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生徒募集要項



１　募集学科・試験区分・定員

2023年度　生徒募集要項

（１）募集学科　◆全ての科・コース男女共学

※普通科IBコースは「国際バカロレアディプロマプログラム」を履修するコースです。
※出願時にコースを選択してください。

２　出願・試験日程および入学検定料

出願準備期間
（登録期間）

入学検定料

合格発表

試験日

出願締切日
（出願書類郵送期間）

2023年1月7日（土）9:00～15日（日）終日

発表はホームページの合否照会サイト上となります。電話での問合わせにはお答えできません。発表後、合格者は
速やかに入学手続きを行ってください。入学手続きの詳細は、「 ５入学手続きの日程」をご覧ください。

20,000円　※一旦納入された検定料は、いかなる理由があっても返金できません。

2023年1月7日（土）9:00～23日（月）終日

推薦入試
一般入試

（書類選考・チャレンジ筆記）

2023年1月24日（火）9:00～30日（月）14:00 2023年2月12日（日）9:00～3月1日（水）14:00

2023年2月10日（金）2023年1月23日（月）

2023年1月16日（月）・17日（火）必着 2023年1月24日（火）～26日（木）必着
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◆普　通　科

◆工業技術科

◆特進コース　　◆進学コース　　◆総合コース　　◆IBコース

◆ものづくりコース　　◆デザインコース

（２）試験区分

※帰国生徒の方で受験を希望される方は、必ず事前に本校までご相談ください。

◆推薦入試（専願）

普通科

特進コース

進学コース

総合コース

IBコース

ものづくりコース

デザインコース
工業技術科

帰国生徒（全ての科・コース対象）

◆一般入試

◆書類選考（併願） ◆チャレンジ筆記（専願・併願）

本校を第1志望（専願）の方
※他校との併願はできません。

主に、本校以外の公立高校
等を受験（併願）する方。

①筆記試験結果による特待生の認定を目指す方
②内申点による合格基準を満たさない科・コースの合格を目指す方

（３）定員　◆普通科352名　工業技術科84名　計436名

推薦入試
一般入試

書類選考 チャレンジ筆記

10名

83名

78名

5名

21名

21名

若干名

10名

83名

78名

21名

21名

5名

若干名

出願の留意点
出願書類は原則郵送となります。出願期間内に本校に到着するように郵送してください。
※やむをえず持参する場合、出願締切日の9:00～15:00の間に本校事務室にご来校ください。
　その際は、受け取りのみとし、出願書類の確認作業はいたしません。
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4　一般入試概要

（１）普通科（特進コース・進学コース・総合コース）・工業技術科（ものづくりコース・デザインコース）（１）普通科（特進コース・進学コース・総合コース）・工業技術科（ものづくりコース・デザインコース）

３　推薦入試概要

選考方法 ①面接試験　　②調査書による書類審査

①2023年3月に中学校を卒業見込みの者。または、卒業後1年以内の者。
②本校を第1志望とする者。
③評定が本校で定める基準以上で、出身中学校長の推薦が得られる者。
※帰国生徒については、日本語の会話、筆記が可能であること。

調査書および自己PRシートによる書類審査
※試験日に来校する必要はありません。

①筆記試験：英語・国語・数学の3教科
　（マークシート方式・各100点）
②調査書による書類審査

科・コースは第1志望のみとなります。

Web（インターネット）出願のみとなります。
上記、出願書類を簡易書留にて、出願締切日までに到着するように郵送してください。
出願方法の詳細については、「１０ Web（インターネット）出願手続きの流れ」をご覧ください。　　　　　
来校して、本校PCより出願手続きをすることも可能です（事前予約制）。

【スポーツ・文化推薦制度】
硬式野球部（男子）、サッカー部、卓球部(男子)、吹奏楽部、バレーボール部、柔道部（女子）、陸上競技部、
水泳部、ソフトテニス部、軟式野球部（男子）、弓道部、バスケットボール部に限る
※出願するには、事前のお問い合わせが必要になりますので、ご注意ください。

①受験票　　②筆記用具　　③上履き　　④靴袋

8：30　受験生集合　　9：00　面接試験試験時程

当日の持ち物

出願方法

備考

出願上の留意点

出願資格
選考方法

書類選考（併願） チャレンジ筆記（専願・併願）

チャレンジ筆記（専願・併願）

試験時程

出願方法

出願上の留意点

出願資格

（２）普通科IBコース （２）普通科IBコース　※書類選考は実施しません。

選考方法

8：30　受験生集合
9：00　小論文試験（50分）
10：05　日本語面接試験・英語面接試験

8：30　受験生集合
9：00　筆記試験：英語（50分）
10：05　筆記試験：国語（50分）
11：10　筆記試験：数学（50分）

8：30　受験生集合
9：00　筆記試験：英語（50分）
10：05　小論文試験（50分）　
11：10　英語面接試験試験時程

出願方法

出願上の留意点

出願資格

①小論文試験（日本語で800字程度）
②日本語面接試験
③英語面接試験
※実用英語技能検定2級以上、またCEFRで同水準のレベルに相当する資格を取得している場合、英語面接試験を免除とする。

④調査書および志望理由書による書類審査

①IB教育に興味・関心を持ち、その理念やカリキュラムに共感する者。
②2023年3月に中学校を卒業見込みの者。または、卒業後1年以内の者。
③本校を第1志望とする者。
④評定が本校で定める基準以上で、出身中学校長の推薦が得られる者。
⑤実用英語技能検定準2級以上、またCEFRで同水準のレベルに相当する資格を取得していること。
※帰国生徒については、日本語の会話、筆記が可能であること。

普通科IBコースは第1志望のみとなります。

①志願票　　②調査書（中学校所定のもの）　　③推薦書　　④志望理由書（本人記載）※1
⑤IB教育に関する確認書（保護者記載）※2　　⑥英語に関する資格を証明するもの（コピー可）

Web（インターネット）出願のみとなります。　※詳細は他コースと同様です。

①受験票　　②筆記用具　　③上履き　　④靴袋当日の持ち物

出願書類

当日の持ち物

選考方法

試験時程

出願方法

出願上の留意点

出願資格

当日の持ち物

①2023年3月に中学校を卒業見込みの者。または、卒業後1年以内の者。
※帰国生徒については、日本語の会話、筆記が可能であること。

科・コースは第1志望のみとなります。 科・コースを第2志望まで志願できます。

①志願票　　②調査書（中学校所定のもの）
③自己PRシート（本校所定の用紙を本校ホームページ
　からダウンロード、印刷し、受験者が自筆で記入）

①志願票
②調査書（中学校所定のもの）

Web（インターネット）出願のみとなります。
出願書類を簡易書留にて、出願締切日までに到着するように郵送してください。
出願方法の詳細については、「１０ Web（インターネット）出願手続きの流れ」をご覧ください。　　　　　
来校して、本校PC より出願手続きをすることも可能です（事前予約制）。

①筆記試験：英語のみ（マークシート方式・100点）
②小論文試験（日本語で800字程度）
③英語面接試験
※実用英語技能検定2級以上、またCEFRで同水準のレベルに相当する資格を取得している場合、英語面接試験を免除とする。

④調査書および志望理由書による書類審査

①IB教育に興味・関心を持ち、その理念やカリキュラムに共感する者。
②2023年3月に中学校を卒業見込みの者。または、卒業後1年以内の者。
※帰国生徒については、日本語の会話、筆記が可能であること。

①受験票    ②筆記用具    ③上履き    ④靴袋

①受験票    ②筆記用具    ③上履き    ④靴袋

出願書類

普通科IBコースを第1志望とし、他の科・コースを第2志望として出願できます。

①志願票　　②調査書（中学校所定のもの）　③志望理由書（本人記載）※1
④IB教育に関する確認書（保護者記載）※2　　⑤英語に関する資格を証明するもの（コピー可）※必要な者のみ

Web（インターネット）出願のみとなります。　※詳細は他コースと同様です。

出願書類

普通科IBコースを受験する皆様へ（推薦・一般入試共通）
よりIB教育に関する理解を深めていただくために、今年度、本校で実施される学校説明会や入試相談会等の入試イベントに
参加をしていただくことを推奨します。

※1※2は、本校所定の用紙を本校ホームページからダウンロード、印刷し記入。

※1※2は、本校所定の用紙を本校ホームページからダウンロード、印刷し記入。

①志願票　　②調査書（中学校所定のもの）　③推薦書
④スポーツ文化推薦競技活動調査書および承諾書（スポーツ文化推薦制度に限る）
　（本校所定の用紙を本校ホームページからダウンロード、印刷し、受験者が自筆で記入）

出願書類



8　校納金等（月額）

普通科（IBコース） 工業技術科普通科（IBコース以外）

９　奨学生制度

4 5

授業料

維持費

実習費

IB教育費

生徒会費

後援会費

校納金計

35,000円

10,000円

20,000円

800円

1,300円

67,100円

35,000円

10,000円

800円

1,300円

47,100円

35,000円

10,000円

5,000円

800円

1,300円

52,100円

（１）勉学特待
【推薦入試】
人物が良好であり、学業成績が本校の奨学生基準を満たしている者とし、かつ出身中学校長の推薦が得られる者。
ただし、3年の全教科の評定に「1」がないこと。
【一般入試】
次の①、②のいずれかを満たす者とする。
①学業成績が本校の奨学生基準を満たしている者。ただし、3年の全教科の評定に「1」がないこと。
②「一般入試、チャレンジ筆記」で受験し、筆記試験の結果が優れていた者。ただし、「Ｓ」は普通科特進コース、進学コース、
　 IBコースへの入学に限る。

　
（２）スポーツ・文化特待　※推薦入試のみ対象

次の①、②の両方を満たす者とする。
①中学校の部活動や外部のクラブチーム等においてのスポーツ・文化活動の実績が顕著で、人物および学力にすぐれ、
　本校の特待規定を満たし、かつ出身中学校長の推薦が得られる者。
②スポーツ・文化活動に該当する、本校運動部、文化部で3年間継続して活動する意思のある者。
　※硬式および軟式野球部の特待生の人数は5名以内とする。

（３）特典および奨学生基準

種類
特典

（免除内容と奨学金） 勉学特待 勉学特待

推薦入試 一般入試

スポーツ・文化特待

入学金・施設設備拡充費免除
授業料・維持費相当額を3年間
支給

3年5科の5段階評定の
合計が22/25以上の者

3年5科の5段階評定の
合計が20/25以上の者

3年5科の5段階評定の
合計が18/25以上の者

上記の資格に基づき
選考

3年5科の5段階評定の
合計が19/25以上の者
※チャレンジ筆記による認定は無し。

上記の資格に基づき
選考

チャレンジ筆記の結果による
認定のみ
※学業成績（評定）による認定は無し。

3年5科の5段階評定の合計
が21/25以上の者
または、チャレンジ筆記の結果
による認定

授業料相当額を1年次の1年間
支給

施設設備拡充費を全額免除

施設設備拡充費のうち
100,000円を免除

Ｃ

D

Ｂ

Ａ

Ｓ

※３年５科＝国語・社会・数学・理科・英語

５　入学手続きの日程

６　入学手続後の主な日程（来校日）

推薦入試 一般入試

備　考

入学時
納付金

書類郵送期限

留意点

入学時納付金
納付期限

手続書類

区分

内　　容 対　　象 月　　日

入学式

新入生オリエンテーション

体育用品受付（採寸）・各種書類提出

本人・保護者

本人・保護者

本人（保護者同伴可）

2023年4月 6日（木）

2023年3月15日（水）

2023年3月11日（土）

７　入学までに必要な経費

男子（ジャケット・スラックス・ネクタイ・長袖Yシャツ2枚・ソックス5組・バッジ）

女子（ジャケット・スカート・リボン・長袖Yシャツ2枚・ソックス5組・バッジ）

ニットベスト／セーター／夏用スラックス（男子）／夏用スラックス（女子）/夏用スカート（女子）

半袖Yシャツ（男子）／半袖Yシャツ（女子）／半袖ポロシャツ

パーカー

コート　※11月上旬納品

男　子

女　子

品　　目 価　　格

制　服
（希望購入）

制　服
54,725円

54,725円

7,150円／8,910円／13,750円／13,200円／14,850円

4,400円／4,180円／4,510円

8,690円

17,930円

39,260円～　

35,250円～　

39,710円

41,360円

約6,000円

体育用品一式・上履き

iPad64GB Wi-Fiモデル費用（予定）

iPad関連費用（初期設定費用、維持費、動産保険料等）（予定）

実習服（工業技術科のみ）

※上記以外に、教科書・副読本の費用がかかります。（入学手続き後に別途案内あり）　※価格は税込みで2022年度のものであり、変更の可能性があります。
※iPadについては機種の変更により金額が変更になる可能性があります。

※上記以外に、教育活動費、修学旅行積立費や諸経費がかかります。

合格発表は、ホームページの合否サイト上となります。合格者は、決済ページより入学時納付金を納付し、
必要書類を作成したうえ、提出期限までにご郵送ください。

入学金　200,000円　　施設設備拡充費　200,000円　　計400,000円
※納付につきましては、ペイジ―対応金融機関ATM（ネットバンク可）、クレジットカードのいずれかの方法をお選びください。
　本校事務室でのお支払いはできません。また、お支払いには別途手数料がかかります。

2023年1月30日（月）14:00まで

2023年1月31日（火）消印有効

【専願】 2023年2月15日（水）14:00まで
【併願】 2023年3月 1日（水）14:00まで

【専願】 2023年2月16日（木）消印有効
【併願】 2023年3月 2日（木）消印有効

①誓約書　　②校納金自動支払依頼書　　③校納金自動支払申込書
④生徒名簿作成用氏名住所等記入用紙・選択科目申込書　　⑤常用外漢字申請書（希望者のみ）
⑥特待生誓約書（特待生として合格した者のみ）　　⑦入学時納付金の支払いが確認できるもの

●書類は原則郵送となります。やむをえず持参する場合、事前にご連絡いただき、書類郵送期限までの9:00～15:00
　の間に本校事務室にご来校ください。
●宛先は「〒238-0031 横須賀市衣笠栄町3-80三浦学苑高等学校 入学手続き係」になります。
●Webサイトで合否を確認後、入学時納付金決済ページよりペイジ―対応金融機関ATM（ネットバンク可）、クレジット
　カードのいずれかの方法で入学時納付金を納付してください。また、お支払いには別途手数料がかかります。
●入金決済後、画面上の手続き方法に従い、①～④（必要な方は⑤、⑥）の書類を印刷し、ご記入、ご捺印いただき、
　書類郵送期限までにご郵送ください。

●施設設備拡充費の免除について
　下記条件のいずれかを満たす推薦入試および一般入試の専願での入学者は、出願時に申請書を提出すること
　により、施設設備拡充費が免除されます。
　①本校の1・2年生に兄姉が在籍している場合。
　②兄弟または姉妹が同時に入学する場合。（1名分は納入）
※①の対象者については、在校生を通じて申し出ていただくことにより申請書を発行いたします。②については本校までお問い合わせください。

施設設備拡充費のうち
50,000円を免除

※①～⑥はすべてA4で印刷してください。
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■出願準備期間内は、平日・土日・祝日を問わず、24時間いつでも出願手続きができます。
■インターネットに接続できる環境があれば、パソコン以外にスマートフォンやタブレット端末での手続きができます。
■コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ATM（ネットバンク可）・各種クレジットカードのお支払方法から選べます。

●受験票・志願票・宛名状は、必ずご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。
● Web(インターネット）環境のない方は、本校のPCを利用して出願していただけます。パソコンの台数に限りがございますので、
　必ず事前にご予約ください。（平日9：00～15：00）
●手順は次のサイトをご参照ください。http://www.mirai-compass.jp.net/nygk/
●出願時の操作でわからないことは、『インターネット出願サイト』内の『よくある質問』をご覧ください。
　それでも解決しない場合は、24時間対応のコールセンターへお問い合わせください。システム操作面のサポートをいたします。

10　Web（インターネット）出願手続きの流れ

ID（メールアドレス）登録

出願サイトへアクセス

入学試験当日

出願書類の受領連絡

出願書類の郵送

顔写真貼り付け
※顔写真のアップロードをされない場合

受験票・志願票
宛名状　印刷

受験料支払い

志願者情報登録

マイページへログイン

□2023年１月7日（土）以降、本校ホームページに出願サイトへアクセスするバナーを
設置します。

□メールアドレスをID として登録してください。
□出願後の連絡や緊急連絡等にも利用しますので、緊急時にもすぐ確認できるメー
ルアドレスを登録してください。

□登録したメールアドレスとパスワードを使ってログインしてください。マイページが表示
されます。
□顔写真データをお持ちの方は、アップロードをしてください。

□志願者情報、入試区分、志願する科・コースなどを入力・選択してください。

□受験料のお支払いは、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM（ネットバ
ンク可）、各種クレジットカードをご利用ください。
□本校窓口でのお支払いはできません。
□お支払いには別途手数料がかかります。

□受験料のお支払い完了後、支払完了メールが届き、出願サイトから受験票・志願
票・宛名状の印刷が可能となります。

□ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（Ａ４サイズ・白い紙・横向き）してください。

□印刷された受験票・志願票に顔写真（全部で2枚、縦４cm ×横３cm、裏面に受験
番号・氏名を明記）を貼り付けてください。

□写真は白黒・カラーのどちらでも構いません。
□受験票・志願票・宛名状をキリトリ線で切り離してください。

□上記７で切り離した宛名状を使い、志願票と在籍（出身）中学校調査書を本校まで
角２封筒にてご郵送ください。（簡易書留）

※P2-3の出願書類を同封してください。

□出願期間（出願書類郵送期間）以降、出願時の登録メールアドレスに出願書類の
受領メールを送信致します。

□在籍（出身）中学校には調査書等の受領書を郵送いたします。

上記７で切り離した受験票をお持ちの上、ご来校ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三浦学苑高等学校を受験する皆様へ

１　本校入試のポイント

（１）出願
本校はWeb出願となっています。専用サイトにて必要事項を入力し、印刷した志願票と在籍中学校で用意していただいた調査書等
の必要書類を本校に郵送してください。
※来校し、本校PCより出願手続きすることも可能です。事前にお電話で予約をしてください。
※書類は原則郵送となりますが、やむをえず持参する場合、出願締切日の9:00～15:00の間に本校事務室にご来校ください。
　その際は、受け取りのみとし、出願書類の確認作業はいたしません。
※調査書や推薦書の「受領書」は、在籍中学校に直接郵送いたします。

　

（２）合格発表
合否照会サイトにて確認していただきます。電話での問い合わせにはお答えできません。
※合格通知は発行いたしません。合格の証明書が必要な方はご相談ください。

　

（３）入学手続
合格後、合格者のみが閲覧可能な「決済ページ」より入学時納付金を納付し、必要書類をHPよりダウンロードした後、必要事項
を記入、押印のうえ書類郵送期限までにご郵送ください。

　

（４）入学試験
普通科IBコースとその他の科・コースで試験内容と時程が異なります。また、一般入試において書類選考の方は来校する必要
がありません。

　

（５）普通科特進コースと普通科IBコース
両コースとも、7時間目授業や土曜日午前授業を実施、夏休みなどの長期休業中も授業や独自の取組があります。詳しくは、本校
ホームページでご確認ください。

出願時の操作で不明な点は、24時間対応のコールセンターへお問い合わせください。連絡先は専用サイトでご確認ください。

★入試当日に関して

入試当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底したうえで実施いたします。
また、入試当日、交通機関の乱れ、荒天、新型コロナウイルス感染拡大状況などで試験時間・内容の
変更がある場合はＨＰに掲載します。必ずご確認のうえご来校をお願いします。

※P.8サンプルをご覧ください。

https://miura.ed.jp/
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（１）本校で受付を行う補助金
①高等学校等就学支援金【国】
②学費補助金【神奈川県】
③高校生等奨学給付金【神奈川県】…授業料以外の教育費負担を軽減する制度

　
（２）①高等学校等就学支援金【国】と②学費補助金【神奈川県】について

■所得基準と補助額

生活保護世帯

住民税非課税世帯

270万～590万円未満

590万～700万円未満

年収の目安
就学支援金

授業料補助 授業料補助（年額・上限） 入学金（1回のみ）

学費補助金令和4年度の「市町村民税の課税標準額
×6%－市町村民税の調整控除額」※1

令和4年1月1日時点で生活保護世帯

令和4年度の「県民税・市町村民税の
所得割額の合算額」が0円

154,500円未満

203,100円未満

227,100円未満

251,100円未満

304,200円未満

こちらの基準で判定しますあくまで目安です

396,000円※2 60,000円

337,200円

35,000円

35,000円

35,000円

1,300円

1,300円

1,300円

800円

800円

800円

ー     

ー     

5,000円

10,000円

10,000円

10,000円

67,100円

47,100円

52,100円

210,000円

100,000円

対象外   

■補助の対象となる校納金（2022年度 入学生）

■申請と支給のイメージ

工業技術科

①
就
学
支
援
金【
国
】

申
請
受
付

10
〜
12
月
分
支
給

７
〜
９
月
分
支
給

４
〜
６
月
分
支
給

申
請
受
付

年
額
一
括
支
給

申
請
受
付

１
〜
３
月
分
支
給

②
学
費
補
助
金【
県
】

授業料

4月 2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月 3月

後援会費生徒会費実習費

20,000円

ー     

ー     

IB教育費維持費 合計

○補助金の対象となるのは授業料・入学金のみです。
○授業料については年間授業料 42万円（35,000×12ヶ月）を超える補助は受けられません。
○入学金については、本校の入学金20万円を超える補助は受けられません。

（
授
業
料
＋
入
学
金
）

※

１
年
次
の
み

３　補助金制度について　【2022年度参考】 ※基準や金額等は変更される可能性があります。

必要書類に関しては、本校ホームページからダウンロード、印刷（プリントアウト）し、記入・作成してください。

２　必要書類について

科

普通科
IBコース

普通科
特進・進学・総合

【受験票・志願票・宛名状】

【その他出願に関する書類】

①受験票
試験当日に持参してください。

②志願票
出願書類とともに郵送してください。

③宛名状

①受験票 ②志願票 ③宛名状

出願書類を入れた封筒に本票を貼付し、
簡易書留にて郵送してください。

2023年１月7日（土）以降、本校ホームページに
出願サイトへアクセスするバナーを設置します。
出願サイトからダウンロード・印刷（プリントアウト）
してください。　

■全ての受験者が作成してください。

■自己PRシート ： 一般入試書類選考（普通科特進コース・普通科進学コース・普通科総合コース・工業技術科）の受験者が
　　　　　　　ダウンロード、印刷（プリントアウト）し、受験生が自筆（鉛筆書きも可）で記入・作成してください。

■志望理由書 ： 普通科IBコースの受験者がダウンロード、印刷（プリントアウト）し、受験生が自筆（鉛筆書きも可）で記入・
　　　　　　　作成してください。

■IB教育に関する確認書 ： 普通科IBコースの受験者がダウンロード、印刷（プリントアウト）し、受験生保護者が自筆で記入・
　　　　　　　　　　　　作成してください。

■スポーツ文化推薦競技活動調査書および承諾書 ： 推薦入試（スポーツ文化推薦制度に限る）の受験者がダウンロード、印刷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プリントアウト）し、受験生・保護者が自筆で記入・作成してください。

自己PRシート 志望理由書 IB教育に関する確認書 スポーツ文化推薦競技活動調査書

および承諾書

※サンプル（昨年度参考）ですので、実際に印刷されるものとは異なります。

700万～750万円未満

750万～800万円未満

800万～910万円未満

多子世帯※3

多子世帯※3

多子世帯※3

118,800円

74,400円
337,200円
対象外   

337,200円
対象外   
74,400円

※1 政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除の額」に3/4を乗じます。
※2 通信制の学年制については、就学支援金が297,000円になり、396,000円との差額は学費補助金から支払われます。
※3 多子世帯とは15歳以上23歳未満の扶養している子ども（中学生を除く）が3人以上いる世帯です。




