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2022 年 12 月                               

受験生ならびに保護者の皆様へ 
浅 野 中 学 校 

 
1. 集合時刻  
    入学試験当日［２月３日(金)］は、校舎前で受付を済ませ、午前８時までに受験会場へ入室してく

ださい。開門は午前 7 時で、それ以前に受付をすることはできません。開門前の待機場所はござい

ません。受験番号 1001 番以降の受験生は密を避けるため、午前 7 時 30 分以降にお越しください。 
 
２. 受験票および受験票（学校控） 

①受験票はバーコード、顔写真が正しく刷り出され、A4用紙であること、 

以下の見本のように用紙いっぱいに印刷されていることを確認してください 。 

②受験票と受験票（学校控）は切り離し、入学試験当日に両方をお持ちください。 

※出願内容はよくご確認ください。出願内容を訂正する必要が生じた場合は、出願期間内は受験生

のご家庭ご自身で、出願サイト内にてご訂正ください。出願期間終了後は、受験生保護者が本人

確認できるもの（運転免許証や健康保険証等 ）をお持ちの上、 直接、本校事務室にお申し出く

ださい。 

   

 
 

3. 受験会場への入室 
  ①受験会場では受付にて交付する受験会場票に記載された席に座ってください。 

②受験票、受験票(学校控)は、切り離して机の上に並べて置いてください。集合点呼の際に受験票(学

校控)は回収します。 

③付き添いの方は校舎内に入ることができません。 
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4. 持ち物の注意 

  ①電卓、辞書･計算機能･通信機能付き腕時計等の受験会場への持ち込みはできません。 
②携帯電話、スマートフォン等は受験会場に入る前にアラーム設定を解除し、電源を切って鞄の中

に入れてください（アラームは設定を解除しないと電源を切っていても鳴る場合があります）。 
  ③アラーム付きの時計は、必ずアラームを切ってください。 
   ※受験生本人の上履きは必要ありません。下履きのまま入室してください。 

※交通機関の乱れなどで試験開始を遅らせることがあります。当日の判断で昼食時間を設ける可能性

もありますので、軽食の準備をお願いします。 

④ひざ掛け、クッションの使用は許可します。 

 
5. 試験の際に机の上に置いてよいもの 

①受験票（必須） 
②筆箱、筆記用具（鉛筆、シャープペンシル、消しゴム等） 
※できるだけ文字の書かれていない筆記用具を使用し、不正行為と誤解されることのないようにしてくだ

さい。例えば「ことわざ」や「格言」が書かれている鉛筆は使用しないでください。 

※文化祭・説明会等で本校の生徒会が販売した消しゴムは使用することができます。 
※定規・コンパス・分度器を机の上に置いたり、使用したりすることはできません。 
※解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限りますが、問題用紙にチェックするため

のマーカーは使用できます。 
③時計 
※携帯電話、スマートフォン等やウェアラブル端末（通信機能付きの時計など）は受験の際の時

計として使用できません。 
※受験会場には時計が設置されており、これを目安として見ることができます。試験のはじめと

終わりはチャイムの鳴り始めを合図として行います。同時に試験監督からも指示があります。 
④ポケットティッシュ 
※点呼の時、監督の先生に置くことを申し出て許可を得てください。 
 

6. 付き添いの方の控室   
  付き添いの方の控室は打越アリーナ(体育館)とします。ご利用いただける人数は 800 名程度とさせ

ていただきます。ご利用を希望される場合、できるだけ早い受験番号を取得していただくようお願

いします。体育館を利用される方は土足禁止ですので、スリッパなどの内履きと外履きを入れるビニール

袋などをご準備ください。なお、体育館メインアリーナでの食事はご遠慮ください。 
 
7. 緊急時の学校からの連絡 
  以下の場合は、登録されているメールアドレスへメール配信します。同じ情報を本校ウェブサイト 

（ホームページ）にも掲載します。登録メールアドレスに変更がある場合は、出願サイトにログ 

インし、ユーザ情報変更より新メールアドレスの登録をしてください。 

①試験当日、交通機関の乱れなどにより試験開始時刻などに影響が出ることが予想される場合。 

②想定外の事態が発生して、入学試験に影響が出ることが予想される場合。 

    本校ウェブサイト https://www.asano.ed.jp/ 携帯電話からもご覧になれます。            

                
 ※①の場合は、ニッポン放送の番組【AM 放送１２４２kHz】の午前６時～７時の放送の中、 

および本校での電話応答【０４５－４２１－３２８１】でもお知らせをします。 
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なお、ＡＭ放送と同じ放送をワイドＦＭ放送 93.0MHzやインターネットのラジコ(radiko) でも 

聴くことができます。 

 

8. 防災対応について 
災害時の避難誘導に関しては、本校職員の指示に従ってください。 

 
9. 試験当日の交通機関等 
  当日はＪＲ新子安・京急新子安駅構内・改札、駅前の跨線橋周辺及び学校周辺は大変混雑します。 

下記のご協力をお願いします。 
・お帰りの乗車券は試験中の待ち時間に購入されるか、「Suica」「PASMO」などをご利用ください。 
・「Suica」や「PASMO」をご利用の際は、新子安駅でのチャージの必要がないよう、予めご自宅近く

の駅でご準備ください。 
・跨線橋通路の道幅が狭いので、事故防止のため本校係員の誘導に従ってください。 
・試験当日、車での来校はご遠慮ください。近隣の方やバス運行などへの多大な迷惑となりますので、

学校周辺での一時停車および路上駐車は、固くお断りします。なお、周辺の商業施設の駐車場を利用

することも迷惑になりますのでお控えください。 

 
10. COVID-19 感染防止対策について 
  一教室あたりの受験生の人数を一昨年よりも減らすとともに、休み時間に換気を行います。 
  受験生ならびに保護者の皆様におかれましては下記の点についてご協力をお願いします。 
  ・受験生ならびに付き添いの皆様は必ずマスクの着用をお願いします。 
  ・各受験会場入り口にアルコール消毒液を用意しますので、受験生の皆様は朝入室する際に手指の

消毒をお願いします。 
  ・試験当日の朝は、必ず検温をして来場してください。 
  ・付き添いの皆様におかれましても、試験当日の朝に必ず検温をしていただき、発熱や咳等の症状

があり、体調が優れない場合は付き添いを自粛してください。なお、付き添いは各ご家庭 1 名ま

でとさせていただきます。 
  ・受験会場での私語は慎んでください。 
 
  以下の場合は受験することができません。 

・COVID-19 に罹患して治癒していない。 
・COVID-19 の濃厚接触者で(PCR 検査の陰性結果が出ていないなど)待機期間が終了していない。 
・当日の朝 37.5 度以上の発熱がある。 
＊1 月 20 日以降に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本

に入国する受験生は、一度学校にお問い合わせください。 
 
11. インフルエンザ等の学校感染症について 

「国の法律で出席停止が定められている感染症(学校感染症)に罹患し、当日までに治癒していない受験

生」は受験できません。 

受験生本人の健康を損ねる危険性があるうえに、感染が拡大してしまう恐れがあります。受験生本

人の健康を守るため、また、感染拡大防止の観点から受験を控えていただくようお願いします。 
※医師により他者への感染の恐れがないと認められた場合はこの限りではありません。 

 
12. 体調不良時の注意点 

①37.5 度以上の発熱があった場合、来場されましてもご帰宅いただくようお願いします。 
  ②試験当日に体調不良や怪我等の理由で通常の受験会場で受験できない場合は、本館事務室へ申し

出てください。 
③また、試験中に体調が悪くなった場合は、手を挙げて試験監督者に申し出てください。 
試験中に体調を崩し、検温の結果 37.5 度以上の発熱があった場合、それ以降の受験はご遠慮いた

だきます。保護者の方にご連絡しますので、学校までのお迎えをお願いします。 
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※上記 10～12 の理由により受験ができなかった場合でも追試験などの特別措置および受験料の返還は行

いません。 

 
 
13. 受験生への緊急連絡  
  付き添いの方から受験生への手紙・メモ等は一切お受けできません。生命に関わるような緊急の内

容の場合のみ口頭で承ります。 
 
14. 試験終了後 
  ①答案確認などを行うため、解散の開始は試験終了後 15 分程経過してからになります。 

②お帰りの経路や駅構内の混雑を避けるため、受験番号順に時間差をつけて解散します。 

※解散方法についての詳細は７～８ページをご覧ください。 
③受験番号によっては退出に少なくとも 30 分以上の時間差が見込まれます。ご承知おきください。 

※駅までの帰り道の混雑を避けるため、５ページにあるように迂回路のご案内をします。 
※駅構内のホームでも階段からなるべく離れた場所まで進んで電車をお待ちください。 

 
15．合格発表について 

①２月４日(土)午前９時よりインターネット発表をします。 

②以下のいずれかの方法で合格サイトにアクセスし、ID とパスワードを入力してログインすると合

否の確認ができます。 

・受験票の右側に記載の URL を入力し、直接アクセスする。 

・学校ホームページから合格発表サイトへアクセスする。 

※合格発表サイトは本校ウェブサイトにも掲載予定ですが、アクセス過多により本校サイトの動

作が重くなる、または一時的に停止することが予想されます。予め合格発表サイトをブックマーク

していただき、合格発表サイトに直接アクセスしていただくようお願いします。 

 

16．合格通知書 
  合格通知書は、合格発表サイトより各ご家庭で印刷をお願いします。ご来校いただいてもお渡しす

ることはできません。2 月 18 日（土）までに印刷をお願いします。 
 
17．入学手続き 
  合格者のみ入学金決済サイトへのリンクボタンが表示されます。入学金の決済は画面の指示に従っ

て進んでください（決済手続きにはクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーＡＴＭが

ご利用いただけます）。入学金決済が終了しますと支払完了メールが届きます。この入学金の決済を

もって入学手続き完了となります。入学金決済の手続きは必ず２月４日（土）午後４時までに完了してく

ださい。午後４時以降は決済の手続きはできません。 

  ※決済時の手数料は決済方法によって異なります。その点を踏まえて決済方法をお選びください。 
  ※決済時にコンビニやＡＴＭに長い列ができている、決済番号の控えを家に忘れる、紛失するなど、

不測の事態に備え、くれぐれもお早めに手続きをおすませください。 

   
18．入学手続きを済まされた皆様へ 
  ご入学手続き後からご入学までの流れを説明した「ご入学される皆様へ」というお知らせを本校ウ

ェブサイト上にアップロードします。入学説明会にて提出する書類（すべて A4 サイズ）は印刷して、ご

署名・ご捺印の上、入学説明会当日にご提出をお願いします。 

  

19. 振り込め詐欺被害の防止について 
  受験生や保護者等の心情につけ込み、電話により言葉巧みに現金を金融機関の口座に振り込ませ 

騙し取る「振り込め詐欺」の発生が心配されますので、くれぐれもご注意ください。  
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試験当日の誘導経路(新子安駅～浅野中学校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせとお願い】 

・矢印の順路での案内にご協力ください。 

・自家用車・タクシーでの来校、送迎は固くお断りします。学校近辺の路上駐車および一時停車、なら

びに近隣商業施設への駐車は多大な迷惑となりますので、お控えください。 

・解散時、通行の集中を緩和するため、迂回路をご案内します。ご協力ください。 

 

 

 

京急改札 

浅野中学校 

〒 

公 
園 

跨線橋 

歩行者デッキ 

JR改札 

オルト横浜(商業施設) 
バスロータリー・スーパーなど 

2月3日朝 
来校順路 

試験終了後 
帰路迂回路 

正門 
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試験当日朝の案内図 

 

【お知らせとお願い】 

・開門は午前７時です。それ以前に受付をすることはできません。また、開門前の待機場所もございま

せん。 

・受験番号 1001 番以降の受験生は密を避けるため、午前 7 時 30 分以降にお越しください。 

・試験場は、中学棟と高校棟にわかれます。振り分けは当日ご案内します。 

・受付テントにて受験会場票をお渡ししますので、そこに記載されている受験会場へ向かってください。 

・午前８時までは混雑のため、正門からの坂は上りの一方通行とさせていただきます。付き添いの方の

お帰りは順路に従って高校棟裏を回っていただきます。 

・付添者控室となる打越アリーナ（体育館）の席には限りがございます(800 席程度)。 

・受験生のお迎えは、試験終了までにグラウンドにお越しください。 
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試験終了後の解散について 
 

  
例年、入学試験後の解散時は大変混雑します。本年も同様の混雑が予想されます。誠に申し訳ござい

ませんが、下記の要領をご覧のうえ、ご協力をお願いします。 
 
[解散の方法] 

 

本校は安全を第一に、受験番号順に時間差をつけて解散します。受験生の皆様につきましては、受験

番号ごとに放送で解散を指示しますので、誘導に従ってグラウンドに向かってください。付き添いの

皆様は、係の者の案内でグラウンドの待機場所までお越しいただき、受験生と合流していた

だくこととなります。  
 

[お願い] 

 

答案確認などを行うため、解散の開始は試験終了後 15 分程経過してからになります。解散は順調に進

んだ場合でも、最初の方と最後の方で少なくとも 30 分以上の時間差が生じます。当日の天候により、さ

らに時間を要する恐れもございます。円滑な解散のために以下の点のご協力をお願いします。 
 
・他の受験生との校内でのお待ち合わせはご遠慮ください。 
・警備員の誘導に従い、駅までの迂回経路も合わせてご利用ください。 
・お帰りの乗車券は試験中の待ち時間に購入されるか、「Suica」「PASMO」などをご利用ください。 
ご自宅近くの駅であらかじめチャージをするなどして、新子安駅での混雑緩和にご協力ください。 

・駅までの帰路の渋滞の緩和のため、駅構内のホーム上でも、なるべく階段から離れた場所まで進ん

でから電車をお待ちください。 
 
 
※試験当日、お車での来校はご遠慮ください。  

特に学校周辺での一時停車や路上駐車は近隣の方々やバス運行等への多大な迷惑となりま

すので、固くお断りします。また、周辺の商業施設の駐車場を利用することもお控えください。  

 
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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試験終了後の解散の案内図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

解散時受験生の動き 

受験生と付添者合流後の動き 

＊万が一受験生と合流できなかった場合は、正門にお

越しください。 

 

 

 

 
 

付添者待機場所  

グラウンド 

女性用トイレ 



9 
 

校納金について (2023 年度入学者用) 
 

2023 年度から校納金が以下のように変更となります。配布しております学校パンフレットとは、異な

りますので、ご注意ください。 
 

 
 
【注】 
１． 毎月分割納付のものは、各学年の費用の１２分の１が毎月納付分となります。 
２． 一次納付のもので、中学入学金は２月４日、高校入学金は中学３年の３月、非常用備蓄食糧費、

PTA 入会金は中学１年の５月、学年会費・生徒会費は毎年 5 月納付となります。 
３． 校外研修費（旅行積立金）は、校外研修・スキー教室・林間学校・研修旅行・家庭科実習等の

費用に充てられます。また、スキー教室・林間学校費用については、一部別途徴収することも

あります。 
４． 学年会費は副教材、模擬試験等の費用に充てられます。なお、学年会費は単価改訂等により変

動します。 
５． 同窓会費６年分をもって、高校卒業後、同窓会終身会員となります。 
６． 個人端末購入のため入学後に別途約 90,000 円の納付をお願いする予定です。 
７． なお、次年度以降の校納金については、経済情勢の変化にともない、その金額を変更すること

があります。 
 
 
 
 

以上となります。 
 


