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Shinyo Admission Policy



1. 入学試験までのスケジュール 

2. 新陽パスポート制度について　新陽を知りたい・新陽で学びたい受験生にチャンス！

3. 入学時の特待制度について 

※本気特待・多様性特待とパスポート単願特待は併願可能です。 

申請 セミナー 認定 認定者ガイダンス等 Web 
出願 

入試日 合格 
発表

パスポートⅠ期 7/1～ 
8/31 ①9/4 ②9/25 10月上旬 →

認定者は
入試の 
筆記課題
が免除

→ 単
願

12/10
～1/17 1/22 2/1

パスポートⅡ期 10/1～ 
10/29 ①10/30 ②11/13 11月下旬 →

一
般

1/19～ 
2/2 2/15 2/25本気/多様性特待 9/1～ 

9/17
書類審査 
9/21～

面接 
10/23 11/1 → →

【新陽パスポート認定までの流れ】 

①パスポート申請フォームを送信 
（Ⅰ期 : 7/1-8/31、Ⅱ期 : 10/1-10/29） 

↓ 
②パスポートセミナー（2回）に参加する 

↓ 
③面談や課題の提出 

↓ 
④パスポート認定を受ける 

※認定後、ガイダンス等を実施します。 
※Ⅰ期で認定不可となった場合も 

Ⅱ期で再挑戦できます。

■パスポート認定者の特典 
その1：単願・一般入試の筆記課題が免除になります。 
　　　  試験は当日の面接のみ！ 
その2：パスポート認定を受け、且つ、単願入試で合格すると 
           入学金が半額=10万円に！

■パスポート認定基準のイメージ 
基準は５項目。中学校での 
学習ランクや出欠席は 
問いません。また、試験 
当日のテスト一発勝負では 
なく、時間をかけて様々な 
角度から取り組みの姿勢や 
内容を評価します。

パスポート単願特待

内容 パスポート認定を受け、且つ、本校のみを志願する1月単願受験者は【入学金半額免除】となります。
高校入学時にかかる家庭の負担を抑えることができます。

対象 パスポート認定を受け、且つ、1月単願入試で受験する者

選考方法 パスポート申請フォーム提出後、パスポートセミナーや入試イベントの参加、課題の提出状況等を踏
まえてパスポート認定者を決定します（詳しくは「2. 新陽パスポート制度」を確認してください）。

“本気”特待 “多様性”特待

内容
「本気で挑戦し自ら道を拓く」人を応援するた
め、当該特待生には【入学金全額免除】および入
学後に【本気を応援する奨学金を支給】します。

新陽高校は一芸にすぐれた個性豊かな生徒を歓迎
します。当該特待生には【入学金全額免除】しま
す。

対象 全受験者（単願・一般入試は問わない）

選考方法 自己推薦制選抜です。特待エントリーフォームを提出後、書類審査および保護者同伴での面接を実
施。総合的に判断し特待生を決定します（詳しくは本校Webサイトを確認してください）。
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4. 入学試験について　　　　　　　 詳しくは札幌新陽高校の公式Webサイトで!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
■出願手続き 

■入学検定料 

■入学試験概要 

(※1) Web出願後、受験票を印刷し、指定された期日までに中学校へ提出してください。 
(※2) 個人調査書等の書類を、中学校で取りまとめてご提出いただく期間です。 
(※3) パスポート認定を受けた生徒は、筆記課題が免除されます。詳しくは「2. 新陽パスポート制度について」を確認ください。 
(※4) 遠隔地から受験する生徒や、新型コロナウイルス等の出席停止が定められている感染症により受験できない生徒については  
        別途ご相談ください。 
(※5) 受験生マイページから合否を確認ください。また、該当する中学校にも合否を通知します。 
(※6) 土日祝日は受付しておりません。期日までに手続きが完了しない場合は合格を取り消します。 

Web出願のみとなります。出願の流れは、本校Webサイトに11月下旬以降に掲載しますのでご確認ください。 
インターネット環境がなくWeb出願が困難な方は、本校のPCで出願手続きを行っていただけます。ご希望の方は
下記までご連絡ください。また、その他ご不明な点がある方も遠慮なくお問い合わせください。 
札幌新陽高等学校 入試部　Tel: (011) 821-6161　E-mail: nyusi@sapporoshinyo-h.ed.jp

検定料：15,000円　※別途手数料がかかります。 
Webから出願の申し込みを行い検定料の支払いをお済ませください。クレジットカード決済、コンビニ後払い、ペ
イジーをご利用いただけます。なお、検定料は以下の「Web出願」期間内にお支払いください。

1月単願入試 2月一般入試
募集課程・学科・人数 単位制による全日制課程　・　普通科　・　280名

出願資格 2022年3月に中学校卒業見込みの者、 
且つ、本校のみを志願する者

2022年3月に中学校卒業見込みの者、 
または中学校を卒業した者

出願書類 (※1) Web出願完了後、個人調査書（公立高校用紙の複写可）を提出

出願期間

Web出願 2021年12月10日（金）12 : 00 
～ 2022年1月17日（月）23 : 59

2022年1月19日（水）12 : 00 
～ 2022年2月2日（水）23 : 59

書類提出 
(※2)

2021年12月22日（水）10 : 00 
～ 2022年1月18日（火）16 : 00

2022年1月20日（木）10 : 00 
～ 2022年2月4日（金）16 : 00 

（合同願書受付日）

書類提出方法 出願書類は全て在学中学校長を経て提出 出願書類は全て在学、または卒業した 
中学校長を経て提出

試験方法 (※3) 保護者同伴での面接＋課題提出 面接＋課題提出
試験会場 (※4) 札幌新陽高等学校（札幌市南区澄川5条7丁目1番1号）
入学試験日 2022年1月22日（土） 2022年2月15日（火）
試験会場下見 2022年1月21日（金） 2022年2月14日（月）
選抜方法 個人調査書と面接試験、筆記課題を総合して合否を判定します。
合格発表 (※5) 2022年2月1日（火）10:00 2022年2月25日（金）10:00

入学手続 (※6)
2022年2月2日（水）～2月8日（火） 2022年3月2日（水）～3月22日（火）

受付時間 平日9:00～16:00 
合格通知を表示できるスマートフォン等を持参のうえ、来校（1階事務室にて手続）



5. 納付金等について 

6. 公的負担軽減制度について ご家庭の所得状況に応じて授業料が軽減されます。 

※就学支援金制度、授業料軽減補助制度は申請書を提出する等の手続きを経て軽減を受けることができます。 
　・年収はあくまで目安です。実際の支給額の判定は、所得判定基準で行います。 
　・所得判定基準=市町村民税の課税標準額×6%ー調整控除の額（なお指定都市の場合は調整控除の額に3/4を乗じてください） 

7. 各種奨学金制度について 

※本校では、本気で挑戦したい生徒を応援するための在校生向け奨学金制度も設けています。詳しくは入学後にご案内いたします。 

入学金・授業料等 金額 合計 納入時期 備考
入学金 200,000円 200,000円 入学手続前

前
特待制度が適用される場合はその額になります。

授業料 33,000円
39,500円 毎月 公的負担軽減制度が適用される場合は、その額になりま

す。教育充実費 6,500円

PTA会費 700円

2,360円 毎月
4・8・12月分の諸経費には別途教材費・行事費等が含
まれます。（各納入期15,000円程度。学年ごとに異なり
ます。）

後援会教育推進費 500円
生徒会費 1,000円
引き落とし手数料 160円

入学式まで 金額 合計 その他必要経費 金額
身分証明書・個人写真・氏名印 843円

35,000円

制服：ブレザー、スカート、スラックス、
シャツ、リボン、ネクタイ、上履きなど 約40,000円

PTA／後援会費・生徒会入会費 13,500円
YOSAKOI法被代 6,200円 体育用品：ジャージジャケット／ボトム、

ハーフパンツ、半袖Tシャツ、ジャージ袋 約20,000円
教材・行事費 12,048円
学級経営諸経費 2,409円 教科書・各種問題集など 約7,000円

世帯年収の目安 270万円未満 270-590万円未満 590-910万円未満 910万円～
所得判定基準 0円 154,000円未満 304,200円未満 304,200円以上

校納金 
月額 39,500円

負担額 4,500円 負担額 4,500円
負担額 29,600円

負担額 39,500円
授業料軽減補助(道) 

2,000円
授業料軽減補助(道) 

2,000円

授業料 33,000円 
＋ 

教育充実費6,500円
就学支援金(国) 
33,000円

就学支援金(国) 
33,000円

就学支援金(国) 
9,900円

返済義務 月額 条件等

札幌新陽高校後援会奨学生 なし 8,000円 部活動・学業で優秀な成績を残した生徒若干名に支給。

札幌市奨学生 なし 8,000円 札幌市民であること。収入額・成績により選考。

あしなが育英会奨学生 あり 30,000円 病気、災害、自死など道路上の交通事故以外で保護者を
なくしたり保護者が著しい障害を負っている場合。

交通遺児育英会奨学生 あり ①20,000円 ②30,000円 
③40,000円から選択

保護者等が道路における交通事故で死亡または重い後遺
障害になった場合。

北海道高等学校奨学会奨学生 あり
①10,000円 ②15,000円 
③20,000円 ④25,000円 

⑤30,000円 ⑥35,000円 から選択 
経済的理由により就学が困難な者。

〒005-0005 札幌市南区澄川５条７丁目1-1
（地下鉄南北線自衛隊前駅より徒歩10分）
電話番号：011-821-6161

個人情報保護
について

本校の入学試験にあたって提供いただいた氏名・住所等の個人情報
は本校入学試験及び統計的資料作成の他、本校で開催するセミナー
等の告知にのみ使用し、それ以外の目的には使用致しません。


