
◎駐車場はありませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。
◎上履きは必要ありません。
◎受験票は受験料入金確認後、プリントアウトできます。（受験票には写真は不要）
◎合格発表（受験番号表示）は、ネット上で確認できます。個々の合否についてのお問い合わせには応じられま
せん。

◎合格者は本校受付にて受験票と引き換えに入学手続き書類を受け取ってください。
◎保健室受験について・・・・保健室は用意しますが、発熱や体調により受験をお控えいただく場合もあります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、入試要項（日時など）が変更になる場合もあります。

◎13:00より自習用教室
及び待合室を開設しま
す。

◎他校の受験状況により
集合Ａ→集合Ｂへの当日
変更可（要電話連絡）

※集合B→集合Aは不可

◎7:30より、試験場への入場が可能です。
◎試験場へは保護者は入れません。
　保護者控室をご利用ください。◎7:30より、試験場へ

の入場が可能です。
◎試験場へは保護者
は入れません。

　保護者控室をご利
用ください。

試験科目
および
時間・配点

合格発表

試験の
注意事項

150点算数
（60分）15:40～16:40

150点算数
（60分）17:10～18:10

集合  8:30　
※点呼とアンケート記入を行います。

1時間目 100点国語

2時間目 100点算数

3時間目 60点社会

（50分）8:50～ 9:40

（50分）9:55～10:45

（30分）11:00～11:30

（30分）11:45～12:15

4時間目 60点理科

集合  8:30　
※点呼とアンケート記入を行います。

1時間目 100点国語

2時間目 100点算数

3時間目 60点社会

（50分）8:50～ 9:40

（50分）9:55～10:45

（30分）11:00～11:30

（30分）11:45～12:15

4時間目 60点理科

集合  8:30　
※点呼とアンケート記入を行います。

1時間目 100点国語

2時間目 100点算数

3時間目 60点社会

（50分）8:50～ 9:40

（50分）9:55～10:45

（30分）11:00～11:30

（30分）11:45～12:15

4時間目 60点理科

募集人員

志願者資格

出願方法

出願開始日時

出願終了日時

選考日

二次入試

40名

2023年3月に小学校を卒業見込みの男子で、本校の教育方針を理解し、原則として自宅通学が可能な児童。

インターネット（Web）出願

インターネット（Web）出願後、クレジットカード、コンビニ、ペイジー対応金融機関ATMで支払ってください。

1月10日（火）　8:00～

受験料
25,000円

ネット上で合格発表。パソコン・携帯電話等でご覧ください。校内掲示はしません。

2月2日（木）19:00～20:00
2月3日（金） 9:00～15:00

2月1日（水）
22:00

2月2日（木）

一次入試

100名

25,000円

1月30日（月）
22:00

2月1日（水）

三次入試

15名

25,000円

2月4日（土）18:00～19:00
2月5日（日） 9:00～15:00

2月3日（金）
22:00

2月4日（土）

鎌倉学園中学校

× 不合格　… 受験せず■■ 2022年度　合格状況

一次入試（2/1）

算数選抜（2/1）

二次入試（2/2）

算数選抜（20名） 一次（定員60） 二次（定員50） 三次（定員40） 合計

86名
86名86名

86名（含算数選抜合格者5名）

帰国生

入学合格受験応募

3名25名 25名 10名

×
×
…
…
86名

116名
×
…

×
…

111名

41名
8名
22名

45名
116名 399名

66名 91名 268名

三次入試（2/4）

合格者数

手続者数 84名

31名 66名 174名

86名
27名

16名入学者数 61名

×
…

111名
94名（含算数選抜合格者6名）
17名（含算数選抜合格者1名）

■Events

〒247-0062 鎌倉市山ノ内110番地
Tel.0467-22-0994 Fax.0467-24-4352
URL  https://www.kamagaku.ac.jp/
E-mail: k-nyusitaisaku@kamagaku.ac.jp

鎌倉学園中学校
募集要項 2023

交通機関（バスは除く）の遅れの場
合はご連絡ください。

算数選抜

15名

10,000円

2月2日（木）19:00～20:00
2月3日（金） 9:00～15:00

1月30日（月）
22:00

2月1日（水）午後

2月1日（水）19:00～20:00
2月2日（木） 9:00～12:00

学校説明会

9/ 6（火） 10:00～11:00

10/ 1（土） 10:00～11:00

10/22（土） 13:00～14:00

11/ 5（土） 13:00～14:00

11/29（火） 10:00～11:00

集合A 15:30 
※点呼とアンケート記入を行います。

集合B 17:00 
※点呼とアンケート記入を行います。

※詳細は受験申請者にお知らせします。

入試当日、新型コロナウイルス感染症により本校の入学試験を受験できない場合は、神奈川県私立中学高等学校協会

が実施する神奈川私学共通追試を受験することができます。

■■ 新型コロナウイルス感染者のための神奈川私学共通追試

【実施者】　　一般財団法人　神奈川県私立中学高等学校協会
【試験日】　　2月13日（月）　午前9時試験開始
【受験資格】　鎌倉学園の受験生で、試験日に以下の項目に該当した者に限る
　　　　　　・新型コロナウイルスに感染したもの
　　　　　　・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となったもの
　　　　　　※診断書またはそれに準ずる証明書を本校に提出していただきます
【試験会場】　神奈川県私学会館（横浜市神奈川区高島台7-5　横浜駅北西口より徒歩10分）
【試験科目】　国語（50分）　算数（50分）　理科（30分）　社会（30分）
【受験申請】　2月7日（火）午後3時までに本校にお申し出ください。

※ホームページ上の申込フォームからご予約の上ご来校ください。
　申込は説明会当日の一ヶ月前より受け付けます。会場スペースの関係で申込は原則各家庭2名以内でお願いします。
※月曜日ミニ説明会＆校舎内外見学を実施します。（学校行事等で実施できない場合もありますので、予め必ず電話で予約・確認をしてください。）



出願サイトにアクセス
本校のホームページ（http://www.kamagaku.ac.jp）の「インターネット出願」の案内をクリックしてください。

指示に従って必要事項を入力し、受験料を支払う

１．メールアドレス登録（初回のみ） 
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・スマートフォン・
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）
【注意事項】追加出願など複数の入試を出願する場合は、初回の出願時に登録した「ログインID（メールアドレス）」を
利用してください。

２．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、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。

３．受験料支払方法を選択
「クレジットカード決済①」「コンビニレジ支払い②」「ペイジー対応金融機関ATM支払い③」「ペイジー（ネットバンキ
ング）④」の４つから、支払方法を選択します。

４．受験料を支払う
【注意事項】受験料支払方法を確定して次に進んだ後は、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。受験料支払後、誤りを発見した場合は、本校までお問い合わせください。

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。（24時間可）
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。

②コンビニレジでの支払い
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、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。　

▼ご利用いただけるコンビニ

③ぺ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。
（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　　
　　　　　　　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・ゆうちょ銀行・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・
　　　　　　　足利銀行・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。

④ぺイジー（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。

受験票を印刷

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、マイページより、受験票をご自宅やコンビニ等で印刷してください。（Ａ４判、白い紙）
【注意事項】受験票は、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、試験当日お持ちください。　
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。

■■ インターネット出願の手順

STEP1

STEP2

STEP3

▼ご利用いただけるクレジットカード

□入学希望者は上記入学金納入期限までに入学金決算サイトから入学金（250,000円）を納入してください。
□入学金の支払いはクレジットカード、コンビニをご利用ください。［ペイジー（現金）は利用できません］
　※必ず期限日までに納入してください。
□入学手続き書類を上記期間中にご来校のうえ、本校受付窓口にてお受け取りください。
□その後2月14日（火）から2月18日（土）23：59までに、入学金決算サイトにて施設費の一部（150,000円）
を納入してください。
□施設費の支払いはクレジットカード、コンビニをご利用ください。［ペイジー（現金）は利用できません］
□入学手続き後、入学を辞退される方はお手数ですが、電話または専用のFAX用紙にて本校まで至急
ご連絡ください。
　※一定期間内の辞退者には納入金の返金があります。
　・入学金一部100,000円＝2月13日（月）15時まで
　・施設費全額＝入学式前日まで

◎一次入試、二次入試、三次入試では定員に特別枠は設けていませんが、合否判定のときに十分配慮いたします。

◎原則として海外滞在1年以上、帰国後約2年以内（選考日まで）の受験生を帰国生扱いといたします。

◎インターネット出願時、所定欄に該当事項を記入してください。

◎海外滞在や英検などの資格（持っている場合）を証明する書類（コピー可）を受験当日の朝、受験番号と氏名を記入

した封筒に入れ、受付に提出してください。なお、複数回受験される場合は、一回提出していただければ結構です。

◎4教科受験をしていただきますが、帰国生は4教科・2教科（国・算）の有利な方で合否判定をいたします。

■■ 入学手続

■■ 帰国生の受験について

・入学説明会（保護者対象）　2月14日（火）14：00～
・教科書・体操服等の配付並びに注文（入学予定者および保護者対象）　3月11日（土）13：30～

■■ 合格発表後の説明会など　※両日とも必ずご出席ください。

入学手続き書類
受け取り期間

入学金納入期限 2月3日（金）23：59まで 2月5日（日）23：59まで

納入金 入学金　250,000円　　施設費　250,000円（ただし、入学時150,000円、入学後9月に100,000円を納入）

納入金（月額） 授業料 38,000円　維持費 11,000円　PTA会費 800円　生徒会費 800円
積立金［預り金］ 15,000円（林間学校・スキー教室・研修旅行・教材費など）

2月3日（金）23：59まで2月2日（木）23：59まで
二次合格者 三次合格者算数選抜合格者一次合格者

2月2日（木）9：00～16：00
2月3日（金）9：00～13：00

2月3日（金）9：00～16：00
2月4日（土）9：00～13：00

2月3日（金）9：00～16：00
2月4日（土）9：00～13：00

2月6日（月）9：00～16：00
2月7日（火）9：00～13：00

◇寄付金、学債はありません。
※算数選抜と一次の両方または算数選抜と二次の両方に合格し、入学が決定した場合は、一次または二次の受験料25,000円は返金いたします。

■■ インターネット出願の流れ

※ 帰国生は、滞在証明その他必要書類も持参
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出願サイトにアクセス
本校のホームページ（http://www.kamagaku.ac.jp）の「インターネット出願」の案内をクリックしてください。

指示に従って必要事項を入力し、受験料を支払う

１．メールアドレス登録（初回のみ） 
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・スマートフォン・
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）
【注意事項】追加出願など複数の入試を出願する場合は、初回の出願時に登録した「ログインID（メールアドレス）」を
利用してください。

２．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、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。

３．受験料支払方法を選択
「クレジットカード決済①」「コンビニレジ支払い②」「ペイジー対応金融機関ATM支払い③」「ペイジー（ネットバンキ
ング）④」の４つから、支払方法を選択します。

４．受験料を支払う
【注意事項】受験料支払方法を確定して次に進んだ後は、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。受験料支払後、誤りを発見した場合は、本校までお問い合わせください。

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。（24時間可）
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。

②コンビニレジでの支払い
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、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。　

▼ご利用いただけるコンビニ

③ぺ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。
（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　　
　　　　　　　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・ゆうちょ銀行・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・
　　　　　　　足利銀行・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。

④ぺイジー（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。

受験票を印刷

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、マイページより、受験票をご自宅やコンビニ等で印刷してください。（Ａ４判、白い紙）
【注意事項】受験票は、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、試験当日お持ちください。　
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。

■■ インターネット出願の手順

STEP1

STEP2

STEP3

▼ご利用いただけるクレジットカード

□入学希望者は上記入学金納入期限までに入学金決算サイトから入学金（250,000円）を納入してください。
□入学金の支払いはクレジットカード、コンビニをご利用ください。［ペイジー（現金）は利用できません］
　※必ず期限日までに納入してください。
□入学手続き書類を上記期間中にご来校のうえ、本校受付窓口にてお受け取りください。
□その後2月14日（火）から2月18日（土）23：59までに、入学金決算サイトにて施設費の一部（150,000円）
を納入してください。
□施設費の支払いはクレジットカード、コンビニをご利用ください。［ペイジー（現金）は利用できません］
□入学手続き後、入学を辞退される方はお手数ですが、電話または専用のFAX用紙にて本校まで至急
ご連絡ください。
　※一定期間内の辞退者には納入金の返金があります。
　・入学金一部100,000円＝2月13日（月）15時まで
　・施設費全額＝入学式前日まで

◎一次入試、二次入試、三次入試では定員に特別枠は設けていませんが、合否判定のときに十分配慮いたします。

◎原則として海外滞在1年以上、帰国後約2年以内（選考日まで）の受験生を帰国生扱いといたします。

◎インターネット出願時、所定欄に該当事項を記入してください。

◎海外滞在や英検などの資格（持っている場合）を証明する書類（コピー可）を受験当日の朝、受験番号と氏名を記入

した封筒に入れ、受付に提出してください。なお、複数回受験される場合は、一回提出していただければ結構です。

◎4教科受験をしていただきますが、帰国生は4教科・2教科（国・算）の有利な方で合否判定をいたします。

■■ 入学手続

■■ 帰国生の受験について

・入学説明会（保護者対象）　2月14日（火）14：00～
・教科書・体操服等の配付並びに注文（入学予定者および保護者対象）　3月11日（土）13：30～

■■ 合格発表後の説明会など　※両日とも必ずご出席ください。

入学手続き書類
受け取り期間

入学金納入期限 2月3日（金）23：59まで 2月5日（日）23：59まで

納入金 入学金　250,000円　　施設費　250,000円（ただし、入学時150,000円、入学後9月に100,000円を納入）

納入金（月額） 授業料 38,000円　維持費 11,000円　PTA会費 800円　生徒会費 800円
積立金［預り金］ 15,000円（林間学校・スキー教室・研修旅行・教材費など）

2月3日（金）23：59まで2月2日（木）23：59まで
二次合格者 三次合格者算数選抜合格者一次合格者

2月2日（木）9：00～16：00
2月3日（金）9：00～13：00

2月3日（金）9：00～16：00
2月4日（土）9：00～13：00

2月3日（金）9：00～16：00
2月4日（土）9：00～13：00

2月6日（月）9：00～16：00
2月7日（火）9：00～13：00

◇寄付金、学債はありません。
※算数選抜と一次の両方または算数選抜と二次の両方に合格し、入学が決定した場合は、一次または二次の受験料25,000円は返金いたします。

■■ インターネット出願の流れ

※ 帰国生は、滞在証明その他必要書類も持参
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◎駐車場はありませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。
◎上履きは必要ありません。
◎受験票は受験料入金確認後、プリントアウトできます。（受験票には写真は不要）
◎合格発表（受験番号表示）は、ネット上で確認できます。個々の合否についてのお問い合わせには応じられま
せん。

◎合格者は本校受付にて受験票と引き換えに入学手続き書類を受け取ってください。
◎保健室受験について・・・・保健室は用意しますが、発熱や体調により受験をお控えいただく場合もあります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、入試要項（日時など）が変更になる場合もあります。

◎13:00より自習用教室
及び待合室を開設しま
す。

◎他校の受験状況により
集合Ａ→集合Ｂへの当日
変更可（要電話連絡）

※集合B→集合Aは不可

◎7:30より、試験場への入場が可能です。
◎試験場へは保護者は入れません。
　保護者控室をご利用ください。◎7:30より、試験場へ

の入場が可能です。
◎試験場へは保護者
は入れません。

　保護者控室をご利
用ください。

試験科目
および
時間・配点

合格発表

試験の
注意事項

150点算数
（60分）15:40～16:40

150点算数
（60分）17:10～18:10

集合  8:30　
※点呼とアンケート記入を行います。

1時間目 100点国語

2時間目 100点算数

3時間目 60点社会

（50分）8:50～ 9:40

（50分）9:55～10:45

（30分）11:00～11:30

（30分）11:45～12:15

4時間目 60点理科

集合  8:30　
※点呼とアンケート記入を行います。

1時間目 100点国語

2時間目 100点算数

3時間目 60点社会

（50分）8:50～ 9:40

（50分）9:55～10:45

（30分）11:00～11:30

（30分）11:45～12:15

4時間目 60点理科

集合  8:30　
※点呼とアンケート記入を行います。

1時間目 100点国語

2時間目 100点算数

3時間目 60点社会

（50分）8:50～ 9:40

（50分）9:55～10:45

（30分）11:00～11:30

（30分）11:45～12:15

4時間目 60点理科

募集人員

志願者資格

出願方法

出願開始日時

出願終了日時

選考日

二次入試

40名

2023年3月に小学校を卒業見込みの男子で、本校の教育方針を理解し、原則として自宅通学が可能な児童。

インターネット（Web）出願

インターネット（Web）出願後、クレジットカード、コンビニ、ペイジー対応金融機関ATMで支払ってください。

1月10日（火）　8:00～

受験料
25,000円

ネット上で合格発表。パソコン・携帯電話等でご覧ください。校内掲示はしません。

2月2日（木）19:00～20:00
2月3日（金） 9:00～15:00

2月1日（水）
22:00

2月2日（木）

一次入試

100名

25,000円

1月30日（月）
22:00

2月1日（水）

三次入試

15名

25,000円

2月4日（土）18:00～19:00
2月5日（日） 9:00～15:00

2月3日（金）
22:00

2月4日（土）

鎌倉学園中学校

× 不合格　… 受験せず■■ 2022年度　合格状況

一次入試（2/1）

算数選抜（2/1）

二次入試（2/2）

算数選抜（20名） 一次（定員60） 二次（定員50） 三次（定員40） 合計

86名
86名86名

86名（含算数選抜合格者5名）

帰国生

入学合格受験応募

3名25名 25名 10名

×
×
…
…
86名

116名
×
…

×
…

111名

41名
8名
22名

45名
116名 399名

66名 91名 268名

三次入試（2/4）

合格者数

手続者数 84名

31名 66名 174名

86名
27名

16名入学者数 61名

×
…

111名
94名（含算数選抜合格者6名）
17名（含算数選抜合格者1名）

■Events

〒247-0062 鎌倉市山ノ内110番地
Tel.0467-22-0994 Fax.0467-24-4352
URL  https://www.kamagaku.ac.jp/
E-mail: k-nyusitaisaku@kamagaku.ac.jp

鎌倉学園中学校
募集要項 2023

交通機関（バスは除く）の遅れの場
合はご連絡ください。

算数選抜

15名

10,000円

2月2日（木）19:00～20:00
2月3日（金） 9:00～15:00

1月30日（月）
22:00

2月1日（水）午後

2月1日（水）19:00～20:00
2月2日（木） 9:00～12:00

学校説明会

9/ 6（火） 10:00～11:00

10/ 1（土） 10:00～11:00

10/22（土） 13:00～14:00

11/ 5（土） 13:00～14:00

11/29（火） 10:00～11:00

集合A 15:30 
※点呼とアンケート記入を行います。

集合B 17:00 
※点呼とアンケート記入を行います。

※詳細は受験申請者にお知らせします。

入試当日、新型コロナウイルス感染症により本校の入学試験を受験できない場合は、神奈川県私立中学高等学校協会

が実施する神奈川私学共通追試を受験することができます。

■■ 新型コロナウイルス感染者のための神奈川私学共通追試

【実施者】　　一般財団法人　神奈川県私立中学高等学校協会
【試験日】　　2月13日（月）　午前9時試験開始
【受験資格】　鎌倉学園の受験生で、試験日に以下の項目に該当した者に限る
　　　　　　・新型コロナウイルスに感染したもの
　　　　　　・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となったもの
　　　　　　※診断書またはそれに準ずる証明書を本校に提出していただきます
【試験会場】　神奈川県私学会館（横浜市神奈川区高島台7-5　横浜駅北西口より徒歩10分）
【試験科目】　国語（50分）　算数（50分）　理科（30分）　社会（30分）
【受験申請】　2月7日（火）午後3時までに本校にお申し出ください。

※ホームページ上の申込フォームからご予約の上ご来校ください。
　申込は説明会当日の一ヶ月前より受け付けます。会場スペースの関係で申込は原則各家庭2名以内でお願いします。
※月曜日ミニ説明会＆校舎内外見学を実施します。（学校行事等で実施できない場合もありますので、予め必ず電話で予約・確認をしてください。）


