
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度生 

募集概要 

 
 

 

 

 

 

 

共に学び共に感動する「共感理解教育」実践校 

 

学校法人国際学園 

星槎国際高等学校 
湘 南 学 習 セ ン タ ー 
広域通信制・単位制・普通科 



 

 

1．入学試験概要  

募集定員 

新入生（推薦入試） 

サ ッ カ ー 専 攻 
男子 25名程度 

女子 15名程度 

硬 式 野 球 専 攻 25名程度 

バ レ ー ボー ル専攻 女子 10名程度  

陸 上 競 技 専 攻 10名程度  

バスケットボール専攻 
男子 10名程度  

女子 10名程度 

ア ー チ ェ リ ー 専 攻 5名程度 

スポーツサポートコース 若 干 名 

新入生（一般入試） 若干名（専攻により異なる） 

転入生・編入生 若干名 

 

 出願資格 

推薦入試 

本校を専願とし、次のすべてに該当すること 

①本校の建学の精神に共感し、3 つの約束【人を認める・人を排除しない・仲間をつくる】を理解

すると共に、共生社会の実現を目指し、学校生活を送る意志を有すること。 

②2022年 3月中学校卒業見込みの者または既卒者であること。 

③本校を専願とし入学を強く希望していること。 

④在籍する中学校長の推薦が受けられること。 

⑤学校説明会に参加し、受験相談を行うこと。（在籍中学校が許可していること） 

⑥本校より受験資格証が発行されていること。 

※受験資格証は、受験相談を経た上で本校が発行するものとなります。 

⑦スポーツ技能またはスポーツ活動の成果が秀でていると認められること。 

一般入試 

次のすべてに該当すること。 

①本校の建学の精神に共感し、3 つの約束【人を認める・人を排除しない・仲間をつくる】を理解

すると共に、共生社会の実現を目指し、学校生活を送る意志を有すること。 

②2022年 3月中学校卒業見込みの者または既卒者であること。 

③本校への入学を強く希望していること。 

※必ず専攻担当者にご相談ください。 

 

選抜方法 

種類 選抜方法 

推薦入試 「推薦書」「調査書」「課題作文」を資料とし「筆記試験」(国数英:３教科)「面接試験」により、

総合的に判断します。 

一般入試 「調査書」「課題作文」を資料とし「筆記試験」(国数英:３教科)「面接試験」により、総合的に

判断する。 

 

 ◎奨学生制度（若干名）《全専攻》 

  人物・学力ともに優秀でスポーツ活動において優秀な資質を有している者を対象に選抜します。 

  詳しくは専攻担当者にお問い合わせ願います。 

※奨学生制度に関しては、入学後、毎年度末に学業や生活態度等を鑑みて継続判断をさせていただきます。 



 

 

２．推薦入学試験  

出願期間 2022年 1月 11日(火)～17日(月) 必着 

出願について 

【配布書類】受験資格証・願書(A4 1枚)、推薦書、作文用紙、出願用封筒、入学試験選抜料振込用紙 

【配布方法】在籍中学校へ郵送または本校職員による持参 

【提出書類】入学願書: 生徒による自筆 

写真 2枚と裏面に選抜料(25,000円)振込控(ATM利用明細可)を貼付  

切  手: 840円分（84円×10枚）同封 

課題作文: ボールペン書き 

調査書（都道府県所定用紙でも可）もしくは生徒状況報告書、推薦書(本校指定書式使用) 

：在籍中学校にて作成、厳封 

【提出方法】郵送(特定記録：郵便局窓口でお手続きください。それ以外は受け付けていません。) 

（1）本校窓口での受付はできません。 

（２）提出書類に不備があった場合、受験ができない場合がございますのでご注意ください。 

（３）出願書類の返却はいたしません。 

 

試験日 2022年 1月 27日(木) 

入学試験会場 星槎国際高等学校 湘南学習センター校内 

集合時間場所 8:30 大磯駅(本校のマイクロバスにて送迎) 

時間割 

1.出席確認及び諸注意  9:00～ 9:05 

2.国  語       9:15～ 9:45 

3.数  学      10:00～10:30 

4.英  語      10:45～11:15 

5.グループ面接    11:30～   (1グループ 20分程度) 

持ち物 ・受験票 ・筆記用具 ・上履き 

【入学試験留意事項】 

※交通機関の遅れ等により、試験開始・終了時間を変更する場合があります。 

※試験では、電子機器類(計算機や計算・辞書・通信などの機能がついた時計、携帯電話)の持ち込みは 

できません。 

※保護者(付添者)のご入場はご遠慮いただいています。 

※車による受験者の送迎は周辺道路の渋滞を招き、近隣の方々のご迷惑となるため、大磯駅発の本校マイク

ロバスに乗車してください。 

合格発表 2022年 1月 28日(金)レターパックにて本校発送 :入学手続書類も同封 

入学手続期間 2022年 1月 31日(月)～2月 14日(月) 17:00必着 

【入学手続留意事項】 

※入学手続金の納入、入学手続書類提出を含めて上記期間内に完了してください。 

  入学手続金 70,000円（入学金 20,000円、施設設備費 50,000円） 

※入学手続書類の提出は「郵送」してください。 

※手続完了後の入学辞退につきましては、納入された書類及び手続金の返還はいたしません。 

 

推薦入学試験②：日時未定  
※推薦入試②については実施しない場合があります。実施する場合は本校HPにて公表いたします。 



 

 

３．一般入学試験 

出願期間 2022年 1月 11日(火)～17日(月) 必着 

出願について 

【配布書類】願書、作文用紙、出願用封筒、入学試験選抜料振込用紙 

【配布方法】本校窓口にて 2022年 1月 6日(木)より配布開始（平日 10：00～17：00） 

【提出書類】入学願書: 生徒による自筆 

写真 2枚と裏面に選抜料(25,000円)振込控(ATM利用明細可)を貼付  

切  手: 840円分（84円×10枚）同封 

課題作文: ボールペン書き 

調査書（都道府県所定用紙でも可）もしくは生徒状況報告書：在籍中学校にて作成、厳封 

【提出方法】郵送(特定記録：郵便局窓口でお手続きください。それ以外は受け付けていません。)       

（１）本校窓口での受付はできません。 

（２）提出書類に不備があった場合、受験ができない場合がございますのでご注意ください。 

（３）出願書類の返却はいたしません。 

 

試験日 2022年 1月 28日(金) 

入学試験会場 星槎国際高等学校 湘南学習センター校内 

集合時間場所 8:30 大磯駅(本校のマイクロバスにて送迎) 

時間割 

1.出席確認及び諸注意  9:00～ 9:05 

2.国  語       9:15～ 9:45 

3.数  学      10:00～10:30 

4.英  語      10:45～11:15 

5.個人面接      11:30～   (15分程度) 

持ち物 ・受験票 ・筆記用具 ・上履き 

【入学試験留意事項 】 

※交通機関の遅れ等により、試験開始・終了時間を変更する場合があります。 

※試験では、電子機器類(計算機や計算・辞書・通信などの機能がついた時計、携帯電話)の持ち込みは 

できません。 

※保護者(付添者)のご入場はご遠慮いただいています。 

※車による受験者の送迎は周辺道路の渋滞を招き、近隣の方々のご迷惑となるため、大磯駅発の本校マイク

ロバスに乗車してください。 

合格発表 2022年 1月 29日(土)レターパックにて本校発送 :入学手続書類も同封 

入学手続期間 2022年 1月 31日(月)～2月 14日(月) 17:00必着 

【入学手続留意事項】 

※入学手続金の納入、入学手続書類提出を含めて上記期間内に完了してください。 

      入学手続金 70,000円（入学金 20,000円、施設設備費 50,000円） 

※入学手続書類の提出は「郵送」してください。 

※手続完了後の入学辞退につきましては、納入された書類及び手続金の返還はいたしません。 

 

【入学辞退について】 

・いったん納入された入学手続金（70,000 円）は返金致しません。入学を辞退する場合は、3 月 4 日(金)必

着で入学辞退届の理由を付した「入学辞退届」を提出してください。 

 



 

 

４．転編入学試験  

出願期間 面接時にお伝えします。 

出願について 

【配布書類】願書、出願用封筒、入学試験選抜料振込用紙 

【配布方法】本校で実施の面接後、在籍校へ郵送または本人手渡し 

【提出書類】入学願書: 生徒による自筆 

写真 2枚と裏面に選抜料(25,000円)振込控(ATM利用明細可)を貼付  

切  手: 840円分（84円×10枚）同封 

転入の場合：単位修得証明書、在学証明書、転学照会状 

編入の場合：調査書：在(前)籍高等学校にて作成、厳封 

 

【提出方法】郵送(特定記録：郵便局窓口でお手続きください) 

※本校窓口での受付はできません。 

※提出書類に不備があった場合、受験ができない場合がございますのでご注意ください。 

 

試験日 願書提出後、ご連絡します。 

入学試験会場 星槎国際高等学校 湘南学習センター校内 

集合時間場所 願書提出後、ご連絡します。 

時間割 個人面接 

持ち物 ・受験票 ・筆記用具 ・上履き 

入学試験留意事項   

※交通機関の遅れ等により、試験開始・終了時間を変更する場合があります。 

※保護者(付添者)の校内への立ち入りはご遠慮いただいています。 

 

合格発表 入学試験後 3日以内にレターパックにて本校発送 :入学手続書類も同封 

入学手続期間 入学手続書類に記載 

入学手続留意事項 

※入学手続金の納入、入学手続書類提出を含めて上記期間内に完了してください。 

      入学手続金 70,000円（入学金 20,000円、施設設備費 50,000円） 

※入学手続書類の提出は「郵送」してください。 

※手続完了後の入学辞退につきましては、納入された書類及び手続金を含む学費の返還は致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．学費について 

 
  （１）全専攻共通学費  

 1年次 2年次 3年次 

授業料 
15,000円×25単位 

＝375,000円 

15,000円×25単位 

＝375,000円 

15,000円×24単位 

＝360,000円 

入学金 20,000円   

施設設備費 50,000円 50,000円 50,000円 

施設維持費 100,000円 100,000円 100,000円 

湘南GC指導・活動費 520,000円 520,000円 520,000円 

保険料 6,000円 6,000円 6,000円 

防災備蓄セット購入費 9,500円   

教材費・副教材費 50,000円 50,000円 50,000円 

合計 1,130,500円 1,101,000円 1,086,000円 

 ※硬式野球専攻のみ湘南GC指導・活動費は 640,000円となります。 

 

（２）積立金 

男子サッカー専攻 女子サッカー専攻 硬式野球専攻 バレーボール専攻 陸上競技専攻 

250,000円 350,000円 75,000円 60,000円 130,000円 

男子バスケットボール専攻 女子バスケットボール専攻 アーチェリー専攻 スポーツサポートコース 

 
120,000円 90,000円 90,000円 60,000円 

        ※海外及び国内の遠征や合宿等の経費のほか、生徒会費、後援会費、保護者会費、遠足費用、予防接種費

等を 3年間で相殺致します。 

 

（３）その他 

・上記金額のほか、寮費(希望者)、制服費用、各部活動備品、ウェア等の費用がかかります。 

・昼食費年額 223,200円となります。入寮生は寮費に含まれています。 

・合宿等に関して別途徴収となる場合がございます。 

 

  （４）寮費（希望制） 

     入寮を希望する場合は、以下の寮費が掛かります。（硬式野球専攻は全寮制となります。） 

寮 費 
年契約:1,003,200円（月額：83,600円） 

朝・昼・夕の食費、水道光熱費、雑費すべて含む。 

その他 

修繕費:80,000円(入寮時のみ) 

サッカー専攻 男子 補食費:10,000円(年額) 

サッカー専攻 女子 補食費: 5,000円(年額) 

   ※注意 費用に関しては年間契約となっている為、いかなる場合でも返金致しません。 

    

 学費納入方法  ※授業料については、9月に納入いただきます。 

【新入学生】 授業料以外を一括納入（3/20）もしくは二分割納入 前期（3/20）振込、後期（9/20）口座振替（引落） 

※初年度のみ前期振込、2年次以降は前後期口座振替（引落） 

【転編入学生】学費請求後 1週間以内に一括振込 



 

 

６．合格者説明会・新入生ガイダンス(予定) 
 

 ①合格者説明会 

開催日時 2022年 2月 19日(土) 9:00 ～ 14:00（終了予定） 

会  場 星槎国際高等学校 湘南学習センター 

対 象 者 合格者生徒・保護者 

備  考 
本校制服、専攻ユニフォーム・ウェアなどの採寸・申し込み。 

入学準備や入学後の学校生活をする上の諸注意などご説明いたします。 

 

 ②新入生ガイダンス 

開催日時 2022年 3月 31日(木) 9:00 ～ 11:30（終了予定） 

会    場 星槎国際高等学校 湘南学習センター校内 

対 象 者 合格者本人のみ 

備    考 
クラス発表 

生徒証発行、通学証明書、上履き等の配布、諸連絡等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【アクセスマップ】 
学校法人国際学園 星槎国際高等学校 湘南学習センター(星槎湘南大磯キャンパス内) 

 
交通アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

●住所                                       ●詳細は、下記担当者までお問い合わせください 

 

 

 

 

 

 

男子サッカー専攻    ：金子 拓也 

女子サッカー専攻    ：金野 可奈 

硬式野球専攻      ：髙橋 航平・島田 涼史 

女子バレーボール専攻    ：佐々木 徹 

陸上競技専攻      ：竹澤 安博 

男子バスケットボール専攻  ：小村 誠 

女子バスケットボール専攻  ：原田 学 

アーチェリー専攻    ：茂田 佳裕 

スポーツサポートコース ：西田 有希 

〒259-0111 

神奈川県中郡大磯町国府本郷 1805-2 

Tel 0463-71-6049 Fax 0463-26-6661 

URL http://seisa.ed.jp/shonan/ 

Email：  shonan@seisa.ed.jp 

最寄りの交通機関 

JR大磯駅よりマイクロバスにて送迎 

スクールバス 

(約10分) 


