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2022 年度（令和 4 年度）入学試験概要 

 

 １  募集定員 

30名 

次の 2 コースを募集します。2 コース合わせて 30名の募集となります。 

特別進学コース    

進学スポーツコース 

 

 ２  コース概要 

 

コース 概 要 

特別進学コース 
幅広い知識と教養を身につけ、国公立大学・早慶などの難関私立大

学合格を目指すコース。 

進学スポーツコース 
運動部での活躍とともに、国公立大学・有名私立大学合格を目指す

コース。 

            

 ３  入試区分と日程 

 

入試区分 日  程 

スポーツ入試 
2021 年 10 月 9 日（土） 

※進学スポーツコースのみの受験となります。 

推薦入試 

1 期 2021 年 11 月 6 日（土） 

2 期 2021 年 12 月 18 日（土） 

※推薦入試は一度しか受験できません。 

※学力検査入試との同時受験はできません。 

学力検査入試 

1 期 2021 年 11 月 6 日（土） 

2 期 2021 年 12 月 18 日（土） 

※推薦入試との同時受験はできません。 

2次募集 
2022 年  2 月  5 日（土） 

※募集する場合ホームページ上でお知らせします。 

 

 ４  受験料 

15,000円（スポーツ入試・推薦入試・学力検査入試・2次募集） 

※一旦納入した受験料は、理由の如何を問わず返還しません。 
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各種入学試験について 

 

 ５  スポーツ入試 

募集コース 進学スポーツコース 

出願期間 2021年  9月 21日（火）～ 10月 4日（月）  9:00～16:00（郵送必着）※土日祝日除く 

試験期日 2021年 10月  9日(土)  

試験会場 桐生大学附属中学校 

合格発表 2021年 10月 14日（木）    ※インターネット上で行います。 

出願資格 

2022年 3月に小学校卒業見込みの者で、かつ次の(1)～(2)の条件に該当する者 

(1)スポーツ（サッカー）で優れた能力を持ち、市・郡レベル以上の大会等で活躍した者 

(2)本校のサッカー練習会に参加した者 

※いずれの場合も学力の条件はあります。 

単併区分 進学スポーツコース 単願者 

試験方法 

☆面接（個人） 本人（口頭試問含む）および保護者 

☆書類選考 

☆実技試験（サッカー）  

試験時間 

集合時間 16:30 

諸注意         16:30～ 16:45 

児童面接       17:00～    

保護者面接     17:00～ 

実技試験     面接終了後、実施します。 

出願書類 

(1)受験票・受験票（控）【当日持参】 

(2)面接調査票・・・本校所定の用紙 【郵送】 

(3)通知票の写し（第 5，6学年次の表・裏すべて）【郵送】 

※インターネット出願サイトでお手続き後、10月 4日（月）までに郵送必着 

その他 
☆進学スポーツコースの募集競技は、サッカーのみです。 
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 ６  推薦入試 

 

 

募集コース 特別進学コース・進学スポーツコース 

出願期間 

1期：2021年 10月 19日（火）～ 11月 1日（月） 9:00～16:00（郵送必着）※土日祝日除く 

2期：2021年 11月 30日（火）～ 12月 13日(月) 9:00～16:00（郵送必着）※土日祝日除く 

    ※ただし、12月 6日(月)は創立記念日のため持参の場合受付できません。 

試験期日 
1期：2021年 11月  6日(土)  

2期：2021年 12月 18日（土） 

試験会場 桐生大学附属中学校 

合格発表 
1期：2021年 11月 11日（木）    ※インターネット上で行います。 

2期：2021年 12月 23日（木）    

出願資格 

2022年 3月に小学校卒業見込みの者で、かつ次の(1)～(4)の条件のいずれかに該当する者 

(1)学級活動・児童会活動・クラブ活動・学校行事の推進に顕著な役割を果たした者 

(2)地域活動（子供会・ボーイスカウト・スポーツ少年団等）で顕著な功績があった者 

(3)学術・芸術・スポーツ等で優れた能力を持ち、市・郡レベル以上の大会等で活躍した者 

(4)英検 3級以上を取得している者 

※いずれの場合も学力の条件はあります。 

単併区分 特別進学コース 単願者   進学スポーツコース 単願者 

試験方法 

☆作文 

☆面接（個人） 本人および保護者 

☆書類選考 

☆実技試験（サッカー） ＊進学スポーツコース受験者のみ実施します。 

試験時間 

集合時間      13:30 

諸注意        13:30～13:45 

作文        14:00～14:40 

保護者面接    14:00～    

児童面接     15:00～ 

実技試験     ＊進学スポーツコース受験者のみ 

出願書類 

(1)受験票・受験票（控）【当日持参】 

(2)推薦書・・・下記①、②のいずれかの推薦書（すべて本校所定の用紙）【郵送】 

①出身小学校長が作成した推薦書 

 ②スポーツ団体の責任者が作成した推薦書 ＊進学スポーツコースに出願する者のみ 

(3)面接調査票・・・本校所定の用紙 【郵送】 

(4)通知票の写し（第 5，6学年次の表・裏すべて）【郵送】 

※インターネット出願サイトでお手続き後、1期は 11月 1日（月）、2期は 12月 13日（月）まで

に郵送必着 

その他 
☆進学スポーツコースの募集競技は、サッカーのみです。 

☆1期推薦入試が不合格の場合は、2期推薦入試は再受験できません。 
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 ７  学力検査入試 

募集コース 特別進学コース・進学スポーツコース 

出願期間 

1期：2021年 10月 19日（火）～ 11月 1日（月） 9:00～16:00（郵送必着）※土日祝日除く 

2期：2021年 11月 30日（火）～ 12月 13日(月) 9:00～16:00（郵送必着）※土日祝日除く 

    ただし、12月 6日(月)は創立記念日のため持参の場合受付できません。 

試験期日 
1期：2021年 11月  6日(土)  

2期：2021年 12月 18日（土） 

試験会場 桐生大学附属中学校 

合格発表 
1期：2021年 11月 11日（木）   ※インターネット上で行います。 

2期：2021年 12月 23日（木）   ※インターネット上で行います。 

出願資格 2022年 3月に小学校卒業見込みの者 

単併区分 特別進学コース・進学スポーツコース  単願者または併願者 

試験方法 

☆記述試験 国語、算数  ※国語の代わりに英語でも受験ができます。 

☆面接 本人 

☆書類選考 

 ＊進学スポーツコースは、面接終了後、実技試験（サッカー）を実施します。 

試験時間 

集合時間   8:30 

諸注意           8:30～ 8:45 

１時間目（国語）   9:00～ 9:45 

２時間目（算数）  10:00～10:45 

児童面接  11:00～ 

実技試験       ＊進学スポーツコース受験者のみ 

出願書類 

(1)受験票・受験票（控）【当日持参】 

(2)通知票の写し（第 6学年次の表・裏すべて）【郵送】 

(3)面接調査票・・・本校所定の用紙【郵送】 

※インターネット出願サイトでお手続き後、1期は 11月 1日（月）、2期は 12月 13日（月）まで

に郵送必着 

その他 

☆単願者は加点など優遇措置があります。 

☆進学スポーツコースの募集競技は、サッカーのみです。 

☆同日に行われる推薦入試との重複受験はできません。 

 

 

 ８  ２次募集 

入学試験の状況により、2022年 2月 5日（土）に 2次募集を行う場合があります。 

実施する場合は、ホームページ上で募集方法を公表します。 
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 ９  出願手続 

     （１）出願について  ※インターネット出願の流れは p11～14を参照してください。 

       出願期間内にインターネット出願サイトへアクセスして、出願手続きをしてください。検定料の支払い、受験票・受験

票（控）の印刷など完了させ、出願期間内に下記の出願書類を本校事務室に提出（持参又は郵送）してください。な

お、受理した書類および入学検定料は、いっさい返還しません。 

       ・持参の場合・・・出願期間中の 9時から 16時まで（土・日・祝日を除く）です。 

       ・郵送の場合・・・出願期間の最終日必着です。「簡易書留」で郵送してください。 

     （２）出願書類 

       ①受験票・受験票（控）・・・当日持参してください。 

         ・本人写真（タテ 4cm×ヨコ 3cm カラー 3か月以内に撮影したもの）をのりで貼ってください。 

         ※インターネット出願サイトから顔写真データをアップロードすることも可能です。 

       ②通知表の写し 

         ・スポーツ入試・推薦入試・2次募集の場合・・・第 5、6学年次の表・裏すべてを提出してください。 

         ・学力検査入試の場合・・・第 6学年次の表・裏すべてを提出してください。 

       ③面接調査票 

         ・保護者が黒のボールペンで記入してください。 

         ・①～⑩の質問には、家庭で相談され、わかる範囲で記入してください。 

         ・まだ決めていない場合や、項目が該当しないときは、「未定」や「なし」と記入してください。 

       ④推薦書 ＊推薦入試に出願する場合のみ 

        ・出身小学校長用推薦書を使用する場合・・・小学校の先生に作成してもらってください。 

         ・スポーツ団体の責任者用推薦書を使用する場合・・・進学スポーツコースに出願する者のみです。 

⑤推薦条件を証明する書類のコピー（任意） ＊推薦入試に出願する場合のみ 

         ・学校の活動や地域の活動での功績がわかる資料など 

・各種大会やコンクールでの入賞実績などがわかる資料など 

・英検取得を証明する資料など 

 

 10  受験上の注意 

（１） 持参するもの・・・受験票・受験票（控）、鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、上履き 

            *学力検査入試受験者・・・三角定規、コンパス 

                 ＊進学スポーツコース志望者・・・運動着、運動靴、昼食  

                 ＊分度器、計算機、翻訳機能付き時計、下敷き、携帯電話は使用できません。 

      （２）当日の予定・・・入試科目、当日の時間割などは前記の通りです。 

      （３）保護者面接・・・両親での面接が望ましいですが、お一人でも問題はありません。 

      （４）受 験 会 場・・・桐生大学附属中学校（桐生市小曽根町 9番 17号）  

＊上電西桐生駅より徒歩 1分、JR桐生駅より徒歩 5分です。 

＊駐車場はアクセスマップで確認してください。 

＊実技試験（進学スポーツコース）は、サッカーグラウンドに移動して実施します。 

 

 11  合否発表の方法 

      インターネット上で発表します。なお、合否に関する個別の問い合わせには応じられません。 
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 12  入学手続 

(1)入学手続日 

         ＊１次手続と 2次手続があります。 

         ＊1次手続期限までに、入学金・施設設備費・その他の経費を本校所定の用紙にて、指定金融機関へ払い込

んでください。 

          ☆１次手続（入学金・施設設備費・その他の経費の払込のみ） 

               スポーツ入試合格者                      2021年 10月 29日（金）まで 

             推薦入試 1期並びに学力検査入試 1期単願合格者  2021年 11月 25日（木）まで 

             推薦入試 2期並びに学力検査入試 2期単願合格者  2022年 1月  6日（木）まで 

            学力検査入試併願合格者                  2022年  2月  4日（金）まで 

          ☆2次手続（学用品注文など諸手続） 

             入学予定者全員 2022年 2月 19日（土） 

      (2)留意事項 

* 合格通知と入学手続の書類は個人宛に送付します。 

* 合格者は所定の期日に入学手続を完了してください。所定の期日に手続が完了されない場合は、合格取り消しと

なります。 

* 一度納入した経費（入学金等）などは、いかなる理由があっても返還しません。 
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学費・奨学金・特別奨学生・各種優遇制度ほか 

 13  経  費 【2022年度予定】 

入学時の学納金等 

入 学 金 １２０，０００円 

施 設 設 備 費 １３０，０００円 

後 援 会 費 ５０，０００円 

同 窓 会 費 ２０，０００円 

計 ３２０，０００円 

●社会状況の変化に伴い、入学金・授業料等は変更する場合があります。 

  

 14  特別奨学生制度 【2022年度予定】 

     各種入学試験において、各試験結果・通知表・面接等を総合し、本校基準に応じ合格種別を決定します。       

合格種別 奨学金（給付額） 給付金合計額 

特別Ｓ奨学生 
入学手続金 ●入学金 120,000円 全額 ●施設設備費 130,000円 全額 

490,000円 
月々の経費 ●授業料  16,000円 全額 ●施設設備拡充費 4,000円 全額 

特別Ａ奨学生 
入学手続金 ●入学金 120,000円 全額 ●施設設備費 130,000円のうち 80,000円 

332,000円 
月々の経費 ●授業料  16,000円のうち、11,000円 

特別Ｂ奨学生 
入学手続金 ●入学金 120,000円 全額 

192,000円 
月々の経費 ●授業料  16,000円のうち、6,000円 

特別Ｃ奨学生 入学手続金 ●入学金 120,000円 全額 120,000円 

●特別奨学生の有効期間は 1年間です。毎年、更新のための審査があります。 

●社会状況の変化に伴い変更する場合があります。 

 

 

 15  減免制度 【2022年度予定】 

●同窓生等入学金減免制度 

 本人または保護者が桐丘学園の同窓生である場合、入学金の半額を免除する制度があります。 

●兄弟姉妹授業料等減免制度 

同一年度、中学内に兄弟姉妹が在籍している場合、兄姉の父母の会費を免除する制度があります。 

●高校内部進学者に対する入学金減免制度 

桐生第一高等学校に内部進学した場合、高校入学時の入学金を免除する制度があります。 

    （注意） 

＊いずれも入学後にご案内するものとなります。入学手続時に申し込むことはできません。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

 

月々の経費 

授 業 料 １６，０００円 

施 設 設 備 拡 充 費 ４，０００円 

教 育 充 実 費 １０，０００円 

諸 会 費   ７，２００円 

計 ３７，２００円 

※他に昼食費・研修旅行費などが月々の経費としてかかります。 

※私立中学校に在学している生徒の授業料を軽減する制度があります。 
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よくある質問Ｑ＆Ａ 

 1７  入学試験について 
 

  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 

  Ｑ             Ｑ 

Ａ             Ａ 

 

 

  

 Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 

 

   Ｑ             Ｑ 

     Ａ             Ａ 

 

 

   Ｑ             Ｑ 

    

   Ａ             Ａ 

 

 18  試験方法について 

  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

推薦入試を受験するのには誰の推薦が

必要ですか 

小学校長の推薦書（進学スポーツコースの場合は所属す

るスポーツ団体の責任者の推薦書でもよい）が必要です。

本校指定の推薦書に記載していただきます。 

推薦入試で合格するポイントは何ですか 

 

小学校５，６年生の通知表・作文・面接の総合判定となります。 

※進学スポーツコースの場合は実技試験も見ます。 

推薦入試は2回ありますが、2回受験で

きますか 

推薦入試は一度しか受験できません。推薦の１期を受験

して不合格の場合は、推薦の２期を受験することはでき

ません。 

推薦入試と同日行われる学力検査入試を重

複受験できますか 

重複受験はできません。 

推薦入試１期や学力検査入試1期で合

格した場合、推薦2期または学力検査2

期入試を受験することはできますか 

推薦１期か学力検査１期入試で合格した場合、推薦２期

および学力検査２期入試を受験することはできません。 

スポーツ入試と推薦入試、学力検査入試の

違いは何ですか 

 
スポーツ入試と推薦入試は単願者のみです。他校との併願受験

はできません。学力検査入試は単願でも併願でも受験ができま

す。 

スポーツ入試の受験資格はどのような

資格が必要ですか 

進学スポーツコースのみの入試です。スポーツ（サッカ

ー）に優れた能力を持ち且つ、サッカー練習会に参加し

ていることが条件となります。 

募集要項などの入手方法を教えてくだ

さい 

本校ホームページから請求ができます。 

また、本校入試課にお問い合わせいただくか、直接来校

いただければお渡しできます。 

※入学願書は無料です。 

 

推薦入試の面接はどのように行われま

すか 

保護者の面接と受験生（児童）の面接が別に行われます。

保護者の面接は両親が望ましいのですが、おひとり様で

も問題はありません。 

スポーツ入試の入試内容と合格するポイ

ントを教えてください。 

保護者の面接と受験生（児童）の面接を別々に行います。面接

後、実技試験を行います。合格するポイントは、小学校5，6年

生の通知表を含めた総合判定となりますが、実技試験が重要に

なります。 

推薦入試の作文はどのような形式ですか 

 

４００字～６００字程度の作文とします。 

出願期間と出願書類提出場所を教えてくだ

さい 

出願期間：募集要項に記載されている期間内に、郵送か持参で

提出してください。郵送の場合は期間内に必着ですのでご注意

ください。 

願書提出先：本校入試課に提出してください。 
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  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 
 

  Ｑ 

  Ａ 

 
 

 19  合格発表について 

  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 
 

  Ｑ 

  Ａ 

 
 

 20  入学手続について 

  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 
 

 21  学費や奨学金について 

  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 
 

学力検査入試の面接はどのように行

われますか 

受験生（児童）のみの面接となります。保護者の面接

はありません。保護者が受験会場にいなくても大丈夫

です。 

学力検査入試の試験内容を教えてください 

 

国語と算数の２教科の試験。各教科配点は100点・試験時間は

45分です。国語の代わりに英語で受験することも可能です。

英語は英検3級程度の問題です。 

進学スポーツコースの実技試験はどん

なものですか 

ドリブル・パス・シュートなどサッカーに関する基礎

技術を見ます。 

合否基準について教えてください 

 

筆記試験の結果・面接の結果・通知表を総合的に判断し

て合否を決定します。 

合格発表はどのように実施されますか 

 

インターネット上で発表します。また、合否通知をご自宅に郵

送します。 

手続期間とその締切日を教えてくださ

い 

募集要項に記載されている手続日に手続きをしてくだ

さい。１次手続きと２次手続きがありますのでご注意く

ださい。 

手続期間の延期は可能ですか 

 

できません。なお期日までに手続きが完了されない場合は、

残念ですが合格取り消しとなります。 

奨学金制度について教えてください 

 

筆記試験と面接の結果・通知表を総合的に判断して、成績優秀

者に付与します。進学スポーツコース受験者は実技も加味しま

す。特別奨学生の有効期間は1年です。毎年更新のための審査

があります。 

試験区分ごとに定員はありますか 

 

特にありません。 

学費の支払い方法について教えてくだ

さい 

毎月、指定された日に口座振替をします。 
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  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 
 

 22  学校生活について 

  Ｑ             Ｑ 

Ａ             Ａ 

 

 

  Ｑ             Ｑ 

  Ａ             Ａ 

 

 

 

 
 

アクセス 

□西桐生駅より徒歩 1分 

□桐生駅より徒歩 5分 

□新桐生駅よりスクールバス 15分 

 

 

 

 

 

 

 

 

兄弟姉妹が卒業生です。 

割引制度はありますか 

特にありません。 

ただし、兄弟姉妹が在校生の場合は、割引制度があり

ます。 

親が卒業生です。割引制度はあります

か 

 

親（保護者）か本人が、桐丘学園の卒業生（同窓生）の

場合、割引制度があります。詳しくは、入学後、お問い

合わせください。 

登校時間を教えてください 

 

８時30分です。 

ただし、登校前に朝自習が行われます。希望制や指名

制で朝学習が行われる場合もあります。 

給食はありますか 

 

完全給食制です。 

スクールバスはありますか 

 

あります。 

登校時 

尾島方面～学校 ８時25分本校着 

新桐生駅～学校 7時55分、8時25分本校着 

下校時 

学校～新桐生駅 17時、19時本校発 

※発着時間は変更する場合があります。 

部活動は何がありますか 

 

進学スポーツコースは全員がサッカー部です。 

特別進学コースは、中体連に所属する運動部として陸上

部があります。その他、ロボコン、箏、音楽、科学、英

語コミュニケーション、民芸制作、メディア研究、バス

ケットボール、バドミントンなどのクラブ活動がありま

す。年度によって変更する場合があります。 
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≪インターネット出願手続きの流れ≫ 

 

＜インターネット出願利用可能期間＞ 

出願サイトへのアクセスは、9月初旬から可能です。ホームページ上でお知らせします。 

ただし、受験票・受験票（控）の印刷は、各入試の出願期間初日から印刷が可能となります。 

 

＜インターネット出願を利用する環境について＞ 

インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン（以下、スマホ。）・タブレット端末）及びプリンターをご用意い

ただける方は、ご自宅等で出願が可能です。  

 

インターネットに接続できる環境をご用意いただくことが難しい方は、本校にご相談ください。本校のパソコン、プリンタ

をお使いいただくことができます。ただし、パソコンの台数に限りがあるため入力に関しては順番待ちをしていただくこと

があります。また、支払い方法をコンビニかペイジー対応金融機関ＡＴＭで選択した場合、本校近くのコンビニ・金融

機関の場所はお教えいたしますが、支払い後、受験票・受験票（控）の印刷の時にも再び順番待ちをしていただくこと

もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

＜インターネット出願手続きの全体イメージ＞ 

 

※ ご自宅にプリンターがない方は、コンビニのサービス等を利用した印刷機器などで印刷していただくことが可能で

す。 

 

＜インターネット出願の手順＞ 

出願サイトにアクセス 

本校のホームページ（https://jhs.kiryu-u.ac.jp/）の「インターネット出願」の案内をクリックして、出願サイトにア

クセスしてください。 

出願サイトは、パソコン・スマホ・タブレット端末に対応しています。 

 

 

 

STEP1

https://jhs.kiryu-u.ac.jp/
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指示に従って必要事項を入力し、受験料を支払う 

１．メールアドレス（mcID）登録（初回のみ）  

出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。(登録いただいたメールアドレスは、手続き完

了メール送信、緊急連絡等にも利用します。) 

パソコン・スマホ・タブレット端末のものだけではなく、携帯電話のメールアドレスにも対応しています。スマホ・携

帯メールの迷惑メール対策をされている場合は、アドレス@e-shiharai.netの受信を許可してください 

 

【注意事項】 

 イベント予約や資料請求で既にメールアドレス（mcID）を登録している場合は、同じメールアドレス（mcID）を

使用してください。 また、本校以外のmiraicompassサイトでメールアドレスを共通ID（mcID）としてご登録済

みの方は、再度のご登録は不要です。 

 追加出願など複数の入試を出願する場合も、必ず同じメールアドレスでログインしてください。 

 

２．出願サイトにログインしてください。マイページが表示されます。 

          顔写真をデータにてアップロードされる場合は、マイページにて登録してください。 

受験票を印刷した際に顔写真も一緒に印刷されます。 

【注意事項】 

 本校以外のmiraicompassサイトで共通ID（mcID）としてご登録済みの方で、顔写真データをアップロードされ

ている場合は、再度のアップロードは不要です。 

 

３．出願内容、入試日程等の入力・選択 

利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、画面の指示に従って、志願者情報・保護者情報を入力し、出願す

る入試を選択します。  

【注意事項】 

 氏名等の漢字で、当サイトに正しく登録できない文字がある場合は、チェックボックスにその旨のチェックを

入れ、簡易字体等に置き換えて入力してください。 

 必須項目の入力がすべて済むと一時保存ができます。マイページに戻ると、「申込確認」より、入力した内

容の確認印字ができます。 

 

４．受験料支払方法を選択 

「クレジットカード決済」、「コンビニ支払い」、「ペイジー対応金融機関ATM支払い（現金）・（カード・通帳）」、

「ペイジー（ネットバンキング）」の４つから、ご希望のお支払方法を選択します。 

 

５．受験料を支払う 

受験料のお支払い方法は、①クレジットカードによるオンライン決済、②コンビニ支払、③ペイジー対応金融機

関ＡＴＭ支払、④ペイジー（ネットバンキング）支払いの種類です。それぞれの詳細なお支払い方法は、お支払

い方法を選択すると表示されます。 

 

【注意事項】 

 受験料支払方法を確定して申込んだ後は、入力内容の誤りをインターネット上で訂正することはできませ

んので、十分確認（必要があれば訂正）を行ってください。 

STEP2
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 受験料支払後の試験変更はできません。万が一、個人情報の入力に誤りを発見した場合は、本校までお

問い合わせください。 

 

※お支払方法により、事務手数料が異なります。必ずご確認の上、お申込み下さい。 

※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金できません。 

 

① クレジットカードによるオンライン決済 

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。 

クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、受験料の支払いが可能です。 

受験料のお支払いが即時に完了するので、コンビニなどへお支払いに行く手間が不要になります。 

支払いについては、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます。 

▼ご利用いただけるクレジットカード  

 

 

 

② コンビニレジでの支払い 

出願登録後、払込番号を控え、選択したコンビニレジにて支払いを済ませてください。支払い後に受け取る

「お客様控え」はご自身で保管してください。 

以下のコンビニにて、24時間、受験料のお支払いが可能です。 

▼ご利用いただけるコンビニ 

 

 

③ ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払い 

ペイジー対応金融機関ＡＴＭで支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるＡＴＭでご利用いただけます）。

ただし、金融機関窓口でお支払いいただくことはできません。 

【注意事項】 

 キャッシュカードをご利用の場合は、ＡＴＭ設置金融機関のキャッシュカードをご用意ください。（例：ゆうちょ

銀行の場合、ゆうちょカードのみご利用いただけます。）現金でのお支払いも可能です。（10万円まで） 

 ATM操作途中で操作を取りやめ、異なる金融機関ATMにて再操作するとロックがかかります。ご注意くださ

い。 

 

▼ご利用いただける金融機関ATM 

 

群馬銀行・ゆうちょ銀行・足利銀行・みずほ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・三井住友銀行・千葉銀行・三

菱ＵＦＪ銀行・横浜銀行・近畿大阪銀行・広島銀行・福岡銀行・親和銀行・東和銀行・熊本銀行・京葉銀行・

南都銀行・七十七銀行 

※ペイジー（Pay-easy）操作方法の詳細については http://pay-easy.jp をご覧ください。 

 

 

http://pay-easy.jp/
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④  ペイジー（ネットバンキング）での支払い 

ペイジー対応金融機関ネットバンキングの手順・画面に関しては各機関で違いがあります。ネットバンキングの

手順・画面に関するお問い合わせは、各金融機関へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

 

受験票・受験票（控）を印刷し、顔写真を貼付 

１．受験料お支払い後、支払い完了メールが届きます。 

出願サイトにアクセスし、ログイン後マイページより、受験票・受験票（控）をご自宅やコンビニ等で印刷してくだ

さい。（Ａ４サイズ、普通白紙） 

 

２．出願内容を確認し、受験票（控）に志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの、縦40mm×横30mm、

裏面に受験番号・氏名を書いてから全面にのり付け）を貼付してください。尚、顔写真をアップロードした場合

は、受験票とともに印刷されるため、貼付不要です。  

【注意事項】 

・顔写真データを受験票に印刷した際、印刷画像が不鮮明な場合は、通常の写真を上から貼付してください。 

 

３．受験票（控）に顔写真が貼付されていることを確認し、受験票と一緒に試験当日お持ちください。 受験票（控）

は当日回収します。 

【注意事項】 

 受験票、受験票（控）は、本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニ等で印刷してください。 

また、入学手続時に受験票を確認するため、それまで各自で保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP3
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2次募集
1期 2期 1期 2期

21日(火)

4日(月)

9日(土) 入試日

14日(木) 合格発表日

19日(火)

29日(金) 1次手続締切日

1日(月)

6日 入試日 入試日

11日(木) 合格発表日 合格発表日

25日(木) 1次手続締切日 単願1次手続締切日

30日(火)

13日(月)

18日(土) 入試日 入試日

23日(木) 合格発表日 合格発表日

6日(木) 1次手続締切日 単願1次手続締切日

4日(金） 併願1次手続締切日 併願1次手続締切日

5日(土) 入試日

19日(土)

出願期間

出願期間

2次手続日

出願期間

10月

11月

出願期間12月

2022年
1月

2月

入試カレンダー

2022年度

出願期間

推薦入試 学力検査入試

2021年
9月

スポーツ
入試

桐生大学附属中学校 
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町 9 番 17 号 TEL0277-48-8600 FAX0277-20-7465 

https://jhs.kiryu-u.ac.jp/ 
 

 

 

 

2021年度

イベント

 学校説明会

 第1回

 6月5日（土）

 第2回

 7月17日（土）

 第3回（ナイト）

 9月16日（木）

 オープンスクール

 第1回

 6月26日（土）

 第2回

 8月21日（土）

 模擬試験

 8月28日（土）

 入試説明会

 9月4日（土）

 サッカー練習会

（本校志願者対象）

 5月24日（月）

 6月14日（月）

 7月12日（月）

 8月30日（月）

 9月13日（月）


