










合格の種別（入学時納付額）入学手続時の免除 毎月授業料の免除額 その他 備考、成績の目安

学業特奨 S合格
　　　　　　　　（0円）

入学金と施設費の全額 23,100 円
推薦Ⅰ期普通科特進、英語科特
進学力推薦学業優秀者と学特入
試学業優秀者対象

学業特奨 A合格 
　　　　　（55,000 円）

入学金全額と施設費
半額の免除

  9,900 円
推薦Ⅰ期（学力推薦・英検推薦）・
推薦Ⅱ期学業優秀者と学特入試、
一般入試（新規出願）学業優秀者
対象

学業特奨 B合格
　　　　  （110,000 円）

入学金全額免除    9,900 円
推薦Ⅰ期（学力推薦・英検推薦）・
推薦Ⅱ期学業優秀者と学特入試、
一般入試（新規出願）学業優秀者
対象

学業特奨 C合格
                 （167,500 円）

入学金半額免除    9,900 円
推薦Ⅰ期（学力推薦・英検推薦）・
推薦Ⅱ期学業優秀者と学特入試、
一般入試（新規出願）学業優秀者
対象　

学業特奨D合格
　　　　  （167,500 円）

入学金半額免除           0 円
推薦Ⅰ期（学力推薦・英検推薦）・
推薦Ⅱ期学業優秀者と学特入試、
一般入試（新規出願）学業優秀者
対象

スポーツ特奨 S合格
 　　　　　　　  （0円） 入学金と施設費の全額 23,100 円 推薦Ⅰ期スポーツ推薦実績優秀者

対象

スポーツ等特奨 A合格
      　　     （55,000 円）

入学金全額と施設費
半額の免除

   9,900 円
推薦Ⅰ期・学特入試・
一般入試スポーツ、文化・芸術
実績優秀者対象

スポーツ等特奨 C合格
　　　　  （167,500 円） 入学金半額免除    9,900 円

推薦Ⅰ期・学特入試・
一般入試スポーツ、文化・芸術
実績優秀者対象

T（タブレット）特奨合格
　　　      （225,000 円）

タブレット
関連の費用
の一部を補
助

英検 3 級以上・漢検 3 級以上・
数検 3級以上の合格者対象
他の特奨がついていない場合に限る。

Ｋ特奨合格
　　　　  （225,000 円）

KSSC 受講
1カ月分無
料受講券提
供

推薦Ⅰ期・推薦Ⅱ期・学業特別奨
学生入試受験者で9教科平均評定
「3.5」以上でかつ、検定無所持者
に与えるものです。他の特奨がつ
いていない場合に限る。

普通合格（225,000 円）









推薦Ⅰ期 学業特別奨学生 推薦Ⅱ期 一般（初めて受験）

一般（推薦Ⅰ期・
学特入試受験者対象）
（再受験、特進チャレ
ンジ）

インターネット出願
11月 28 日（月）～
12月 12 日（月）

11月 28 日（月）～
12月 12 日（月）

1月 5 日（木）～
1月 20 日（金）

1月 5 日（木）～
1月 16 日（月）

1月 17 日（火）～
1月 20 日（金）

出願書類提出
（郵送）

12月　1日（木）～
12月 14 日（水）必着

12月　1日（木）～
12月 14 日（水）必着

1月 10 日（火）～
1月 20 日（金）必着

1月 10 日（火）～
1月 20 日（金）必着

出願書類の再提出は
不要

出願書類提出　　　　
（持参）

12月 13 日（火）、
12月 14 日（水）

12月 13 日（火）、
12月 14 日（水）

1月 19 日（木）、
1月 20 日（金）

1月 19 日（木）、
1月 20 日（金）

出願書類の再提出は
不要

試験日 1月 8日（日） 1月９日（月） 1月 28 日（土） 1月 28 日（土） 1月 28 日（土）

合格発表
( インターネット
合否サイト )

1 月 17 日（火）
10:00

1 月 17 日（火）
10:00

2 月 2日（木）
10:00

2 月 2日（木）
10:00

2 月 2日（木）
10:00

単願合格者
入学納付金
振込期間

1月 17 日（火）～
1月 20 日（金）

1月 17 日（火）～
1月 20 日（金）
※単願者で特進チャレンジ
受験する場合はこの期間に
振込手続きを完了する。

2月 2日（木）～
2月 6日（月）

2月 2日（木）～
2月 6日（月）

2月 2日（木）～
2月 6日（月）
※再受験単願者はこの期間
に振込手続きを完了する。

単願切替願提出・
入学納付金振込
最終日

～ 1月 31 日（火）

単願合格者
誓約書提出・
学用品購入
（単願切替者含）

2月 13 日（月）
2月 14 日（火）
※上記どちらか 1日で
10:00 ～ 15:00 のうち、
都合のよい時間帯に来校

2月 13 日（月）
2月 14 日（火）
※上記どちらか 1日で
10:00 ～ 15:00 のうち、
都合のよい時間帯に来校

2月 13 日（月）
2月 14 日（火）
※上記どちらか 1日で
10:00 ～ 15:00 のうち、
都合のよい時間帯に来校

2月 13 日（月）
2月 14 日（火）
※上記どちらか 1日で
10:00 ～ 15:00 のうち、
都合のよい時間帯に来校

2月 13 日（月）
2月 14 日（火）
※上記どちらか 1日で
10:00 ～ 15:00 のうち、
都合のよい時間帯に来校

併願合格者
入学納付金
振込最終日

～ 3月 16 日（木）
17:00 まで

～ 3月 16 日（木）
　 17:00 まで

特進チャレンジ併願者
再受験併願者
～ 3月 16 日（木）
17:00 まで

併願者
誓約書提出・
学用品購入

3月 17 日（金）
9:00 ～ 12:00
※都合のよい時間帯に来校

3月 17 日（金）
9:00 ～ 12:00
※都合のよい時間帯に来校

3月 17 日（金）
9:00 ～ 12:00
※都合のよい時間帯に来校

入学準備会 3月 24 日（金）10：00 ～（入学予定者は全員出席する）

※インターネット出願によって一旦納入された受験料は返金できません。
※いったん納入された入学納付金はいかなる事情があってもお返しすることはできません。
※併願合格者の入学納付金の分納はありません。
※ 3/16 の公立高校後期合格発表日の公立高校とは、群馬県内の公立高校です。

入試区分　　 入試日 受験科 受験コース 入試形態 出願・提出書類 希望者※ 1
□推薦Ⅰ期
入試（単願）

2023 年
1月 8日（日）

□普通科
□英語科

□特進コース
□進学コース

□学力
□スポーツ
□文化・芸術等
□帰国生
□教会
□英検
（英語科進学コースのみ）

出願票
調査書
学校推薦書
賞状の写し
資格証明の写し
賞状、資格証明
の写し 1枚

□ｽﾎﾟｰﾂ等特奨
□ T特奨

□学業特別
     奨学生入試
    （単願・併願）

2023 年
1月 9日（月）

□普通科
□英語科

□特進コース
□進学コース

出願票
調査書

学校推薦書 □特別判定
賞状・資格証明
の写し 1枚

□ｽﾎﾟｰﾂ等特奨
□入試加点措置
□ T特奨

□推薦Ⅱ期
入試（単願）

2023 年
1月 28 日（土）

□普通科
□英語科

□特進コース
□進学コース

□学力 出願票
調査書
学校推薦書

賞状・資格証明の
写し 1枚

□ T特奨

□一般入試
    （単願・併願）

2023 年
1月 28 日（土）

□普通科
□英語科

□特進コース
□進学コース

出願票
調査書
賞状・資格証明の
写し 1枚

□ｽﾎﾟｰﾂ等特奨
□入試加点措置
□ T特奨


