
- 1 -

【通学型】 学校見学・説明会参加から入学までの流れ

新 入 学
現在､中学3年生の方

中学校卒業後､高校に入学したことのない方

学校見学・説明会参加

1．出願
・推薦入試(単願)

・一般入試（書類審査・作文、面接）

※出願書類は2ページ「3．入学区分」をご覧下さい。

2．選考
・推薦入試(単願)

書類審査、面接

・一般入試（単願、併願）

書類審査、面接、作文

（作文はあらかじめテーマをお知らせします）

3．選考結果の通知
選考日の翌日、選考結果を本人と中学校

に発送します。

4．納付金納入
選考結果通知書に同封されている「納付金

納入のご案内」にしたがって指定期日まで

に納付金をご納入ください

※2ページの「選考日程」の表に書かれている入学

手続き期間をご確認ください。

5．登校準備（希望者のみ）
入学する前に登校練習ができます。

詳細は、お問い合わせください。

入 学

転入学・編入学
現在､高校に在籍している方・高校を中途

退学された方

学校見学・説明会参加

1．出願
・一般入試（単願）

※出願書類は3ページ「3．出願書類」をご覧下さい。

2．選考
・一般入試（単願）

書類審査、面接、作文

（作文はあらかじめテーマをお知らせします）

3．選考結果の通知
選考日の翌日、選考結果を本人に発送し

ます。

4．納付金納入
選考結果通知書に同封されている「納付金

納入のご案内」にしたがって指定期日まで

に納付金をご納入ください

入 学
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【通学型】 生徒募集要項 新入学

１．出願資格

2023年3月に中学校を卒業見込みの方、およびすでに中学校を卒業し高校に入学したことのない方。

２．募集課程・学科・コース・人員

通信制課程･普通科（全コース）

コース 募集人員

普通科コース １５名

アート・イラストコース １０名

デジタル・Ｗｅｂコース １０名

３．入試区分

推薦入試 一般入試

①入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩 ①入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩

キャンパスの二種類） キャンパスの二種類）

②推薦書（本校指定用紙） ②調査書 ※１

【学校推薦書、担任推薦書、自己推薦書のい ③入学選考費（１０，５２０円） ※２

出願書類 ずれかを選んでください】

③調査書 ※１

④入学選考費（１０，５２０円） ※２

※１ 調査書は都道府県指定用紙。宛名は北多摩キャンパスはつけずに「さくら国際高等学校 学

校長」宛で発行していただいてください。同封の調査書は転編入用であるため使用できません。

※２ 通信制さくら国際高等学校選考費

・書類審査 ・書類審査

選考方法 ・面接（生徒・保護者） ・面接（生徒・保護者）

・作文（テーマは出願時にお知らせします）

４．選考日と時間

選考方法 選考日 出願期間 入学手続き期間

第１回 推薦入試 2022年12月8日（木） 12月1日(木)～12月6日(火) 12月12日(月)～12月14日(水)

第２回 一般入試 / 推薦入試 2022年12月19日(月) 12月12日(月)～12月15日(木) 12月22日(木)～12月26日(月)

第３回 一般入試 / 推薦入試 2023年1月23日(月) 1月11日(火)～1月19日(木) 1月26日(木)～1月30日(月)

第４回 一般入試 / 推薦入試 2023年2月16日(木) 1月30日(月)～2月14日(火) 2月20日(月)～2月23日(木)

※出願受付：平日９：３０～１７：００です。

※一般入試は、単願・併願ともに可能です。

※第４回以上の入試は随時となります。ただし、店員に達し次第、終了となります。

【一般入試の時間】

受 付 説 明 作 文 面 接

試験時間 １３：００～１３：２０ １３：２０～１３：３０ １３：３０～１４：００ １４：１０～

【推薦入試の時間】

※出願時にお知らせします。

５．合格発表

選考結果通知書は、選考日の翌日に本人および中学校へ発送します。
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【通学型】 生徒募集要項 転入学・編入学

１．出願資格

(1) 転入学の方（現在、高等学校に在学している方）

(2) 編入学の方（高等学校を中途退学した方）
※その他、個々の状況は個別にご相談ください。

２．募集課程・学科・コース・人員

通信制課程･普通科（全コース）

コース 募集人員

普通科コース 若干名

アート・イラストコース ※１ 若干名

デジタル・Ｗｅｂコース ※１ 若干名

※１ 令和４年度の転入学・編入学は普通科コースのみとなります。

令和５年度の2,3年次への転入学・編入学は普通科コースのみとなります。

３．出願書類

【転入学の場合】

① 入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩キャンパスの二種類）

② 調査書（本校指定用紙）

※調査書は、修得済みの科目の記載に加えて履修中の科目（修得予定単位数）を記入していただいてください。

例）履修中科目の例…科目：国語総合 修得済み単位数：(4) 履修中の科目は、単位数にカッコを付けてください。

※宛名は北多摩キャンパスを付けずに「さくら国際高等学校 学校長」宛で発行していただいてください。

※本人開封無効

③ 転学照会書（本校指定用紙）

④ 入学選考費（１０，５２０円） ※出願時に現金でお支払いください。（通信制さくら国際高等学校選考費）

【編入学の場合】

① 入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩キャンパスの二種類）

② 調査書（本校指定用紙）

※宛名は北多摩キャンパスを付けずに「さくら国際高等学校 学校長」宛で発行していただいてください。

※本人開封無効

③ 入学選考費（１０，５２０円） ※出願時に現金でお支払いください。（通信制さくら国際高等学校選考費）

４．選考方法

書類審査、作文、面接（生徒・保護者）

作文のテーマは出願時にお知らせします。

５．選考日程

随時行います。ご家庭と入学相談担当者で相談を行い、選考日時を決定します。

６．結果通知

選考結果通知書は、選考日の翌日に本人に発送します。
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【通学型】 入学手続きと納付金について 新入学・転入学・編入学

１．入学手続き

入学手続き期間内に下記納付金をご納入ください。

併願合格者は５０，０００円を納入し、残金は公立学校等の合格発表日翌日まで延納できます。

期限内に手続きを取らない場合には、入学許可を取り消すことがあります。

２．納付金

コース 授業料 施設設備費 合計金額

普通科コース ６５０，０００円 ２０，０００円 ６７０，０００円

アート・イラストコース ７５０，０００円 １００，０００円 ８５０，０００円

デジタル・Ｗｅｂコース ７５０，０００円 １００，０００円 ８５０，０００円

●入学時に、入学金１１０，０００円（初年度のみ）が必要です。

●転・編入学の場合、入学時期により納付金額が異なります。金額についてはお問い合わせください。

●制服代が別途かかります。

●情報の授業でパソコンを使用します。お持ちでない場合、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ（２万円～）を購入していただきます。

●修学旅行積立金として毎月7,000円(1年次4月～2年次3月)をお預かりします。（一括納入可）

●上記以外に年3回の英検受験費用や遠足代などの費用が発生します。（その度に書面でご案内いたします）

３．納入方法

選考通知書に同封されている「納付金納入のご案内」にしたがってご納入ください。

分納をご希望の方はご相談下さい。２回に分けてご納入いただけます。後期の納入期日は、９月末日です。

高等学校等就学支援金制度について

高等学校就学支援金は、ご家庭の収入に応じて受けられる国の制度です。最高２５万円（年額）の助成があり

ます。申請は本校を通して行います。詳細はお問い合わせください。

通信制高等学校在学生授業料助成金（東京都在住の方）

生徒と保護者が東京都在住の方で、年収が約５９０万円から９１０万円までの世帯に対し、在学校の授業料を

国の「就学支援金」と合わせて、２５万円まで助成される支援制度です。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/hogosha/0000001563.html （2022年6月現在）

高校生等奨学給付金制度について

高校生等奨学給付金制度とは、市区町村民税所得割額が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育費

を支援するための制度です。制度を利用するためには保護者の方がお住まいの都道府県において直接手続き

をしていただく必要があります。制度の詳細や各都道府県の問い合わせ先につきましては、夏期、文部科学省

のホームページをご覧ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm （2022年6月現在）

左記費用には通信制さくら国際高等学校の

費用が含まれます。

①入学金 10,000円(初年度のみ)

②学費 250,000円

③施設設備費 10,000円

※上記②学費を上限に就学支援金が支給

されます。詳細はお問い合わせ下さい。
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【集中スクーリング型】 社会人コース

生徒募集要項 新入学・転入学・編入学
１．出願資格

(1) 既に中学校を卒業し高校に入学したことのない方

(2) 高等学校を中途退学された方
※その他、個々の状況は個別にご相談ください。

２．募集課程・学科・コース・人員

課程・学科・コース 募集人員

通信制課程･普通科・集中スクーリング型コース（社会人コース） 1年：25名、 2年・3年：若干名

３．出願書類

【新入学の場合】

① 入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩キャンパスの二種類）

② 調査書（各都道府県指定用紙。宛名は北多摩キャンパスを付けずに「さくら国際高等学校 学校長」宛で発行していただいてくださ

い。同封の調査書は転・編入用であるため使用できません。）

③ 入学選考費（１０，５２０円） ※出願時に現金でお支払いください。（通信制さくら国際高等学校選考費）

【転入学の場合】

① 入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩キャンパスの二種類）

② 調査書（本校指定用紙）

※調査書は、修得済みの科目の記載に加えて履修中の科目（修得予定単位数）を記入していただいてください。

例）履修中科目の例…科目：国語総合 修得済み単位数：(4) 履修中の科目は、単位数にカッコを付けてください。

※宛名は北多摩キャンパスを付けずに「さくら国際高等学校 学校長」宛で発行していただいてください。

※本人開封無効

③ 転学照会書（本校指定用紙）

④ 入学選考費（１０，５２０円） ※出願時に現金でお支払いください。（通信制さくら国際高等学校選考費）

【編入学の場合】

① 入学願書（本校指定用紙、長野本校/北多摩キャンパスの二種類）

② 調査書（本校指定用紙）

※宛名は北多摩キャンパスを付けずに「さくら国際高等学校 学校長」宛で発行していただいてください。

※本人開封無効

③ 入学選考費（１０，５２０円） ※出願時に現金でお支払いください。（通信制さくら国際高等学校選考費）

４．選考方法

書類審査、面接（生徒・保護者）

５．選考日程

随時行います。ご家庭と入学相談担当者で相談を行い、選考日時を決定します。

６．結果通知

選考結果通知書は、選考日の翌日に本人に発送します。

７．入学手続き

選考結果通知書が届いてから１週間以内に夏期の納付金をご納入ください。
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８．納付金 下記費用には通信制さくら国際高等学校の費用が含まれます。
①入学金10,000円(初年度のみ) ②※学費250,000円 ③施設設備費10,000円
※上記②学費を上限に就学支援金(約12～25万円)が支給されます。 詳細はお問い合わせ下さい。

入学金（初年度） 授業料 施設設備費 初年度納付金額

集中スクーリング型コース（社会人コース） ３０，０００円 ４５０，０００円 ２０，０００円 ５００，０００円

高等学校等就学支援金制度について

高等学校就学支援金は、ご家庭の収入に応じて受けられる国の制度です。最高２５万円（年額）の助成があり

ます。申請は本校を通して行います。詳細はお問い合わせください。

通信制高等学校在学生授業料助成金（東京都在住の方）

生徒と保護者が東京都在住の方で、年収が約５９０万円から９１０万円までの世帯に対し、在学校の授業料を

国の「就学支援金」と合わせて、２５万円まで助成される支援制度です。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/hogosha/0000001563.html （2022年6月現在）

高校生等奨学給付金制度について

高校生等奨学給付金制度とは、市区町村民税所得割額が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育費

を支援するための制度です。制度を利用するためには保護者の方がお住まいの都道府県において直接手続き

をしていただく必要があります。制度の詳細や各都道府県の問い合わせ先につきましては、夏期、文部科学省

のホームページをご覧ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm （2022年6月現在）

〒207-0012 東京都東大和市新堀1-1435-20

☎042-565-7151 Fax.042-565-0701

https://sakura-kitatama.or.jp/

アクセス

◎東大和市駅または立川駅から

『久米川駅』行きバス

「大和第三小学校」下車徒歩３分

◎久米川駅より

『立川駅北口』行き

「大和第三小学校」下車徒歩３分


