
10922-1

学校法人小林学園 本庄東高等学校

令和４年度 生徒募集要項
〒367-0022 埼玉県本庄市日の出１-４-５

入試事務局 ０４９５－２２－６７４２

ＵＲＬ https://www.honjo-higashi.ed.jp/senior/

【新型コロナウイルス感染拡大防止について】
国内の状況に応じて入学試験等の実施方法・日程等を急遽変更することがあります。定期的に学校

ホームページにて最新情報を確認して下さい。追試験については 10 追試験をご覧下さい。

【本校入試における個人情報の取り扱いについて】
出願に際して提出・入力いただいた個人情報は、本入試目的以外で使用することはありません。

１ 募集定員
コース 特進選抜コース 特進コース 進学コース 合 計出願区分

自己推薦･単願 15 105 70 190

自己推薦･併願 (第１回)

自己推薦･併願 (第２回) 15 70 35 120

自己推薦･併願 (第３回)

合 計 30 175 105 310

[自己推薦･単願]受験者は、他校(併願)および本校[自己推薦･併願]第２回･第３回へ出願できます

が、[自己推薦･単願]受験で希望コースに合格した場合には、必ずそのコースで入学することを条件

とします。

２ 出願区分
出 願 区 分 自己推薦･単願 自己推薦･併願

概 要 自己推薦による出願 単願 自己推薦による出願 併願

出 願 資 格 １．令和４年３月中学校卒業見込みの者 １．令和４年３月中学校卒業見込みの者

２．本校への入学を第一志望とする者 令和３年３月中学校卒業の者

他校(併願)および本校[自己推薦･併願]第２回･第 第１回～第３回のいずれかの試験日程を出願時に

３回への出願は可能ですが、[自己推薦･単願]で 選択して下さい。

希望コース合格の場合は必ずそのコースで入学す 各回に出願すれば複数回の受験が可能です。

ることが条件となります。 ※出願資格を満たしていなければ、たとえ受験料

※出願資格を満たしていなければ、たとえ受験料 を納入していても受験することはできません。

を納入していても受験することはできません。

出 願 方 法 インターネットで受験登録後、必要書類を インターネットで受験登録後、必要書類を

３を参照 郵送 郵送

受 験 料 22,000円 22,000円

納入は、クレジットカード、コンビニ、ペイジー 複数回受験の場合は各回とも受験料が必要です。

(金融機関ＡＴＭ・ネットバンキング)のいずれか 納入は、クレジットカード、コンビニ、ペイジー

を利用して下さい。 (金融機関ＡＴＭ・ネットバンキング)のいずれか

納入された受験料は、いかなる理由があっても払 を利用して下さい。

い戻しいたしません。 納入された受験料は、いかなる理由があっても払

３を参照 い戻しいたしません。
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出 願 区 分 自己推薦･単願 自己推薦･併願

出 願 期 間 インターネットでの受験登録・受験料納入 インターネットでの受験登録・受験料納入

令和３年12月15日(水) 令和３年12月15日(水)

～令和４年１月14日(金) ～令和４年１月14日(金)

書類郵送 書類郵送

令和４年１月６日(木) 令和４年１月６日(木)

～１月14日(金)必着 ～１月14日(金)必着

インターネットでの受験登録だけでは出願は完了 インターネットでの受験登録だけでは出願は完了

しません。中学校で作成していただく調査書の準 しません。中学校で作成していただく調査書の準

備など、期日に余裕をもって手続きして下さい。 備など、期日に余裕をもって手続きして下さい。

３を参照 必要書類の郵送は期日必着となります。 必要書類の郵送は期日必着となります。

郵 送 書 類 １.調査書 １.調査書

２.入学願書 ２.入学願書

３を参照 ３.自己推薦書 ３.自己推薦書

入 学 試 験 １月22日(土) 第１回:１月22日(土)

学科:国語･英語･数学 第２回:１月23日(日)

面接:受験生本人のみ 第３回:１月24日(月)

４を参照 学科:国語･英語･数学

選 考 方 法 調査書･自己推薦書･学科･面接による総合審 調査書･自己推薦書･学科による総合審査

査

結 果 発 表 １月27日(木)10:00 １月27日(木)11:00

５を参照 インターネットでの発表 インターネットでの発表

結 果 種 別 受験コース 結果種別 受験コース 結果種別

特進選抜コース合格 特進選抜コース合格

特進コース合格 特進コース合格
特進選抜コース 特進選抜コース

進学コース合格 進学コース合格

不合格 不合格

特進コース 特進コース

特進コース 進学コース 特進コース 進学コース

不合格 不合格

進学コース 進学コース
進学コース 進学コース

不合格 不合格

入学金納入 １月27日(木)～１月31日(月)12:00 １月27日(木)～３月４日(金)

書 類 準 備 ただし群馬県公立高校受験者は、

１月27日(木)～３月16日(水)

６を参照 延納手続き・延納金は不要

入 学 手 続 ２月５日(土) ３月４日(金)11:00～15:00

採寸・購入 時間は結果発表後にお知らせします。 ただし群馬県公立高校受験者は、

６を参照 ３月16日(水)11:00～15:00
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３ 出願の手順

ＰＣ・スマートフォン・タブレットなどをご用意
出願サイトにアクセス

下さい。

本校のホームページを開き、そこから出願サイト

へ移動して下さい。出願サイトへのリンクは12月

15日(水)に開始されます。

イベント予約等ですでにＩＤ登録がお済みの方は します。ＩＤ
ＩＤ(メールアドレス)登録

登録がお済みでない方は でＩＤ登録(緊急時に連絡の

つくメールアドレスが望ましい)をします。

登録したメールアドレスを使って すると、マイページが表示さ
ログイン／マイページ

れます。顔写真データがある方は、ここでアップロードすることができ

ます(写真のアップロード・貼付の方法はこの下の書類の準備を参照)。

受験者情報を入力し、出願区分・コース・受験日を選択して下さい。出
出願情報の入力

願後に出願区分やコースなどを変更することはできませんのでご注意下

さい。試験日にスクールバス(４入学試験のスクールバスを参照)を利用

する場合はここで予約して下さい。

クレジットカード、コンビニ、ペイジー(金融機関ＡＴＭ・ネットバンキ
受験料の納入

ング)のいずれかを利用して、受験料を納入して下さい。納入の際には手

数料がかかりますのでご了承下さい。
●クレジットカード(American Express、VISA、MasterCard、JCB、Diners Club)

●コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン)

●ペイジー[金融機関ＡＴＭ](ゆうちょ銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、群馬銀行、

みずほ銀行、東和銀行、足利銀行など)

●ペイジー[ネットバンキング]

受験料納入が完了後、支払い完了メールが届きます。マイページから受
受験票等のプリントアウト

験票・入学願書・宛名票をＡ４サイズの白い普通紙にプリントアウトし

て下さい。プリントの際は拡大・縮小をせず倍率100％にするようご注意

下さい。受験票等の受験番号欄に印字された英数字が受験番号です。

調査書 中学校では概ね１月初旬に調査書を発行しますので、急が
書類の準備

ず時期を見て、出身中学校の先生に作成をお願いして下さ

い。複数回受験する場合は、調査書はそれぞれに必要です。

様式は、各県の公立高等学校に提出するものと同一です。

発行されましたら、封を開けずに出願封筒に入れて下さい。

顔写真 ３ヶ月以内に撮影した、上半身・無帽・無背景のもので、

十分に解像度の高いものを使用して下さい。カラー・白黒

はいずれでも構いません。

デジタルデータ(jpgまたはpngファイル推奨)がある場合に

は、マイページでアップロードが可能です。

証明写真やプリントされた写真を用いる場合は、縦４cm×

横３cmで、同じ写真を２枚(入学願書用と受験票用)準備し

次のページにつづきます て下さい。
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入学願書 インターネットでの登録が完了すると、マイページからプ

リントできます。写真貼付欄に顔写真をしっかりと貼って

下さい(写真データをアップロードした方はプリントされ

ていますので貼付不要です)。

保護者欄に署名捺印して下さい。

自己推薦書 本校ホームページからＡ４サイズの白い普通紙にプリント

し、受験者本人が手書きして下さい。保護者欄に保護者の

署名と捺印が必要です。

複数回受験をする場合は、２枚目以降はコピーでかまいま

せんが、受験番号は書き直して下さい。

角２封筒 角形２号封筒(横240mm×縦332mm)を用意して下さい。複数

回の受験をする場合は、それぞれに必要です。マイページ

からプリントした宛名票を封筒の中央に貼って下さい。

封筒に貼られた宛名票に印刷されている＜出願書類封入チェック＞で書
書類の郵送

類を 確認しながら、調査書、入学願書、自己推薦書を封筒に入れ、封

をして下さい。受験票と健康観察カードは封筒に入れないで下さい。

郵送期間は１月６日(木)～１月14日(金)必着です。郵便局の窓口から

簡易書留で郵送して下さい(ポストに投函しないで下さい)。期日までに

本校で受理できなかった場合には受験できません。

複数回の受験をする場合は、それぞれ書類を準備し、別々に郵送して下

さい。その際、封入する書類の受験番号と宛名票の受験番号が一致して

いることをよく確認して下さい。

出願書類に不備がある場合には、たとえ受験票等の印刷ができていても

受験できないことがあります。
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４ 入学試験 新型コロナウイルスの国内の感染状況に応じて実施方法を変更する場合があります

会場図 会場等は変更になる場合があります。N
場内は一方通行

受験番号 第３駐車場
(降車専用)A1001～

A2001～ 第２駐車場
(降車専用)A3001～

←ＪＲ本庄駅 深谷→

バス発着場
事務室 保護者 (車両進入禁止)

試験会場① 受験番号
控室 ラウンジ B1001～駐輪場 通 試験会場② B3001～行

は B4001～
ご文 B5001～
遠 試験会場③

本 B6001～慮
庄 下 第１駐車場 B7001～
東 さ (駐車専用) B8001～小 い B9001～

受験番号
B2001～

受験票 顔写真が貼付またはプリントされていることを確認して下さい。

複数回の受験をする場合は、他の日程の受験票と間違えないよう注意して下さい。

紛失または当日忘れた場合は、ただちに事務室に申し出て下さい。

受験票は入学手続時まで使用しますので、試験の後も保管しておいて下さい。

健康観察カード ホームページからＡ４サイズの白い普通紙にプリントして下さい。試験当日の体

(本試験用) 温や健康状態等を記入して、保護者の署名と捺印をお願いします。

持ち物 受験票、健康観察カード、上履き、下履き入れ、黒の鉛筆またはシャープペンシ

ル、消しゴム、コンパス、三角定規、時計(アラーム機能OFFのこと)を持参して

下さい。登校から下校まで必ずマスクを着装して下さい。

計算機能や辞書機能がついた時計やコンピュータなどの機器、公式や格言等が書

いてある筆記具などは使用できません。

試験会場の靴箱は使用できません。下履きは会場まで持ち運んで下さい。

携帯電話やスマートフォンを持って行く場合、試験会場に入りましたら電源を切

ってカバンにしまって下さい。試験中にコール等があった場合など他の受験生に

迷惑な行為があった場合は、退場となり試験が受けられなくなります。

昼食 [自己推薦･単願]受験者は午後に面接がありますので、昼食を用意して下さい。

[自己推薦･併願]受験者は昼食不要です。

集合 なるべく公共交通機関か本校のスクールバスを利用して集合して下さい。

ＪＲ本庄駅から徒歩で来校する場合、途中の歩道橋のある交差点では必ず歩道橋

を利用して下さい。

試験会場へは8:00から入場できます。校舎入口で体温測定し、健康観察カードを

提出して下さい。発熱が認められた場合は試験を受けることはできません(追試

験を受験して下さい)。

事情により遅刻の場合、試験開始後15分までは受験することができます。

試験会場へは受験者のみ入ることができます。付き添いの方が待機する場合は保

護者控室を利用して下さい(マスク着装をお願いします)。
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スクールバス 出願時に予約(３出願の手順の出願情報の入力参照)すれば、試験日に下記のス

クールバスを利用できます。バス内では必ずマスクを着装して下さい。なお、本

庄駅～本校はバスの運行はありません。

[登校便]

出発場所 配車時間 出発時間

① 寄居駅北口(寄居町総合体育館北側) 7:40 7:55

② 児玉駅前(埼北電気工業横) 7:50 7:55

③ 妻沼ハナミズキ通りバス停(西側) 7:50 7:55

④ 伊勢崎駅北口 7:40 7:55

②と③の出発場所は長時間駐車ができないため、配車時間と出発時間が短くなっ

ていますのでご注意下さい。

上記の出発場所から学校までの直行便となります。途中からの乗車はできません。

バスの乗車場付近では、無断駐車・迷惑駐車など近隣の方の迷惑にならないよう

行動して下さい。

[下校便]

行き先 ３日間とも １月22日のみ

① 寄居駅北口 13:05 14:50

② 児玉駅前 13:00 14:45

③ 妻沼ハナミズキ通りバス停 13:00 14:45

④ 伊勢崎駅北口 13:00 14:45

下校便の出発場所は、登校時に下車したバス発着場です。出発時刻までラウンジ

にてお待ち下さい。

自転車 自転車で来校する場合は、所定の駐輪場に停め、自転車にはカギをかけて下さい。

クルマで送迎 交通混雑緩和のため、なるべくクルマでの送迎は避けて下さい。

送迎する場合は、道路上で乗り降りせず、必ず駐車場に進入して下さい。第１駐

車場は試験終了まで駐車しておくクルマ用、第２・３駐車場は受験者を降ろすだ

けで駐車しないクルマ用です。なお10:00以降はどちらにも駐車できます。

学校周辺の商店や道路などへの迷惑駐車はおやめ下さい。入庫、出庫の際は一般

のクルマや歩行者の往来を優先して、安全運転をお願いします。また、歩行の際

は横断歩道以外での道路横断はしないで下さい。

日程 ～ 9:00 集合(着席完了)

9:05～ 9:20 受験上の諸注意

9:20～10:10 学力検査＜国語＞

10:30～11:20 学力検査＜英語＞

11:40～12:30 学力検査＜数学＞

12:30～12:45 諸連絡

13:30～ [自己推薦･単願]受験者のみ面接。面接後は順次お帰り下さい。

[自己推薦･併願]受験者は12:45に解散です。

注意事項 降雪や交通混乱による試験時間の変更など、試験に関する重要なお知らせがある

場合は、登録されているメールアドレスに一斉連絡を行います。また、本校ホー

ムページにも当日6:00予定で掲載します。
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５ 結果発表
合否結果はインターネットの専用ページにて行います(本校ホームページではありません)。確認方

法は入学試験の終了時にお知らせします。また、各中学校には試験結果一覧を送付します。

合否結果について、電話等での問い合わせには一切お答えできません。

６ 入学手続き
詳しい手続内容については、合否結果の発表のホームページでお知らせします。

出 願 区 分 自己推薦･単願 自己推薦･併願

入学金納入 １月27日(木)～１月31日(月)12:00 １月27日(木)～３月４日(金)

書 類 準 備 ただし群馬県公立高校受験者は、

１月27日(木)～３月16日(水)

延納手続き・延納金は不要です。

入学金決済サイトより入学諸費を納入して下さい。 本校への入学が確定しましたら、入学金決済サイ

納入後、必要書類をプリントアウトして下さい。 トより入学諸費を納入して下さい。納入後、必要

書類をプリントアウトして下さい。

入 学 手 続 ２月５日(土) ３月４日(金)11:00～15:00

および 時間は結果発表後にお知らせします。 ただし群馬県公立高校受験者は、

制 服 採 寸 ３月16日(水)11:00～15:00

物 品 購 入 入学金納入を２月２日(水)までに完了した

方は左記の日程でも書類提出等を行えます。

必要書類を受付に提出して下さい。 必要書類を受付に提出して下さい。

制服採寸と通学鞄や体操着等の購入を行います。 制服採寸と通学鞄や体操着等の購入を行います。

採寸のため必ず生徒本人と保護者で来校して下さ 採寸のため必ず生徒本人と保護者で来校して下さ

い。 い。

入学説明会 ３月19日(土)

入学に際しての説明や手続きを行います。必ず生徒本人と保護者で来校して下さい。

７ 学費
入学手続時の納入金

●いったん納入された入学金は入学を辞退されても払い戻
入学金 220,000円 しいたしません。

施設拡充費 50,000円 ●９特待生制度で特待生合格になった方も、入学手続時は

全額を納入していただきます。奨学金は入学後に支給とＰＴＡ・生徒会入会金 6,000円
なります。

合計 276,000円

次のページにつづきます



毎月の納入金・預かり金
●４月のみ、保健費2,000円や諸費が35,000円程度かか

授業料 22,000円 ります。

施設設備費 8,000円 ●授業料その他毎月の納入金の変更の場合は、学則により

在校生にも適用されます。冷暖房費 1,000円
●埼玉県・群馬県高校奨学金制度、埼玉県授業料等軽減補

ＰＴＡ・後援会・生徒会会費 7,000円
助制度があります。

合計 38,000円 ●消費税は課せられません。

●国の就学支援金については文部科学省のホームページを
特別進路指導費(補習費等) 2,000円

参照して下さい。

修学旅行積立金(第２学年３月まで) 12,000円 ●修学旅行積立金は、オイルサーチャージ等により追加料

金が発生する場合があります。
卒業準備積立金(第３学年のみ) 3,000円

●左表の他に、タブレットPC購入代金がかかります。金額

は月額2,600円前後を予定しています。決定しだい学校

ホームページに掲載いたします。

８ 帰国生徒の特典
海外の中学校またはこれに準ずる学校に複数年在籍した方は、自己推薦書の該当項目に記入するこ

とで審査の際に評価の対象とします。詳しくは事前にお問い合わせ下さい。

９ 特待生制度

学業特待生
[自己推薦･単願]および[自己推薦･併願]受験者のうち、学業成績優秀者には下表による特待生資格

Ａ～Ｄが与えられます。なお、[自己推薦･併願]受験者の特待生資格は、３月４日(金)まで(群馬県

公立高校受験者は３月16日(水)まで)継続します。

特待生種別ＡおよびＢの方は、毎年度末の審査により給付条件を変更することがあります。

スポーツ・文化活動特待生
[自己推薦･単願]受験者のうち、スポーツ・文化活動における優秀者には下表による特待生資格Ａ～

Ｄが与えられます(なお、野球部の特待生については、高校野球連盟の規定により、スポーツ技能が

優秀でかつ学業および生活態度が良好と認められる者５名以内に与えられます)。

スポーツ・文化活動特待生は、入学後に部活動に所属して継続することが条件となります。また、

特待生種別ＡおよびＢの方は、毎年度末の審査により給付条件を変更することがあります。

同時在籍者を対象とした特待生
[自己推薦･単願]受験者のうち、学業・人物が優秀で、本学園(高校・附属中学校)に兄弟姉妹が同時

に在籍する方、または２名以上が同時に入学する方のうち１名には、入学後に確認が取れた後に下

表の特待生資格Ｅが与えられます。ただし、他の特待生資格(種別Ａ～Ｄ)を有している場合は除き

ます。

特待生種別 奨学金の給付条件

Ａ 入学金・施設拡充費および授業料・施設設備費相当額

Ｂ 入学金・施設拡充費および授業料相当額

Ｃ 入学金・施設拡充費相当額

Ｄ 入学金・施設拡充費それぞれの半額相当額

Ｅ 入学金の半額相当額
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10 追試験
感染症に罹患または罹患の疑いにより所定の受験ができなかった場合、本校へ届け出ることにより

追試験を受験することができます。とりわけ新型コロナウイルス感染症に罹患した可能性がある場

合は、決して無理な受験をせず追試験を検討して下さい。なお、事故や交通渋滞等を理由とした追

試験は認めません。

感染症の種類
インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他の感染症(学校保健安全法等の規定により出席停止が

必要なもの)

本校への届け出
本来の試験日(受験票に記載された試験日)当日9:00までに本校(0495-22-6742または0495-22-6351)

に電話し、「感染症の疑いがあるので追試験を受験したい」と届け出て下さい(この時点では医療機

関を受診していなくてもかまいません)。届け出がなかった場合は追試験は受験できません。

証明書の提出
医療機関に受診する際に、可能な限り医師より診断書を作成してもらって下さい。診断書が発行さ

れない場合は、中学校長による証明書を作成してもらって下さい。中学校長による証明書の用紙は

本校ホームページから１月22日以降にダウンロードできます。受験者がダウンロードして、中学校

の先生に作成をお願いして下さい。なお、受診の結果、感染症に罹患していなかった場合でも追試

験を受験することができます。

証明書(診断書のコピーまたは中学校長による証明書)は追試験当日に提出して下さい。

追試験の実施日
２月10日(木) 9:00までに集合

受験上の注意
持ち物・日程・注意事項等は４入学試験に準じますが、「本来の試験日の受験票」と「証明書(診

断書のコピーまたは中学校長による書面)」、「健康観察カード(追試験用)」を持参して下さい。健康

観察カードは本試験用ではなく追試験用(１月22日以降にダウンロードできます)を用いて下さい。

駐車場は案内図の第２駐車場のみを利用できます。スクールバスは利用できません。試験会場は当

日に指示します。

追試験の結果発表と入学手続き
追試験を受験した場合の結果発表は、２月15日(火)10:00です。

[自己推薦･単願]受験者は、２月18日(金)までに入学金を納入して下さい。入学手続および制服採寸

は３月４日(金)11:00～15:00で行います。日程以外の項目は６入学手続きと同じです。

[自己推薦･併願]受験者の入学手続は所定の日程(６入学手続き参照)で行います。
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