスポーツの技能が優秀で、
かつ学業及び生活態度が良好であり、
中学校長の推薦がある者。
（中学の部活顧問を通した中学校長の推薦書と、入学時に誓約書が必要）

④スライド合格制度

総進文理コース、特進文理コースに合格し、入学試験の成績が特に優秀であった場合、特進文理コース
及び特進選抜コースへの振替入学の資格を付与する。

⑤自己推薦制度

平成２８年度

千葉英和高等学校
生徒募集要項

学業、
スポーツ及び資格技能等で特に秀でた能力や実績を有する者。
（学業成果や技能を評価し得る証
明書、大会実績の資料や推薦人の推薦書等が必要。事前に入試広報センターに問い合わせること。）

⑥その他の優遇制度

本校卒業生子弟、在校生弟妹で、総進文理コースまたは英語科を第一志望とする者。

①特別奨学金制度

納入金に
関する
優遇制度

学業において特に成績優秀な者を特待生とし、特別に奨学金を給付する。給付額は授業料を含む納付金
の一部または全額。
ただし、授業料に相当する額は高等学校就学支援金及び授業料減免等を差し引いた
金額。
（入学時に誓約書が必要。
１年次は入学試験の成績を基に判定し、原則として１年ごとに審査する。）

②牧師子女授業料助成制度

牧師子女であり、本校のキリスト教活動に積極的に参加する意志がある場合、毎月の授業料を助成する。
ただし、高等学校就学支援金及び授業料減免等を差し引いた金額。
（入学時に誓約書が必要）

③スポーツ特待生制度

本校で定めるスポーツの技能が特に優秀な者をスポーツ特待生とし、奨学金を給付する
（野球部は5名
以内）。給付額は授業料を含む納付金の一部または全額。
ただし、高等学校就学支援金及び授業料減免
等を差し引いた金額。
（入学時に誓約書が必要）

◆備

考
入学後の納入金
生徒納付金（月額）

授業料等

授業料
教材・冷暖房費
維持費
施設設備費
その他

預り金諸費（月額）
28,000円
4,000円
4,500円
7,000円

給食費
修学旅行積立金
後援会費

7,560円
10,000円
300円

PTA会費 14,400円
（年額）、学年費積立金 25,000円
（年額）
後援会入会金 100円、新入生宿泊研修費 31,000円
（初年度）

＜注意＞ ※納入金の内容は、予定であり変更される場合がある。

※授業料については、高等学校就学支援金制度及び授業料減免制度が適用される。

問い合せ先

千葉英和高等学校

入試広報センター

〒276-0028 千葉県八千代市村上709番地1
TEL.047（484）5141
http : //www.ceh.ed.jp/

千葉英和高等学校

◆募集概要
募集人員

入学試験日

出願区分

出願資格

平成２８年度 千葉英和高等学校 生徒募集要項
●全日制普通科
●全日制英語科

360名（男女計）
40名（男女計）

●第一志望受験
●併願志望受験

平成28年1月17日
（日）
平成28年1月17日
（日）
平成28年1月18日
（月）

※普通科各コースごとの内訳

総進文理
特進文理
特進選抜

◆入学試験

160名
160名
40名

試験科目
※併願志望者はいずれかの日を選択すること。

※試験はマークシート方式。
[注 ] *1 イングリッシュ-リスニングテストは、実用英語技能検定３級一次試験リスニングテストに準ずるテスト。
*2 英語科の個人面接は、簡単な英語による質問も含まれる。

●第一志望受験 本校を第一志望とし、合格した際には必ず本校に入学する者。
●併願志望受験 他校を第一志望とし、本校を併願で志望する者。
以下の条件を全て満たすこと。
（各学科・コースに共通）
（１）
中学校卒業者及び平成28年３月中学校卒業見込みの者。
（２）本校で学ぶにふさわしい基礎学力を有し、人物・活動とも優れている者。
（３）
出席状況良好である者。

【 持参するもの 】

●受験票（写真票と同一の写真を貼付したもの。）
●筆記用具（ＨＢ以上の黒鉛筆またはシャープペンシル、
プラスチック消しゴム。
）
●上履、靴袋、昼食

受験心得

※特進選抜コースを志望する場合は、国公立四年制大学をめざす者であること。

◆出

受験料

平成27年12月15日
（火）8：00 〜 平成28年1月8日
（金）13：00

（受験料の支払いも出願期間内に済ますこと）

※提出書類の送付期限は、平成28年1月8日の消印まで有効。

20,000円（第１日目、第２日目とも出願する場合は40,000円）
インターネット出願のみとする。
出願方法等については、
出願サイト内で確認すること。
出願手順の概略は以下の通り。
ID（メールアドレス）登録
出願情報入力
受験料支払

出願方法

1.本校ホームページから出願サイトに移動し、ID（メールアドレス）
を登録する。

◆発

3.支払方法を選択し、
クレジットカード、
コンビニ、ATM等で支払う。
支払完了メールを確認する。

受験票等の印刷

4.マイページから、受験票、写真票、宛名票を印刷する。

提出書類の送付

5.調査書及び、写真票（受験票と同一の写真を貼付したもの）
を、本校宛てに
送付する。簡易書留で郵送すること。

合格発表

◆手

入学手続書類
の受取り

提出書類

●写真は上半身、正面、脱帽で、3か月以内に撮影したもの。
●縦40ｍｍ 横30ｍｍで、
カラーであること。

※写真の裏面に、必ず本人氏名を記載してから全面糊付けして貼ること。

送付方法

必ず封筒に宛名票を貼って、受験生本人が、簡易書留で郵送すること。
送付用封筒はなるべく角2サイズ
（A4が折らずに入る大きさ）
を使用すること。

＜注意＞ ※中学校からの取りまとめ送付は受け付けない。
※書類提出の窓口受付はしない。

平成28年1月19日
（火）8：00〜

平成28年1月19日
（火）9：30〜12：00（合格発表当日）

※合格者は必ず上記の指定した時間に入学手続き書類を受け取りに来ること。
※スライド合格制度及び、特別奨学金制度の結果通知は、手続き書類に同封する。合否サイトでは確認できない。
※入学手続き書類受け取りの際は、受験票の提示が必要なので持参すること。

（１）入学手続時納入金
入学手続時納入金を下記の納入期限までに全額納入すること。
入学手続時納入金額
項 目

【 パソコン・プリンターの窓口対応期間 】
平成28年1月5日
（火）、6日
（水）、7日
（木）13：00〜１7：00

調査書 1通 （公立高校提出用と同一様式のものとする。）
写真票 1通 ●受験票と同一の写真を貼付する。

インターネットによる発表

※入学試験日に通知する合否サイトで発表する。
※校内掲示はしない。合否通知は手続き書類に同封する。
※合否について、電話での問い合わせには対応しない。

続

※パソコン、
プリンターを使用する環境にない場合は、下記の期間、本校でも対応するが、
できるだけ親戚・知人から借りるか、
公共サービスの利用をお勧めする。
（来校の必要があり、待ち時間ができる可能性もあること、合格発表や入学手続時納入
金納入時にも利用することから。）

（事前に本校入試広報センターに問い合わせること。）

【 注意事項 】

表

※イベント等で登録済の場合はそのIDを使用できる。

2.登録したIDでログインする。
（マイページが表示される。）
手順に従って必要事項を入力する。

※計算機機能のついた時計、携帯電話等は持込み禁止。
コンパス･分度器使用不可。

●体調不良、傷病等で保健室利用等の対応が必要な場合はあらかじめ連絡すること。
●インフルエンザ等の場合は中学校を通して連絡すること。
●出願辞退や当日欠席の場合は、本校に連絡すること。
●当日は、京成勝田台駅より直通バスを運行する。
（片道200円)

願

出願期間

平成28年1月17日
（日）、18日
（月）共通 両日とも8：50集合
普通科 ： 国語・英語・数学（各50分）及び個人面接（本人のみ）
英語科 ： 国語・英語（各50分）
・イングリッシュ-リスニングテスト
（30分）*1
及び個人面接（本人のみ）*2

金

額

入学金

100,000円

施設充実費

212,000円

計

312,000円
※支払方法はインターネットで選択する。

入学手続

納入期限
第一志望者：1月20日
（水）15：00まで
（入学手続時納入金全額312,000円）
併願志望者：1月20日
（水）15：00まで
（入学延納金40,000円）
３月 ７日
（月）15：00まで
（入学手続時納入金の未払い分272,000円）
※一旦納めた納入金は、
いかなる理由があっても返還しない。

（２）手続き書類の提出
本人及び保護者同伴で下記に指定した日に来校の上提出する。
第一志望者
併願志望者

2月13日
（土）
3月 5日
（土）、6日
（日）、7日
（月）

※受付時間等入学手続きの詳細については、合格発表時の手続書類にて通知する。

