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〈はじめに〉
募集要項にしたがって志願していただいていますが、募集要項はその性質上事細かな記
述となっていますので、理解を深めていただくため、本校入学選抜制度の概要について説
明をさせていただきます。

〈入学者選抜制度の概要〉
本校の入学者選抜は、「推薦入試」と、「一般入試」の２本立てとなっています。
推薦入試には、「学校推薦」「特待奨学生選抜」「自己選択選抜」の３種類があります。
学校推薦は、どのコースにも志願できますが、それぞれのコースについて本校の定める推
薦基準を満たし、中学校長の推薦がある者を対象としています。当日、小論文と面接を受
けていただきます。合格した場合には、必ず入学していただく「専願受験」のみとなって
います。
特待奨学生選抜は、本校の定める推薦基準を満たす、特別選抜コース及び特別進学コー
スの志願者を対象としています。当日、５教科のテスト（50点満点、45分）と面接を受け
る必要があります。合格者には、本校特待奨学生制度（後述、Ｐ７）に基づく特典が与え
られます。
自己選択選抜は、本校特別進学コース及び総合進学コースで意欲的に高校生活を送りた
いと考えている志願者を対象としますので、そのことを明記した「自己紹介文」を提出し
ていただきます。当日、３教科のテスト（50点満点、40分）と面接を受ける必要があります。
一般入試は、県立高校と同様に５教科のテスト（50点満点、45分）の成績と調査書等の
資料に基づく選抜で、すべてのコースの志願者を対象としています。

〈まとめ〉      
○推薦入試
・学校推薦－推薦基準あり、専願のみ、すべてのコース対象。小論文・面接。
・特待奨学生選抜－推薦基準あり、併願可、総合進学コースを除く２コース対象。５
教科のテスト・面接。
・自己選択選抜－併願可、特別選抜コースを除く２コース対象。３教科のテスト・面
接。

○一般入試－すべてのコース対象。併願可、５教科のテスト。

一般入試、学校推薦、特待奨学生選抜、自己選択選抜の具体的な内容、日程等について
は、次ページ以降に詳細に記述されていますので、熟読のうえ間違いのないように出願し
てください。
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【１】本校入学者選抜制度について

・・・・



１．日程等
　■学校推薦・特待奨学生選抜・自己選択選抜 １月26日（木） 本人、出身中学校長宛に郵送します。
　■追　　試　　験 ２月１日（水） 本人、出身中学校長宛に郵送します。
　■一　般　入　試 ２月１日（水） 本人、出身中学校長宛に郵送します。
　■一般入試追試験 ２月７日（火） 本人、出身中学校長宛に郵送します。
２．郵便の事情により、到着が1日～2日遅れる場合もあります。
３．電話での照会は受け付けません。
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【２】試験日程・試験内容について

試験区分 出願期間

１月７日（土）
～

１月16日（月）

１月26日（木）

２月13日（月）

２月１日（水）
２月７日（火）

試験日 合格発表 入学手続き締切日 試験会場

本　　　校
本　　　校

本　　　校
本　　　校

１月21日（土）

１月22日（日）

１月29日（日）
１月29日（日）
２月５日（日）

本　　　校
員弁中学校
光風中学校
富田中学校
　港　中学校
三滝中学校
白子中学校
菰野中学校

本　　　校２月１日（水）

学　校　推　薦
特待奨学生選抜

自己選択選抜

追　　試　　験

一　般　入　試
一般入試追試験

【３】合格発表について

試験区分 試　　験　　内　　容対象コース 専願・併願

学　校　推　薦

特待奨学生選抜

自己選択選抜

追　　試　　験

専願

併願可

併願可

特別選抜
特別進学
総合進学
特別選抜
特別進学
特別進学
総合進学

書類審査・小論文・面接

一　般　入　試

一般入試追試験

併願可
特別選抜
特別進学
総合進学

書類審査・5教科テスト（国・数・英・理・社）

書類審査・5教科テスト（国・数・英・理・社）・面接

書類審査・3教科テスト（国・数・英）・面接

各入試の内容に準じます。

一般入試の内容に準じます。

◆試験日程

◆試験内容
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【４】推薦入試要項
学校推薦（専願） 特待奨学生選抜（併願可） 自己選択選抜（併願可）

平成29年３月中学校卒業見
込みの者で、本校の推薦基
準を満たし、かつ中学校長の
推薦がある者。
※合格した場合、必ず入学し
ていただきます。

受験資格
推薦基準

出願期間

出願場所

出願手続

平成29年３月中学校卒業見
込みの者で、教科の評定が
本校の選抜基準（５教科評
定20以上）を満たし、かつ大
学進学への意志を明確に持
ち、入学後も学業に精励でき
る者。
※専願受験者が合格した場
合、必ず入学していただき
ます。

平成29年３月中学校卒業見
込みの者で、次の各号のいず
れかに該当する者は、自筆の
自己紹介文（鉛筆可）の提出
により出願できます。
・学校または個人により課外活
動でめざましい活躍をした
者。
・選手歴や入賞などの実績が
なくても確かな足取りで地道
に中学校生活をおくった者。
・将来に向けた確かな人生設
計に基づき充実した高校生
活への意欲のある者。
※専願受験者が合格した場
合、必ず入学していただきま
す。

平成29年１月７日（土）～平成29年１月16日（月） 　　　　　　　　　　　　　　　　　
※受付時間：月曜日～土曜日9：00～16：00
※祝日、日曜日を除きます。郵送の場合は期限内必着です。

津田学園高等学校　事務室　　〒511-0904　桑名市野田５丁目3-12　℡（0594）31-6311

本校 本校

次のもの（本校所定）を提出して、受験票を受け取ってください。
（1）入学願書　（2）調査書　（3）誓約書（専願受験者のみ）
（4）合否結果発送用封筒 （5）自己紹介文（自己選択選抜のみ）
※入学検定料（12,000円）と郵送料（360円）の合計（12,360円）は、志願者個人が金融
　機関より振込んで下さい。入学願書には金融機関の収納印が必要です。
　振込受付：平成28年12月2日（金）～平成29年１月16日（月）
※郵送の場合は392円分の切手を同封してください。（受験票書留送付のため）

試験日時

試験会場

選考内容

合格発表

平成29年１月21日（土）　
午前８時30分受付開始

平成29年１月21日（土）
午前８時30分受付開始

平成29年１月22日（日）
午前８時30分受付開始
本校・員弁中学校・光風中学
校・富田中学校・港中学校・三
滝中学校・白子中学校・菰野
中学校
書類審査、３教科テスト（国数
英）、面接（本人）により、総合
的に判断します。

書類審査、５教科テスト（国数
社英理）、面接（本人）により、
総合的に判断します。

書類審査、小論文、面接（本
人）により、総合的に判断しま
す。

日　程

持参するもの

受　付　8:30～　8:45　
1時限　9:00～　9:45 小論文
2時限10:00～　　　 面接

受　付　8：30～　8：45
1時限　9：00～　9：45  国語
2時限 10：00～10：45  数学
3時限 11：00～11：45  社会
　　　　昼食
4時限 12：45～13：30  英語
5時限 13：45～14：30  理科
面接　14:45～　　 　  

受　付　8:30～　8:45
1時限　9:00～　9:40  国語
2時限　9:55～10:35  数学
3時限 10:50～11:30  英語
　　　　昼食
面接　12:15～　　  

受験票、筆記用具、上履き　 受験票、筆記用具、上履き、
昼食　

受験票、筆記用具、上履き、 
昼食

１月26日（木）　本人、出身中学校長宛に郵送します｡
※郵便の事情により、到着が１日～２日遅れる場合もあります。
※電話での照会は受け付けません。
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学校推薦（専願） 特待奨学生選抜（併願可） 自己選択選抜（併願可）

学校推薦（専願） 特待奨学生選抜（併願可） 自己選択選抜（併願可）

スライド合否
判定

備　　考

入学手続

指定登校日

特進コースの合格基準に達し
ない場合は総進コースへのス
ライド合否判定をします。
※スライド合否判定を希望し
ないことも可能です。

特待奨学生の合格基準に達
しない場合、特選コースまたは
特進コースへのスライド合否
判定をします。ただし、特進コ
ースの合格基準に達しない場
合、総進コースへスライド合否
判定はしません。
※スライド合否判定を希望し
ないことも可能です。

併願合格者は、２月13日（月）
14:00までに入学時納付金
45,000円を納入してください。

併願合格者は、２月13日（月）
14:00までに入学時納付金
45,000円を納入してください。

特選コースの合格基準に達
しない場合は特進コースへ、
特進コースの合格基準に達
しない場合は総進コースへの
スライド合否判定をします。

（１）推薦入試を欠席した場合、再出願せずに追試験が受験できます。
　※追試験を受験する場合、受験料は不要です。　　
（２）推薦入試で合格基準に満たなかった者は、再出願せずに一般入試が受験できます。
　※一般入試を受験する場合、受験料は不要です。　　　　　　 
　※本校から送付される「一般入学試験受験カード」、および「合否結果発送用封筒」に必要
　　事項を記入し、一般入学試験当日に持参してください。
専願合格者は、２月13日（月）14:00までに入学時納付金280,000円全額を納入してください。

（1）合格通知で指示します。
（2）指定登校日に事前の連絡がなく欠席の場合は、入学辞退とみなします。

スライド
合否判定

備　　考

入学手続

指定登校日

特進コースの合格基準に達し
ない場合は総進コースへのス
ライド合否判定をします。
※スライド合否判定を希望し
ないことも可能です。

特待奨学生の合格基準に達
しない場合、特選コースまたは
特進コースへスライド合否判
定をします。ただし、特進コー
スの合格基準に達しない場
合、総進コースへスライド合否
判定はしません。
※スライド合否判定を希望し
ないことも可能です。

併願合格者は、２月13日（月）
14:00までに入学時納付金
45,000円を納入してください。

併願合格者は、２月13日（月）
14:00までに入学時納付金
45,000円を納入してください。

特選コースの合格基準に達
しない場合は特進コースへ、
特進コースの合格基準に達
しない場合は総進コースへの
スライド合否判定をします。

推薦入試追試験で合格基準に満たなかった者、及び欠席者は、再出願せずに一般入試
追試験が受験できます。
※再出願せずに一般入試追試験を受験する場合、受験料は不要です。　　　　　　 
※本校から送付される「一般入学追試験受験カード」、および「合否結果発送用封筒」に必要
　事項を記入し、一般入学追試験当日に持参してください。
専願合格者は、２月13日（月）14:00までに入学時納付金280,000円全額を納入してください。

（1）合格通知で指示します。
（2）指定登校日に事前の連絡がなく欠席の場合は、入学辞退とみなします。

推薦入試出願者の中で、中学校長からの申告があり、本校が認めた者。※専願受験者は
合格した場合、必ず入学していただきます。

【５】推薦入試　追試験要項

試験日時 平成29年１月29日（日）　午前8時30分受付開始
試験会場 本校

選考内容

受験資格

書類審査、小論文、面接 書類審査、５教科テスト
（国数社英理、各50点）、面接

書類審査、３教科テスト
（国数英、各50点）、面接

合格発表
２月１日（水）　本人、出身中学校長宛に郵送します｡
※郵便の事情により、到着が1日～2日遅れる場合もあります。
※電話での照会は受け付けません。
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【７】 一般入試　追試験要項

受験資格

スライド
合否判定

特選コースの合格基準に達しない場合は特進コースへ、特進コースの合格基準に達しない
場合は総進コースへのスライド合否判定をします。

一般入試出願者または推薦入試追試験欠席者及び不合格者の中で、中学校長から申告が
あり、本校が認めた者。

選考内容 ５教科テスト（国数社英理、各50点）

試験日時 平成29年２月５日（日）　午前８時30分受付開始
試験会場 本校

合格発表
２月７日（火）　本人、出身中学校長宛に郵送します。
※郵便の事情により、到着が１日～２日遅れる場合もあります。
※電話での照会は受け付けません。

入学手続
２月13日（月）14:00までに入学時納付金45,000円を納入してください。ただし、専願合格者は、
入学時納付金280,000円全額を納入してください。

指定登校日
（1）合格通知で指示します。
（2）指定登校日に事前の連絡がなく欠席の場合は、入学辞退とみなします。

【６】一般入試要項

受験資格
平成29年３月中学校卒業見込みの者。または中学校を卒業した者。
※専願受験者は合格した場合、必ず入学していただきます。

出願期間

出願場所

平成29年１月７日（土）～平成29年１月16日（月）　受付時間：月曜日～土曜日　９：00～16：00
※祝日、日曜日を除きます。郵送の場合は期限内必着とします。

スライド
合否判定

特選コースの合格基準に達しない場合は特進コースへ、特進コースの合格基準に達しない
場合は総進コースへのスライド合否判定をします。

津田学園高等学校　事務室　　〒511-0904　桑名市野田5丁目3-12　℡（0594）31-6311

出願手続

次のもの（本校所定）を提出して、受験票を受け取ってください。
（1）一般入学願書　（2）調査書　（3）誓約書（専願受験者のみ）　（4）合否結果発送用封筒
　※入学検定料（12,000円）と郵送料（360円）の合計（12,360円）は、志願者個人が金融機関
　　より振込んで下さい。入学願書には金融機関の収納印が必要です。
　　振込受付：平成28年12月2日（金）～平成29年１月16日（月）
※郵送の場合は392円分の切手を同封してください。（受験票書留送付のため）

試験日時 平成29年１月29日（日）　午前８時30分受付開始
試験会場 本校
選考内容

日　　程

５教科テスト（国数社英理、各50点）

持参するもの

合格発表

受験票、筆記用具、上履き、昼食
２月１日（水）　本人、出身中学校長宛に郵送します。
※郵便の事情により、到着が1日～2日遅れる場合もあります。
※電話での照会は受け付けません。

受　付　8：30～　8：45　
1時限　9：00～　9：45　国語
2時限  10：00～10：45　数学
3時限  11：00～11：45　社会
　　　　昼食
4時限  12：45～13：30　英語
5時限  13：45～14：30　理科

入学手続
２月13日（月）14:00までに入学時納付金45,000円を納入してください。ただし、専願合格者は、
入学時納付金280,000円全額を納入してください。

指定登校日
（1）合格通知で指示します。
（2）指定登校日に事前の連絡がなく欠席の場合は、入学辞退とみなします。
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【８】出願について

【９】入学手続き等について

試験区分 入学願書 調査書 自己紹介文 専願受験誓約書 合否結果発送用封筒
学　校　推　薦
特待奨学生選抜
自己選択選抜

一　般　入　試

◆出願書類
試験区分別出願書類一覧

＜注意事項＞　
◎　出願書類はすべて本校所定の用紙を利用してください。
◎　郵送による出願の場合は、392円分の切手を同封してください。（受験票書留送付のため）
◆出願方法
出願書類（本校所定）を提出し、受験票を受け取ってください。
　１．出願期間　平成29年1月7日（土）～１月16日（月）　
　　　受付時間　9：00～16：00　
　　　※祝日、日曜日を除く。郵送の場合は、期限内必着です。
　２．出願場所　津田学園高等学校　事務室　〒511-0904
　　　　　　　　桑名市野田5丁目3-12　℡（0594）31-6311
◆入学検定料
　１．入学検定料（12,000円）と郵送料（360円）の合計12,360円を、志願者個人が金融
　　　機関より振込んでください。入学願書には金融機関の収納印が必要です。
　２．振込受付は、平成28年12月2日（金）以降とします。

◆入学手続
　１．専願の場合
　　　平成29年2月13日（月）14：00までに、入学時納付金280,000円全額を納入してください。
　２．併願の場合
　　　平成29年2月13日（月）14：00までに、入学金45,000円を納入してください。なお、施設費・設備費
　　　の納入期限については、合格通知で指示します。
◆入学時納付金及び学費

＜注意事項＞
◎　授業料24,000円のうち、9,900円は国の就学支援金により減額されますが、その額は世帯所得に
　　より増減します。9,900円の支援金はご家庭の総収入が910万円未満590万円以上の場合です。
　　また、590万円未満の場合は段階的に増額されていきます。
◎　納入された入学関係諸費は、原則として返金しません。ただし、納入後に三重県内の公立高校
　　再募集で合格し、本校を辞退する場合は「施設・設備費」のみ返金することができます。詳しくは
　　お問い合わせ下さい。

〇

〇

〇

○

○

○

○

○

○

○

〇（専願受験者のみ）

〇（専願受験者のみ）

〇（専願受験者のみ）

○

○

入学金　　　 45,000円
施設費　　　115,000円
設備費　　　120,000円

280,000円

入学時
納付金

合　計

24,000円
6,000円
400円
300円
500円

31,200円

授業料
教材及び教育充実費
生徒会費
ＰＴＡ会費
クラブ活動後援会費

平常月
納付金

合　計

推
薦
入
試
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【10】 特待奨学生制度及び津田奨学生制度について
◆特待奨学生制度
（1）募集人員　若干名。
（2）要　　件　入学試験において、本校特待奨学生基準を満たす者のうち、本校が認めた者。
　　　　　　 特待奨学生としての自覚を持ち、他の生徒の模範となって行動することができる者。
（3）特　　典　

（4）義　　務　定期的にレポートの提出と面接を実施します。この審査によって、特待奨学生を継続
　　　　　　 することができます。
　　　　　　 ※ただし、特待奨学生として入学した生徒であっても、上記の要件を満たすことができ
　　　　　　　 なくなった場合、特待奨学生を解除することがあります。
◆津田奨学生制度
（1）内　　容　入学後、特に人物・学力に優れ、他の生徒の模範となって行動する者に対し、2年次
　　　　　　 以降特待奨学生としての特典が与えられます。
（2）人　　数　若干名。

入学時納付金のうち、施設・設備費（235,000円）及び月々 の授業料を奨学金として
給付します。さらに、月額6,000円の教材及び教育充実費も同様の扱いとします。
月々 の納付金のうち、授業料を奨学金として給付します。

特待奨学生

準特待奨学生



津田学園高等学校

出　願　書　類

【S.特選コース・A.特進コース・B.総進コース】

試　験　区　分

一　般　入　試

入学願書

○願A

○願B

○願C

○願D

学　校　推　薦

特待奨学生選抜

自己選択選抜

自己紹介文

̶

̶

○

̶

誓　　約　　書

○

○（専願受験者のみ）

○（専願受験者のみ）

○（専願受験者のみ）

振込用紙

○

○

○

○

推
薦
入
試



受験
番号

太線内を記入してください。

平成29年度　津田学園高等学校

自 己 紹 介 文

ふ り が な

志

願

者
生 年 月 日

出身中学校 中学校　　　平成２９年３月　　卒業見込

名　　  前

平成　　　  　年　　　　　月　　　　   日生

題名 中学校生活において、一生懸命に取り組んだこと。

自己選択選抜出願時提出

・下記の題名について、 ２００～２５０字程度で書いてください。（本人記入・鉛筆可）
・文章は横書きで記入してください。

（はじめ→）

男 ・ 女
性
　
別

紹



試験区分

　津田学園高等学校への入学を希望しますので、必要書類を添えて願書を提出いた

します。なお、合格しましたら貴校に入学いたします。

平成　　　年　　　月　　　日

志願者名前

保護者名前

学法津田学園高等学校　校長様

学校推薦　 ・　 特待奨学生選抜　 ・　 自己選択選抜　 ・　 一般入試

出願する試験区分を○で囲んでください。

平成29年度　津田学園高等学校

専願受験　誓約書

印

誓

受験
番号



ローソン

昇龍殿 サークルK
大山田団地

至多度 至大垣 至名古屋至多度 桑名東I.C.

陽だまりの丘

ロ
イ
ヤ
ル
ゴ
ル
フ

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

イオン桑名
SC

桑名I.C.

東名阪
自動車道

津田桑名
幼稚園

至四日市
坂井橋

員弁川

ピアゴ

サン
シティ

津田学園

1

258
く
わ
な

入学関係の問い合わせ先

学校法人　津 田 学 園

三重県桑名市野田5丁目3－12

URL:http://www.tsudagakuen.ac.jp/koukou/
E -ma i l : k o u k ou@ t s udaga kuen . a c . j p

電　話（0594）3 1－6 3 1 1
F A X（0594）3 1－8 1 7 9

津田学園高等学校


