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１ 入学試験概要
推薦入試（単願） 学特入試Ⅰ（併願） 学特入試Ⅱ（併願） 一般入試

（単願および併願）
募集コース
募集定員
460名（男女）

アスリートコース
特進・大進・進学コース 特進・大進・進学コース

インターネット
入力期間

12月１日（木）～12月14日（水）
１月７日（土）～１月18日（水）

出願書類
提出期間

郵送
12月14日（水）～22日（木）必着

郵送
１月19日（木）

～25日（水）必着

本校窓口
12月20日（火）～22日（木）
受付時間　9：00～16：00

本校窓口
１月24日（火）
～25日（水）

受付時間　9：00～16：00
試験日 １月８日（日） １月９日（月・祝） １月28日（土）

合格発表日 １月13日（金）
15：00～（WEB）

２月３日（金）
15：00～（WEB）

出願資格 2023年３月中学校卒業見込みの者
①�2023年３月中学校卒
業見込みの者
②中学校を卒業した者

受験料 20,000円

受験料
支払方法

クレジットカード・コンビニ・ペイジー・ネット専業銀行のいずれかの方法でお支払いください。
※一旦納入した受験料は、どのような事情があっても返還はしませんので注意してください。
※�受験料納入には手数料が別途かかります。手数料はご本人負担となりますので、あらかじめご了承く
ださい。

出願書類
提出方法

中学校が出願書類をまとめて提出、もしくは個人での提出となります。
（簡易書留で郵送・または本校窓口まで持参どちらでも可）

試験内容

■学科試験
３教科　各45分
国語・数学・英語
■面接（グループ面接）

■学科試験
５教科　各45分
国語・数学・英語
理科・社会
■面接（グループ面接）

■学科試験
５教科　各45分
国語・数学・英語
理科・社会
■面接（グループ面接）

■学科試験
３教科　各45分
国語・数学・英語

■面接（個人またはグルー
プ面接）

試験会場 高校校舎 高校校舎　　大学各校舎

試験日の
持ち物 受験票　筆記用具　時計（ウェアラブル端末不可）　昼食　飲物　上履き　下足入れ

推薦入試 学特入試Ⅰ 学特入試Ⅱ 一般入試

入学手続
期間

Ⅰ期
入学手続期間 １月13日（金）～１月20日（金）

－制服採寸日・
物品購入日 １月21日（土）・22日（日）

Ⅱ期
入学手続期間

－
２月３日（金）～２月22日（水）

制服採寸日・
物品購入日 ２月23日（木・祝）

Ⅲ期
入学手続期間

－
２月３日（金）～３月17日（金）

制服採寸日・
物品購入日 ３月18日（土）
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２ 受験区分別入学試験について

1 推薦入試
⑴出願資格
次の①～④の全てに該当する者
①2023年３月に中学校卒業見込みの者。
②本校を第一志望とし、合格した場合は必ず入学する者。
③中学校における学校生活を真面目に取り組み、出席状況が良好で、中学校長が推薦する者。
④以下の要件も併せて満たすこと。

〈特進・大進・進学コース〉学業成績・人物ともに優秀な者。
〈ア ス リ ー ト コ ー ス〉 学業成績・人物ともに優秀で、下記の強化指定部に所属し、３年間継続できる者。

（男子）硬式野球部／サッカー部／ソフトテニス部／陸上競技部
（女子）剣道部／サッカー部／ソフトテニス部／ソフトボール部／バレーボール部／陸上競技部

⑵試験内容
国語・数学・英語（各教科配点を100点とし合計300点満点）
面接（グループ面接）

⑶選考方法
出願書類、試験内容の結果を総合的に判断し選考する。
特進・大進・進学コースの合格は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５ランク。
アスリートコースの合格は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃの４ランク。

2 学特入試Ⅰ
⑴出願資格
2023年３月に中学校卒業見込みの者。

⑵試験内容
国語・数学・英語・理科・社会（各教科配点を100点とし合計500点満点）
面接（グループ面接）

⑶選考方法
出願書類、試験内容の結果を総合的に判断し選考する。
合格は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５ランク。
※学特入試Ⅰ受験者は、学特入試Ⅱも受験する両日受験を原則とする。（学特入試Ⅱの受験料は不要）

3 学特入試Ⅱ
⑴出願資格
2023年３月に中学校卒業見込みの者。

⑵試験内容
国語・数学・英語・理科・社会（国語・理科・社会の配点は各100点、数学・英語の配点は各200点とし合計700点満点）
面接（グループ面接）

⑶選考方法
出願書類、試験内容の結果を総合的に判断し選考する。
合格は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５ランク。
※学特入試Ⅱのみの受験も可能。
※面接は学特入試Ⅰの未受験者及び学特入試Ⅱのみの受験者に課す。両日受験者に面接は課さない。

4 一般入試
⑴出願資格
次の①か②のいずれかに該当する者。
①2023年３月に中学校卒業見込みの者。
②中学校を卒業した者。

⑵試験内容
国語・数学・英語（各教科配点を100点とし合計300点満点）
面接（個人またはグループ面接）

⑶選考方法
出願書類、試験内容の結果を総合的に判断し選考する。
合格は、特進合格・大進合格・進学合格の３ランク。
※奨学生の選抜はなし。

すべての入試において、学科試験はマークシート方式で実施する。

－�2�－



４ 試験日程および試験科目・時間割
受験区分 推薦入試（単願） 学特入試Ⅰ（併願） 学特入試Ⅱ（併願） 一般入試（単願および併願）

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

時間割

マークシート方式 マークシート方式 マークシート方式 マークシート方式

集　合　８：30 集　合　８：30 集　合　８：30 集　合　８：30

諸説明　８：35～８：45 諸説明　８：35～８：45 諸説明　８：35～８：45 諸説明　８：35～８：45

国　語　９：00～９：45 国　語　９：00～９：45 国　語　９：00～９：45 国　語　９：00～９：45

数　学　10：00～10：45 数　学　10：00～10：45 数　学　10：00～10：45 数　学　10：00～10：45

英　語　11：00～11：45 英　語　11：00～11：45 英　語　11：00～11：45 英　語　11：00～11：45

昼　食　11：45～12：30 昼　食　11：45～12：30 昼　食　11：45～12：30 昼　食　11：45～12：30

面　接　12：30～ 理　科　12：30～13：15 理　科　12：30～13：15 面　接　12：30～

社　会　13：30～14：15 社　会　13：30～14：15

面　接　14：30～ 面　接　14：30～

３ 入試出題範囲

教科 除　外　項　目

国語 なし

数学 三平方の定理、円、標本調査

英語 リスニング

理科 学習指導要領　第１分野⑺科学技術と人間　　　第２分野⑹地球と宇宙、⑺自然と人間

社会 国際政治、経済分野
※諸事情により、除外項目が変更になる場合があります。詳細確定後、本校ホームページにてお知らせいたします。

　中学校３年生までの範囲とする。ただし、以下の項目を除外する。

書類の名称 受験区分 内　　容

出願票 推薦入試
学特入試Ⅰ・Ⅱ
一般入試

本校所定のもの。
縦４㎝×横３㎝のカラー顔写真１枚（直近３カ月以内に撮影したもの）。

調査書※１ 群馬県公立高校書式（欠席数は１学年から３学年11月末までとする）。

推薦書※２

推薦入試のみ
本校所定のもの（欠席数は１学年から３学年11月末までとする）。

活動記録書※２ 本校所定のもの（アスリートコース受験者のみ）。

※１　群馬県以外の都道府県の場合は、本校ホームページよりダウンロードし使用してください。
※２　本校ホームページよりダウンロードし使用してください。

５ 出願書類について
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６ 出願について
顔写真について
・受験票と出願票にはカラー顔写真（縦４cm×横３cm）が２枚必要です。出願サイト上で顔写真の登録をすると、受験票
と出願票にその顔写真が自動的に挿入されます。登録しない場合は、受験票と出願票のそれぞれに顔写真を貼付してく
ださい。
※受験票と出願票は受験区分ごとに別々に発行となります。受験票と出願票に直接顔写真を貼付する場合、１回出願す
るごとに２枚ずつ必要となります。
※出願用顔写真を撮影する際には、「顔写真アップロード」のページの指示に従ってください。
・顔写真は受験生本人のみが写っているものに限ります。ただし、直近３カ月以内に撮影したもの。ほかにも以下の点に
ご注意ください。
※背景は無地とし、風景等が入らないように撮影してください。
※胸から頭頂、両肩が入るようにし、顔に影ができないようにしてください。
※試験当日眼鏡をかける場合は、眼鏡着用の顔写真を貼付してください。
※登録できる顔写真のファイル形式、ファイルサイズは以下の通りになります。
　　ファイル形式：JPEG形式またはPNG形式の画像データ　ファイルサイズ：３MBまで

個人情報入力上の注意
・インターネットで入力できない文字（外字）は簡易字体で入力してください。
・住所表記については、住民票に記載されている通りに入力してください。
　（大字や甲乙の有無、番地、号、－（ハイフン）など。）
・ミドルネームについては、名前の欄にスペースを空けずに続けて入力してください。

受験料決済の方法について
　お支払い方法は、クレジットカード、コンビニ、ペイジー（金融機関ATM）またはネット専業銀行からお選びいただけます。

　ペイジー対応金融機関ATM（ペイジーマークが画面に表示されているもの）でお支払
いいただけます。
　ゆうちょ銀行・群馬銀行・東和銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行
　そのほか、ご利用可能なペイジー対応金融機関ATMはこちらからご確認ください。

インターネット出願の環境がない場合
　下記の期間に、本校受付窓口にコンピュータ・プリンタを用意しますので、前日までに電話予約の上、ご来校いただき、
手続きを行ってください。（ご予約のない場合は対応いたしかねます。）受験料の納入（コンビニ支払等）をしていただいた後、
「受験票・出願票」を本校受付窓口で発行印刷してお渡しします。
予約受付　TEL.027-352-3460（代表）
・インターネット出願本校窓口受付期間　12月１日（木）～12月14日（水）
　　平日は９：00～16：00、土曜日は９：00～15：00（日曜日の実施はありません）
・インターネット出願本校窓口受付期間　１月13日（金）～１月18日（水）
　　平日は９：00～16：00、土曜日は９：00～15：00（日曜日の実施はありません）

プリンタがない場合
　コンビニのマルチコピー機で印刷できます。マルチコピー機の使い方は
コンビニ印刷ガイドを参照してください。

操作方法のお問い合わせ
　インターネット出願システムの操作方法については、出願サイトのコールセンター（サイト上に掲載、出願期間中は24
時間対応）へご連絡ください。
※入試に関するお問い合わせは、本校入試広報部（TEL.027-352-3460またはnyushi@tuhw-h.ed.jp）にお願いします。

コンビニ印刷ガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/print_guide/

ペイジー対応金融機関ATM
https://www.paygent.co.jp/service/atm_pay-easy/
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７ 合格区分および特典

受験区分 合格区分 合格コース
入学時の納入金 奨学金

（年間）入学金
120,000円

施設費
100,000円

推薦入試
（特進・大進・進学）

Ｓ合格
特進

免除 免除 250,000円
Ａ合格 免除 免除 150,000円
Ｂ合格 特進・大進※ 免除 半額免除 80,000円
Ｃ合格 大進 － － －
Ｄ合格 進学 － － －

推薦入試
（アスリート）

Ｓ合格

アスリ－ト

免除 免除 250,000円
Ａ合格 免除 免除 150,000円
Ｂ合格 免除 免除 －
Ｃ合格 － － －

学特入試Ⅰ・Ⅱ

Ｓ合格
特進

免除 免除 250,000円
Ａ合格 免除 免除 150,000円
Ｂ合格 特進・大進※ 免除 免除 －
Ｃ合格 大進 － － －
Ｄ合格 進学 － － －

一般入試
特進合格 特進 － － －
大進合格 大進 － － －
進学合格 進学 － － －

※Ｂ合格はクラス編成試験（８ページ）により特進コ－スか、大進コ－スを決定する。

奨学生制度
①入学試験の結果、Ｓ合格・Ａ合格及びＢ合格（アスリートコースを除く推薦入試のみ）の入学者は、奨学生として奨学金
を給付します。但し、奨学生資格は年度毎に審査を行い、成績状況・生活態度・進路希望等により、その資格が変更さ
れることがあります。
②入学試験の結果に関係なく、年度毎に実施する奨学生資格の審査により、奨学生として適当と判断された生徒に対して、
奨学生資格が与えられることがあります。

８ 入試全般に関する注意事項・連絡事項
①出願に関して、提出書類に不備がある場合、また出願期間・受付時間を過ぎた場合は、受付できません。十分確認の上、
出願書類を提出してください。
②両日受験者は学特入試Ⅰと学特入試Ⅱのうち、良い方の合格ランクで入学手続ができます。
③両日受験者で学特入試Ⅱの受験を辞退する者は、中学校の先生に申し出てください。辞退届は、本校ホームページ
（https://www.tuhw-h.ed.jp/）内のものを使用し、中学校長の記名押印の上、１月24日（火）までに、中学校の先生が
窓口持参または郵送（必着）で提出してください。
④入試当日朝のスクールバスの運行は（高崎駅東口／前橋駅南口）�6：45～7：45となります。
⑤受験に関して、試験開始後15分を経過すると受験会場に入室できません。
⑥面接試験終了予定時刻（目安）については、本校ホームページに掲載します。
⑦不正行為の疑いがある場合、次のような対応をとることがあります。
　・試験監督者等が注意をする。または事情を聴く。
　・別室での受験を求める。
⑧不正行為と認められた場合、次のような対応をとることがあります。
　・当該年度における本校の全ての入学試験の結果を無効とする。（受験料は返還しない）
　・当該年度における本校の全ての入学試験の受験を認めない。
⑨入学手続に関して、手続期間・受付時間を過ぎた場合は、受付できません。
　十分確認の上、入学手続を行ってください。
⑩入学手続後、他の高校を受験した場合は合格を取り消します。
⑪一旦納入した受験料・入学金・施設費・その他入学手続経費は返還できません。
⑫公立高校の追検査に伴う入学手続延期の対応については、本校ホームページにて詳細をご確認ください。（２月上旬掲載予定）
学校感染症・新型コロナウイルス感染症対策および緊急事態（降雪時等）の対応について
本校ホームページ（https://www.tuhw-h.ed.jp/）に掲載いたしますのでご確認ください。
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９ 合格発表について
発表日時
１月13日（金）15：00（推薦・学Ⅰ）、２月３
日（金）15：00（学Ⅱ・一般）
本校ホームページより「合格発表サイト」
https://go-pass.net/tuhwh/にアクセス
してください。

※合格発表の時間に変更がある場合は、出
願者全員への一斉メールと本校ホーム
ページ（https://www.tuhw-h.ed.jp/）で
お知らせします。

※電話での合否、合格得点などの入試に関
する問い合わせは一切お受けできません。
また、成績の開示には応じかねます。

合格発表から入学式までの流れ

本校ホームページにアクセス１

合格発表サイトへ２

合格発表のページにて
合格を確認（８桁パスワードの入力）３

合格者向けダウンロードページ４

制服採寸・物品購入・書類提出８

入学説明会・クラス編成試験（中学校の制服）９

入学式10

入学手続案内のページ（必要事項入力）５

６

支払完了・手続完了メール確認７

入学金等支払なし
（免除者）

入学金等支払あり
（支払方法選択）

払込番号確認

オンライン決済
・クレジット
・ネット専業
　銀行

コンビニ支払を
選択

ペイジーを選択

コンビニで支払
ペイジーで支払
・金融機関ATM

合格発表サイト
https://go-pass.net/tuhwh/

・本校ホームページより「合格発表サイト」にログインし、「入学手続金決済サイト」へアクセスしてください。
・入学手続方法の詳細については、合格発表と同時に本校ホームページに掲載いたします。詳しくは、「合格発表から入学
式までの流れ」の上図チャートをご確認ください。
※支払方法は、クレジットカード、コンビニ、ペイジー（金融機関ATM）、ネット専業銀行のいずれかです。
※支払の期限表記は、締切時刻を表記するものです。たとえば18：00締切の場合、17：59：59までに〈払込確認＝入
学金払込完了〉が必要です。
※支払期限内に払込確認が完了するようご注意ください。

10 入学手続について

入学手続時の納入金等

入学時に要する費用
内訳 合計

入学金
120,000円

施設費
100,000円 220,000円

入学後の月々の費用
内訳 合計

授業料
30,000円

教材費
5,000円

PTA・生徒会費
3,000円 38,000円

※上記以外に修学旅行積立金が別途必要となります。スクールバス・KENDAI�OASIS利用者は維持費・利用費が別途必要となります。
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12 兄弟姉妹支援制度
　高崎健康福祉大学高崎高等学校の在校生及び同窓生を兄弟姉妹に持つ、すべての入学者に対して、「兄弟姉妹支援制度」を
適用します。

支援項目 支援内容 対　　象

受験料 全額給付
（20,000円） 兄弟姉妹が本校※３の在校生及び同窓生である入学者

入学金※１ 全額給付
（120,000円） 兄弟姉妹が本校※３の在校生及び同窓生である入学者

授業料※１ 奨学金給付※２

（年間120,000円） 兄弟姉妹が本校※３の在校生である入学者

※１　兄弟姉妹が同年度に複数入学する場合は、１家庭１名分のみ支援制度対象となります。
※２　兄弟姉妹が卒業するまでの期間において、兄弟姉妹支援制度により奨学生とし、奨学金を給付します。

（入学者と入れ替わりで在校生が卒業する場合は対象となりません。）
※３　�ここでいう本校とは、高崎健康福祉大学高崎高等学校のことであり、高崎健康福祉大学大学院、高崎健康福祉大学、高崎健康福祉大学附

属幼稚園は含みません。

＊受験料・入学金・授業料は一度納入していただき、兄弟姉妹支援制度認定後に、該当する支援項目に応じた給付をいたします。
＊�入学金・授業料に関しては、兄弟姉妹支援制度と合格区分別奨学生制度の両方が該当となった場合、年間において条件の良いどちらか一方が
適用となります。

②群馬県私立高等学校授業料等支援事業
　群馬県の私立高校に通学する生徒がおり、世帯収入（目安）が590万～910万円未満の家庭に対して、群馬県が独自に行
う支援事業です。国の高等学校等就学支援金とは別に群馬県から支援金の給付を受けることができます。利用するには高
等学校等就学支援金とは別の申し込みが必要となります。また、申請については、入学後に学校からご案内いたします。

11 就学支援金について
①高等学校等就学支援金
　授業料支援を行う返還不要の公的補助制度です。ただし、利用するためには入学後に申し込みが必要となります。また、
法改正等により今後変更になる場合があります。

世帯収入（目安）別支給額（月額）は以下のとおりです。
＊世帯収入590万円未満…30,000円
＊世帯収入590万～910万円未満…9,900円
＊世帯収入910万円以上…補助なし

合格区分
授業料（年間） 奨学金

（年間）
実質納入額
（年間）月額30,000

Ｓ合格 360,000 250,000 110,000
Ａ合格 360,000 150,000 210,000
Ｂ合格（推薦） 360,000 80,000 280,000
Ｂ合格（アス） 360,000 － 360,000
Ｂ・Ｃ・Ｄ合格 360,000 － 360,000

高等学校等就学支援金支給額
世帯収入（目安）

590万未満
世帯収入（目安）

590万～910万未満
月額30,000 月額9,900
360,000 118,800
360,000 118,800
360,000 118,800
360,000 118,800
360,000 118,800

（単位：円）

（単位：円）
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※通学用バッグ、通学用革靴、運動靴等は、規定内で自由購入
※金額や規定が変更される場合があります。

〈自由購入品〉
男女別 金　額

トレーナー 男子・女子 3,350
長袖Ｔシャツ 男子・女子 2,600
Ｖセーター（紺色） 男子・女子 5,390
ニットベスト（紺色） 男子 4,950
ニットベスト（クリーム色） 男子・女子 4,950
紺タイツ 女子 420
スラックス（夏） 男子 12,650
女子スラックス 女子 13,750
女子スラックス（夏） 女子 13,200

〈男子合宿所〉
　第１・第２健

け ん

心
し ん

館
か ん

※�アスリートコースのみ利用可
月　額 金　額
合宿費 25,000
食　費 31,000
合　計 56,000

〈女子寮〉
　藤

ふ じ

寮
りょう

※全コース入寮可
月　額 金　額
寮　費 27,000
食　費 30,700
合　計 57,700

※月～土の朝昼夜３食付き（日曜日のみ食事なし）
※�入所・入寮時にそれぞれ入所費、入寮費として30,000円がかかり
ます。
※合宿費、寮費、食費は変更になる場合があります。
※定員に達した場合、入寮できないことがあります。

13 入学者諸経費一覧� ※（金額は全て円）

〈入学までの諸経費〉
諸経費 男　子 女　子

①受験料 20,000 20,000
②入学金Ｓ・Ａ・Ｂ合格は免除（注１） 120,000 120,000
③施設費Ｓ・Ａ・Ｂ合格は免除 100,000 100,000
①～③小計 240,000 240,000
④制服一式 57,750 80,720
⑤指定シューズ 4,950 4,950
⑥体育着一式 19,700 19,700
④～⑥小計 82,400 105,370
⑦入会金
生徒会・PTA・同窓会・後援会 17,500 17,500

⑧クラブ施設費 5,000 5,000
⑨保険料 3,400 3,400
⑩非常用食料 2,000 2,000
⑪社会見学 17,500 17,500
⑫生徒手帳 240 240
⑬身分証明書カード 1,000 1,000
⑭校章 350 350
⑮心電心音検査 2,200 2,200
⑦～⑮小計 49,190 49,190
合　計 371,590 394,560

〈入学後の諸経費〉
項　目 金　額

授業料（注２） 30,000
教材費 5,000
生徒会費 500
PTA会費 2,500
合　計 38,000

〈奨学金〉年間
Ｓ奨学生 250,000
Ａ奨学生 150,000
Ｂ奨学生（注３） 80,000
兄弟姉妹支援制度 120,000

（注１）兄弟姉妹支援制度は給付。（詳細は本校ホームページをご覧ください）
※教科書代：指定日に指定書店にて販売（新入生登校日に詳しくご案内いたします）
※�特進コースは勉強合宿：30,000円、アスリートコースはスキー実習代：28,500円
が別途かかります。
※デジタル教材費（タブレット端末等）が別途かかります。
※上記金額は予定であり変更になる場合があります。

（注２）�就学支援金対象世帯には、授業料の金額から最
大月30,000円を引いた額が月々の負担額にな
ります。

　　　（詳細は本校ホームページをご覧ください）
※スクールバス利用者は、維持費として月額4,600円
※�KENDAI�OASIS利用者は、施設使用費として月額
3,000円

※�修学旅行積立金（月額約9,000円）は、旅行会社と個
別契約

（注３）�奨学金給付は推薦入試合格者の特進・大進コー
ス入学者のみ

　保護者・入学予定者に対し、入学説明会・クラス編成試験を行います。

14 入学説明会・クラス編成試験

入学説明会・
クラス編成試験

３月21日（火・祝）
９：00～12：00

高校体育館
高校本校舎 保護者・入学予定者全員

＊入学予定者は、受験票を持参し、中学校の制服で登校してください。
＊クラス編成試験は、国語・数学・英語（リスニングなし）の３教科です。
＊必ず保護者の方もご出席ください。

15 個人情報の取り扱いについて
　出願および入学手続時にお知らせいただいた氏名・住所等の個人情報は、
入学試験実施・合格発表・入学手続等を行うためだけに利用します。
　プライバシーポリシーについては、本校ホームページをご覧ください。
　https://www.tuhw-h.ed.jp/privacy-policy/

プライバシーポリシー
https://www.tuhw-h.ed.jp/privacy-policy/
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本校ホームページ
［URL https://www.tuhw-h.ed.jp/］

入試に関してのご質問はこちらまで 

▲

TEL.027-352-3460 / FAX.027-353-0855
E-mail  nyushi@tuhw-h.ed.jp

 交通アクセス 
○スクールバス
　高崎駅から15分
　前橋駅から20分

○自転車
　高崎駅から20分
　倉賀野駅から10分

◆受験生が事前に印刷する書類（Ａ４用紙、カラー印刷）
Ⓐ受験票
受験生各自で保管し、入学試験当日に持参してください。

Ⓑ出願票（出願時提出）
・中学校が出願書類をまとめて提出する場合
　中学校へ提出してください。
・個人で出願書類を提出する場合
　出願書類とともに簡易書留で郵送、または本校窓口に持参してください。

Ⓒ本校宛名票
個人で郵送出願する場合のみ使用。出願書類を入れた封筒に貼付し、簡易書留で郵送してください。
中学校が出願書類をまとめて提出する場合は使用しません。

Ⓐ受験票

Ⓑ出願票
（出願時提出）

Ⓒ本校宛名票

（サンプル）
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インターネットによる出願の流れ
（本校ホームページより、出願手続の流れについてご確認ください。）

インターネット入力期間中は24時間（平日・土日）手続きが可能です。

ご　家　庭

1

2

3

4

5

6

7

8

9

「インターネット出願準備入力シート」の「申込内容確認書」を記入してください。
「申込内容確認書」の内容を中学校の先生に提出して確認を受けてください。

本校ホームページにアクセス バナーを
クリック

メールアドレス登録
パスワード設定

出願情報入力

申込内容の確認

受 験 料 納 入
・コンビニ支払　・ネット専業銀行
・ペイジー決済

再度「出願サイト」へアクセス

中学校が出願書類をまとめて提出する場合

出　願　完　了

入学試験（受験票を持参）

①「受験票・出願票・本校宛名票」
を【Ａ４用紙】カラーで印刷

・クレジットカード決済

受験番号発行
受験票発行

受験票は本校から発送しません。

インターネット出願サイト 備　　考

2

3

4

5

6

7

8

スマートフォン、タブレット端末でも
ご利用いただけます。

既にIDを登録している方は、
登録済みのメールアドレス
とパスワードでログインでき
ます。

緊急時に確認できるメールアドレスを
ご登録ください。

「インターネット出願準備入力シート」
の「申込内容確認書」の内容を入力する。

受験料の納入完了後、受験番号が発行
され、受験票の印刷が可能となります。

「申込内容確認書」を中学校の先生に提
出するかは任意。

ご自宅または、コンビニのマルチコピー
機等で①の書類をカラー印刷してくだ
さい。

中学校へ「出願票」を提出してください。
中学校の先生は「推薦書」「調査書」等の出願書類と「出願票」を簡易
書留で郵送、または本校窓口に持参してください。

個人で出願書類を提出する場合
出願書類を揃え、宛名票を利用して「簡
易書留で郵送」、または「本校窓口に持参」
してください。

受験料の納入期限は、入力締切日23：59
です。受験料決済後に出願内容に誤り
があった場合は、受験料の返金はでき
ませんのでご注意ください。

■受験料納入にご利用いただける決済方法
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2023年度　高崎健康福祉大学高崎高等学校　インターネット出願入力準備シート

Ａ表 【申込内容確認書（中学校提出用）】� □にチェックを入れて入学試験の内容を確認してください。

Ｂ表 【志願者情報入力項目】

募集区分 試験日 出願書類

□ 推薦入試 単願
□ 特進・大進・進学
□ アスリート １月８日（日）

①出願票
②調査書
③推薦書
④活動記録書（アスリートのみ）

　 学特入試Ⅰ□ 　　　　　 （両日受験）　 学特入試Ⅱ 併願 特進・大進・進学 １月９日（月）
１月28日（土）

①出願票
②調査書

□ 学特入試Ⅱ 併願 特進・大進・進学 １月28日（土） ①出願票
②調査書

□ 一般入試
□ 単願
□ 併願

特進・大進・進学 １月28日（土） ①出願票
②調査書

以上が出願する入学試験の内容です。出願書類の作成をよろしくお願いいたします。

�３年　　�組　　�番【氏名】　　　　　　　　　　【保護者氏名】　　　　　　　　　　　　㊞　

担任確認印

ユーザー ID（メールアドレス） パスワード

〒　　　　 －

（　　　　　　　）

※この用紙に記入された内容は個人情報を多く含みますので紛失しないように大切に保管してください。

立 中学校

性 別 生年月日
（西暦） 20　　  年　　　月　　　日

パスワードは再発行できませんので
忘れないようにメモしておくとよいでしょう。

オープンキャンパス等で登録したものを使用できます。

フ リ ガ ナ

志 願 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

出 身 中 学 校

保 護 者 氏 名

男 女

（　　　　　　　）緊 急 連 絡 先

志願者との続柄
（例：父　母　など）

都 ・ 道
府 ・ 県

市 ・ 町
村 ・ 私

✂　　キ　　リ　　ト　　リ　　✂✂　　キ　　リ　　ト　　リ　　✂

受験生が
事前に印刷する書類

（Ａ４用紙１枚・カラー印刷）

・受験票
・出願票（出願時提出）
・本校宛名票

セ
ッ
ト

・受験票（切り離して入学試験当日に持参してください）
・出願票（切り離して中学校へ提出してください）
・本校宛名票

個人で郵送出願する場合のみ使用。出願書類を入れて封筒に貼付し、
簡易書留で送付してください。中学校でまとめて提出する場合は使
用しません。

入試に関するお問い合わせ先　TEL.027-352-3460

✂✂
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〒 370-0033 群馬県高崎市中大類町 531   TEL.027-352-3460 ㈹　FAX.027-353-0855
URL https://www.tuhw-h.ed.jp/
E-mail （学校全般に関するお問い合わせ） info@tuhw-h.ed.jp / （入試に関するお問い合わせ） nyushi@tuhw-h.ed.jp


