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　「人生は芸術なり」の校訓のもと、すべての生徒の夢の実現のために、確かな学力、豊かな人
間性、強い意志、洞察力などの能力や資質を伸ばすことを教育活動の基本にすえています。

● 教育目標 
　知・徳・体の調和がとれ、リーダーたる資質・能力を身につけた、国際社会に貢献できる人材
の育成

● 目指す生徒像
◆夢の実現のため、向上心を持って地道に勉学に励む生徒
◆高い英語能力を身につけ、社会のリーダーとして、国際社会での活躍を目指す生徒
◆多様な意見を尊重し、自分や他人を大切にできる生徒

　人生は唯一無二のものであり、それだけで芸術である。
　真っ白いキャンバスに絵を描くように、生徒一人ひとりが自分自
身を活き活きと表現して欲しい、という願いが込められています。

校訓



2023年度　募集要項

募集人員

試験会場

入試区分

入学試験日

出願資格

出願期間

出願書類

入学試験料

払込期間

合格発表

入学手続き

入試日程

７０名

晃英館中学校

専願入試

令和４年１２月１８日（日）

令和４年１２月１２日（月）～令和４年１２月１５日（木）

１５,０００円

令和４年１２月５日（月）～令和４年１２月１５日（木）

①令和５年３月小学校卒業見込みの者
②大学進学に向けて高い志を持ち、６年間継続して本校で学ぶ意志のある者
③得意なこと（学習、スポーツ、文化活動、その他）あるいは資格
 （英検、漢検、数検、珠算、習字、その他）を有し、それをアピールできる者
④本校を第一志望とし、合格した場合、必ず入学する者

①入学願書（Web出願）
②入学確約書
③通知表の写し（１学期末または前期末）
※②③は、受験当日提出してください。

令和４年１２月２２日（木）１０：００
合格発表専用ページで発表
入試結果は合格発表ののち、本人宛に郵送

令和４年１２月２３日（金）～令和４年１２月２７日（火）
本校事務室９時～１７時
※土日は除く

受　付　８：００ ～８：３０
諸注意　８：３０ ～８：４０
作　文　８：５０ ～９：２０
面　接　９：４０ ～
※終了次第各自解散



入試区分

入学試験日

出願資格

出願期間

出願書類

入学試験料

払込期間

合格発表

入学手続き

入試日程

一般入試

①令和５年３月小学校卒業見込みの者
②大学進学に向けて高い志を持ち、６年間継続して本校で学ぶ意志のある者

Ａ日程

令和５年１月８日（日）

Ｂ日程

令和５年１月２８日（土）

令和５年１月１１日（水）１０：００ 令和５年１月３１日（火）１０：００

合格発表専用ページで発表
入試結果は合格発表ののち、本人宛に郵送

本校事務室 9時～17時
※土日は除く

令和４年１２月２２日（木）
　～令和４年１２月２７日（火）

令和４年１２月１５日（木）
　～令和４年１２月２７日（火）

令和５年１月２３日（月）
　～令和５年１月２６日（木）

令和５年１月２３日（月）
～令和５年１月２７日（金）

令和５年２月３日（金）
～令和５年２月７日（火）

令和５年１月１６日（月）
　～令和５年１月２６日（木）

①入学願書（Web出願）
②通知表の写し
（２学期末または前期末）
※②は、受験当日提出してください。
※専願入試合格者は①②ともに不要です。

①入学願書（Web出願）
②通知表の写し
（２学期末または前期末）
※②は、受験当日提出してください。
※②は、A日程を受験した者は不要です。

１５,０００円
（専願入試出願者は不要）

１５,０００円
（専願入試またはＡ日程出願者は不要）

【３教科型】
国語（100点） 8：50～ 9：40
算数（100点） 9：55～10：45
英語（ 50点）11：00～11：30

【４教科型】
国語（100点） 8：50～ 9：40
算数（100点） 9：55～10：45
理科（ 50点）11：00～11：30
社会（ 50点）11：45～12：15

受　付　８：００ ～８：４０
諸注意　８：４０ ～



◎専願入試
（１）合格した場合、必ず入学すること。出願にあたって入学確約書を提出していただきます。
（２）面接は、「自分ががんばってきたこと」、「自分の得意なこと」についての発表を中心とします。
　（３） 「自分ががんばってきたこと」、「自分の得意なこと」について、出願時に該当欄に入力してください。
（４）専願入試合格者は、必ず一般入試Ａ日程を受けてください。一般入試Ａ日程の試験の得点は奨学生制
　　度の判定のみに用います。一般入試Ａ日程の試験の得点によって専願入試の合格が取り消されることは
　　ありません。受験の手続きや受験料は必要ありません。

◎一般入試
（１）Ａ日程、Ｂ日程ともに、３教科型（国語・算数・英語）か４教科型（国語・算数・理科・社会）のい
　　ずれかを選択して受験してください。
　　　合格判定は、３教科型と４教科型で別々に行います。
（２）Ａ日程、Ｂ日程ともに、国語（５０分；１００点）・算数（５０分；１００点）・英語（３０分；５０点）
　　理科（３０分；５０点）・社会（３０分；５０点）で試験を行います。

◎帰国生
　海外在住状況等の確認をさせていただきますので、下記に個別にお問合せください。
　e-mail : 2023nyushi@koeikan.ed.jp （入試広報） 

◎出願手続き
１．入学試験料
（１）払込は、必ず募集要項に付属している「払込取扱票」をご利用ください。
（２）「振替払込受付証明書またはご利用明細票」を写真に撮ってください。
　※再受験の場合は、入学試験料の払込みは必要ありません。
２．Web出願
（１）「志願者」の写真と「振替払込受付証明書またはご利用明細票」の写真をアップロードできるように
　　準備してください。
　　※「志願者」の写真と「振替払込受付証明書またはご利用明細票」の写真はスマートフォンで撮影した
　　もので構いません。
（２）本校ホームページ（https://www.koeikan.ed.jp）へアクセスし、出願用のページを開いてください。
（３）出願用ページに必要事項を入力および「志願者」の写真・「振替払込受付証明書またはご利用明細
　　票」の写真をアップロードしてください。
　　※再受験の出願時にも同じ写真をアップロードしてください。
（４）送信して出願完了です。
（５）出願内容の確認がなされたのち、受験番号が出願時に登録されたメールアドレスに届きます。
（６）受験票は、入試当日受付でお渡しします。
３．通知表の写し
（１）小学６年生の通知表を、表紙も含めた全ページをコピーしてください。
　　　※専願入試においては１学期末また前期末、一般入試においては２学期末または前期末の写しを提出
　　　　してください。
　　　※ただし、「特別の教科道徳」の評価に関する箇所は紙などで隠した状態でコピーしてください。
（２）募集要項に付属している封筒に受験番号、氏名を記入して通知表の写しを入れて入試当日受付に提出
　　してください。専願入試は、入学確約書を同封してください。
（３）厳封及び調査書は必要ありません。
　　　※一般入試Ａ日程に出願し、再度一般入試Ｂ日程に出願する場合は、改めて通知表の写しを提出する
　　　　必要はありません。

４．アンケート
　出願後のWebアンケートへのご協力をお願いします。
　※再受験の場合は、アンケートの再提出は必要ありません。

◎受験上の諸注意
（１）試験当日は、受付終了時間までに試験会場に入場してください。
（２）当日持参するものは、次の通りです。
　　　〈全日程共通〉①通知表の写し（専願入試受験者は，入学確約書同封） 
　　　　　　　　　　②筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル。HB以上を使用）
　　　　　　　　　　③上ばき
　　　　　　　　　　④定規
　　　　　　　　　　⑤コンパス
（３）荒天等により、公共交通機関の運行に支障があった場合には、試験開始時間を遅らせることがあります。

◎合格発表
（１）合格発表専用ページで発表
（２）郵送（合格発表後、簡易書留で郵送します。）
（３）電話による合否のお問い合わせには応じられません。

◎納入金・学費・奨学生制度等
（１）入学金
　　　１２０,０００円
（２）生徒会入会金
　　　１,０００円
（３）月々の校納金（令和４年度）
　　　授業料 　３２,０００円
　　　生徒会費 　５００円
（４）諸費（１年分）
　　　毎年度の初めに、１年分の諸費（校外活動費、模擬試験代等）として７０,０００円をお預かりします。
　　　年度末に精算いたします。
（５）奨学生制度

・一般入試Ａ日程の試験において、優秀な成績を収めた生徒には、学費（入学年度は入学金・１年間
　の授業料）に相当する金額を奨学金として支給します。なお、２年次以降は、前年度の学習成績に
　よって、１年毎に奨学生対象者を決定します。奨学生には、１年間の学費（授業料に相当する金額）
　を支給します。
・専願入試による入学者に、㈻山口県桜ケ丘学園に生徒として在籍中の兄姉がいる場合は、入学金に
　対して６０,０００円の奨学金を支給します。
・㈻山口県桜ケ丘学園に生徒として兄姉がいる場合、兄姉の授業料に対して、月額１２,７００円を支
　給します。（令和４年度）

　　　※高等学校課程では、各家庭の所得に応じて、国から就学支援金が支給される制度があります。

◎留意事項
（１）所定の期日までに手続きが完了しない場合には、入学を辞退したものとみなし、合格が無効となりま
　　すので、ご了承ください。
（２）いったん提出された書類や納入金については、事由の如何にかかわらず、返還しませんので、ご了承
　　ください。



◎専願入試
（１）合格した場合、必ず入学すること。出願にあたって入学確約書を提出していただきます。
（２）面接は、「自分ががんばってきたこと」、「自分の得意なこと」についての発表を中心とします。
　（３） 「自分ががんばってきたこと」、「自分の得意なこと」について、出願時に該当欄に入力してください。
（４）専願入試合格者は、必ず一般入試Ａ日程を受けてください。一般入試Ａ日程の試験の得点は奨学生制
　　度の判定のみに用います。一般入試Ａ日程の試験の得点によって専願入試の合格が取り消されることは
　　ありません。受験の手続きや受験料は必要ありません。

◎一般入試
（１）Ａ日程、Ｂ日程ともに、３教科型（国語・算数・英語）か４教科型（国語・算数・理科・社会）のい
　　ずれかを選択して受験してください。
　　　合格判定は、３教科型と４教科型で別々に行います。
（２）Ａ日程、Ｂ日程ともに、国語（５０分；１００点）・算数（５０分；１００点）・英語（３０分；５０点）
　　理科（３０分；５０点）・社会（３０分；５０点）で試験を行います。

◎帰国生
　海外在住状況等の確認をさせていただきますので、下記に個別にお問合せください。
　e-mail : 2023nyushi@koeikan.ed.jp （入試広報） 

◎出願手続き
１．入学試験料
（１）払込は、必ず募集要項に付属している「払込取扱票」をご利用ください。
（２）「振替払込受付証明書またはご利用明細票」を写真に撮ってください。
　※再受験の場合は、入学試験料の払込みは必要ありません。
２．Web出願
（１）「志願者」の写真と「振替払込受付証明書またはご利用明細票」の写真をアップロードできるように
　　準備してください。
　　※「志願者」の写真と「振替払込受付証明書またはご利用明細票」の写真はスマートフォンで撮影した
　　もので構いません。
（２）本校ホームページ（https://www.koeikan.ed.jp）へアクセスし、出願用のページを開いてください。
（３）出願用ページに必要事項を入力および「志願者」の写真・「振替払込受付証明書またはご利用明細
　　票」の写真をアップロードしてください。
　　※再受験の出願時にも同じ写真をアップロードしてください。
（４）送信して出願完了です。
（５）出願内容の確認がなされたのち、受験番号が出願時に登録されたメールアドレスに届きます。
（６）受験票は、入試当日受付でお渡しします。
３．通知表の写し
（１）小学６年生の通知表を、表紙も含めた全ページをコピーしてください。
　　　※専願入試においては１学期末また前期末、一般入試においては２学期末または前期末の写しを提出
　　　　してください。
　　　※ただし、「特別の教科道徳」の評価に関する箇所は紙などで隠した状態でコピーしてください。
（２）募集要項に付属している封筒に受験番号、氏名を記入して通知表の写しを入れて入試当日受付に提出
　　してください。専願入試は、入学確約書を同封してください。
（３）厳封及び調査書は必要ありません。
　　　※一般入試Ａ日程に出願し、再度一般入試Ｂ日程に出願する場合は、改めて通知表の写しを提出する
　　　　必要はありません。

４．アンケート
　出願後のWebアンケートへのご協力をお願いします。
　※再受験の場合は、アンケートの再提出は必要ありません。

◎受験上の諸注意
（１）試験当日は、受付終了時間までに試験会場に入場してください。
（２）当日持参するものは、次の通りです。
　　　〈全日程共通〉①通知表の写し（専願入試受験者は，入学確約書同封） 
　　　　　　　　　　②筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル。HB以上を使用）
　　　　　　　　　　③上ばき
　　　　　　　　　　④定規
　　　　　　　　　　⑤コンパス
（３）荒天等により、公共交通機関の運行に支障があった場合には、試験開始時間を遅らせることがあります。

◎合格発表
（１）合格発表専用ページで発表
（２）郵送（合格発表後、簡易書留で郵送します。）
（３）電話による合否のお問い合わせには応じられません。

◎納入金・学費・奨学生制度等
（１）入学金
　　　１２０,０００円
（２）生徒会入会金
　　　１,０００円
（３）月々の校納金（令和４年度）
　　　授業料 　３２,０００円
　　　生徒会費 　５００円
（４）諸費（１年分）
　　　毎年度の初めに、１年分の諸費（校外活動費、模擬試験代等）として７０,０００円をお預かりします。
　　　年度末に精算いたします。
（５）奨学生制度

・一般入試Ａ日程の試験において、優秀な成績を収めた生徒には、学費（入学年度は入学金・１年間
　の授業料）に相当する金額を奨学金として支給します。なお、２年次以降は、前年度の学習成績に
　よって、１年毎に奨学生対象者を決定します。奨学生には、１年間の学費（授業料に相当する金額）
　を支給します。
・専願入試による入学者に、㈻山口県桜ケ丘学園に生徒として在籍中の兄姉がいる場合は、入学金に
　対して６０,０００円の奨学金を支給します。
・㈻山口県桜ケ丘学園に生徒として兄姉がいる場合、兄姉の授業料に対して、月額１２,７００円を支
　給します。（令和４年度）

　　　※高等学校課程では、各家庭の所得に応じて、国から就学支援金が支給される制度があります。

◎留意事項
（１）所定の期日までに手続きが完了しない場合には、入学を辞退したものとみなし、合格が無効となりま
　　すので、ご了承ください。
（２）いったん提出された書類や納入金については、事由の如何にかかわらず、返還しませんので、ご了承
　　ください。

入　学　確　約　書

※専願入試のみ

※通知表の写しと同封してください。

令和　　　年　　　月　　　日

晃英館中学校長　様

　私は専願入試において合格が決定された場合には、貴校に入学することを確約
いたします。

志願者氏名

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



入　学　確　約　書

※専願入試のみ

※通知表の写しと同封してください。

令和　　　年　　　月　　　日

晃英館中学校長　様

　私は専願入試において合格が決定された場合には、貴校に入学することを確約
いたします。

志願者氏名

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



Ｗｅｂ出願の流れ

出願手続きから合格発表まで

受験当日の流れ

合　格　発　表

□　受験料払込み（郵便局）

□　「証明書またはご利用明細票」を写真に撮る

□　「志願者」の上半身（胸像）の写真を撮る

□　晃英館中学校のホームページを開く

□　「出願」ページにアクセス（２４時間OK）

□　「出願情報」を入力、送信

□　「アンケート（任意）」に入力、送信

□　「受験番号」を電子メールで受け取る

□　封筒に「受験番号」「氏名」を記入して、通知表の写しを入れる

通知表の写しを入れた封筒を提出し、受験票を受け取る

受　　　験

□　「振替払込受付証明書またはご利用明細票」の写真を
　　アップロードできるように準備する



学校法人 山口県桜ケ丘学園

晃 英 館中学校
〒745-0851  山口県周南市大字徳山5626番地の1
電 話  0834－33－3131
FAX　0834－33－3132
E-mail  k-info@koeikan.ed.jp

＊お車でお越しの方は、試験当日は
　岐山小学校側の東門よりお入り
　ください。（上図参考）

7：30～8：30  進入禁止
（ただし、日曜日を除く）

国道315号線

晃英館中学校


