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　本校は、以下の教育理念に基づき、志望してほしい生徒像を定めています。

　建学の精神

　「力むれば必ず達す」・・努力すれば必ず目標を達成することができる

　校訓

　健康・礼儀・敬愛・努力・誠実

　志望してほしい生徒像

　本校への明確な志望動機を持ち、建学の精神、校訓を理解し、学習及び生活態度が良好で

　健全な学校生活を送ることが確約できる生徒。

　さらに、

　１．中学校までの基本的学習事項や基本的生活習慣が身に付いており、学習意欲の

　　　旺盛な生徒。

　２．積極的に部活動に取り組み、心身を鍛え、自己実現に努める生徒。

　３．生徒会、部活動及び奉仕活動に積極的に取り組み、豊かな心を身につけ、協働できる生徒。

　４．規則を守り、規律ある集団生活を送り、他者への思いやりとしなやかさを持つ生徒。

本校を志望する生徒の皆さんへ

帝京第五高等学校

つと
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事前確認チェックリスト

⑴出願時提出書類

選考区分 専願・併願 希望

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□ □

⑵受験時の持ち物

試験区分 実施学科 専願・併願

普通科

看護科

総合学科

普通科

看護科

総合学科

試験区分 実施学科 専願・併願

普通科

看護科

総合学科

物ち持分区考選

一
般
入
学

試
験

一般入試
専願
併願

□受験票　□鉛筆（シャープペンシル可）
□消しゴム　□昼食　□マスク（着用すること）
□三角定規（分度器つき定規を除く）　□コンパス
□時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）
□スマートウォッチ等の着用はしない

自己
推薦書

入学
確約書

志願
調査書

入学
願書

試験区分

専願
第１希望
第２希望

看護科

普通科

看護科

総合学科

併願
第１希望
第２希望

選考区分

実施学科

□ □ □

第１希望
第２希望

普通科

看護科

総合学科

総合学科 □専願

推
薦
入
学
試
験

専願自己
推薦入試

第１希望
第２希望

専願

普通科

総合学科

学業
奨学生
入試

普通科

看護科

総合学科

推薦
入試A

一
般
入
学
試
験

一般
入試

専願
第１希望
第２希望

普通科

看護科

総合学科

併願

物ち持分区考選

推
薦
入
学
試
験

学業奨学生
入試

専願
併願

□受験票　□鉛筆（シャープペンシル可）
□消しゴム　□昼食　□マスク（着用すること）
□三角定規（分度器つき定規を除く）　□コンパス
□時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）
□スマートウォッチ等の着用はしない

推薦入試A 専願

□受験票　□鉛筆（シャープペンシル可）
□消しゴム　□昼食　□マスク（着用すること）
□三角定規（分度器つき定規を除く）　□コンパス
□時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）
□スマートウォッチ等の着用はしない

専願自己推薦
入試

総合学科 専願

□受験票　□鉛筆（シャープペンシル可）
□消しゴム　□昼食　□マスク（着用すること）
□時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）
□スマートウォッチ等の着用はしない
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１．２０２３年度　帝京第五高等学校　募集要項

男女２００名（普通科４０名・看護科４０名・総合学科１２０名）

２０２３年３月中学校卒業見込みの者

中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

　※詳しくは、各選考区分・試験区分をご確認ください

２．選考区分・試験について

　⑴推薦入学試験

日時

試験科目

日時

試験科目

３．志望学科（第１希望・第２希望について）

●推薦入学試験

　⑴学業奨学生入試

　　①第１希望及び第２希望を選択してください。

　　　・学業奨学生として合格した専願者は、他校との併願はできません。

　　　・学業奨学生入試不合格者及び併願受験者は、他校との併願は可能です。

　　　（学業奨学生の基準に達しなかった場合でも、成績良好な者は、一般合格として、合格通知書を送付します）

　⑵推薦入試A・・第１希望及び第２希望を選択してください。合格した場合は、他校との併願はできません。

　⑶専願自己推薦入試・・志望学科は、総合学科のみとなります。合格した場合は、他校との併願はできません。

●一般入学試験

　⑴第１希望及び第２希望を選択してください。専願者は、合格した場合、他校との併願はできません。

　⑵第１希望及び第２希望を選択してください。併願者は、他校との併願は可能です。

●備考

　⑴第１志望が普通科・看護科の場合は、第２志望に総合学科を選ぶことができます。

　⑵総合学科が第１志望の場合は、第２志望は選べません。

　⑶第２志望がない場合は、第２志望欄に斜線（／）を入れてください。

試験
２０２３年２月７日（火）・８日（水）

国語（作文含む）・理科・社会・数学・英語・面接（個別）

出願詳細・本冊子 P１０（学科試験・個別面接）

出願
資格

区分
普通科・看護科・総合学科 普通科・看護科・総合学科

専願

２０２３年１月１９日（木）～２０２３年１月２５日（水）必着
※受付　午前９時～午後４時。土曜・日曜・祝祭日は除く。

併願

出願
期間

一般入試選考区分

　⑵一般入学試験

出願詳細・本冊子 P７（学科試験） P８（学科試験・個別面接）

区分
普通科・看護科・総合学科 普通科・看護科・総合学科

試験

　⑴募集定員

　⑵出願資格

２０２３年１月１７日（火）

作文・面接（個別）

P９（作文・個別面接）

２０２３年１月１７日（火） ２０２３年１月１７日（火）

国語（作文含む）・英語・数学・社会・理科 国語（作文含む）・英語・数学・面接（個別）

専願自己推薦入試

総合学科

専願

選考区分 学業奨学生入試 推薦入試A

出願
資格

専願・併願 専願

出願
期間

２０２２年１２月２０日（火）～２０２３年１月６日（金）必着
（２０２２年１２月２８日（水）～２０２３年１月４日（水）は除く）
※受付　午前９時～午後４時。土曜・日曜・祝祭日除く。
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４．学校寮　寮生（男子・女子）募集要項

　⑴入寮資格

帝京第五高等学校の生徒で、自宅からの通学が困難な生徒であり、真面目な性格で

団体生活の規律を遵守できる者。

　⑵収容人員・・２０２名（男子１８２名・女子２０名）

・新荘英寮（男子）６４名　・荘英寮（男子）６８名　・時習寮（男子）５０名

・荘惠寮（女子）２０名

　⑶入寮費

・３５，０００円（入寮時のみ）

　⑷寮費

月額６２，０００円（朝・昼・夕の食費を含みます）

　⑸諸経費

維持・管理費・光熱費等は、毎月の寮費に含まれています。

　⑹その他

学則違反、寮則違反による退寮及び自己都合による退寮の場合は、入寮費・寮費

ともに返還できません。

　⑺寮費納入方法

入寮手続き時：９７，０００円（入寮費３５，０００円・寮費４月分６２，０００円）

以降は、毎月６２，０００円を校納金として、納付していただきます。

　⑻問い合わせ

帝京第五高等学校　事務室 ℡０８９３－２５－０５１１



4

５．２０２３年度　校納金・諸経費（一時納入金（入学手続きの費用）・月額納入金）

　⑴合格者は、下表の一時納入金、その他の納入金を期日までに納入して、手続きを完了してください。

　⑵所定の期間内に未了の場合は、合格を取り消します。

　⑶一旦納入した一時納入金は、返還いたしません。

■一時納入金（入学手続きの費用） （単位：円）

入学金 施設拡充費 後援会入会金校友会入会金 生徒会費年額 校友会費年額 計

35,000 50,000 8,000 8,000 3,000 3,000 107,000

授業料 教育充実費 後援会費 同窓会費 看護科実習費 計

33,000 3,000 800 400 37,200

33,000 3,000 800 400 4,000 41,200

６．高等学校就学支援金制度

 国の高等学校就学支援金制度により、授業料が減免されます。

　国による授業料支援制度（就学支援金は、代理受領し、授業料に充当します。返済不要です。）

　■高等学校等就学支援金制度 　　（単位：円）

減免範囲

授業料全額

授業料一部

対象外

（注１）両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の年収目安です。

　　具体的には、保護者等の「課税標準額」を基準として判定されます。

　　詳細は右上のQRコード（文部科学省）のページをご覧ください。

７．入学時の必要諸費

 ※上記金額は、２０２２年度を参考にした概ねの金額となります。

普通科・総合学科

看護科

世帯の年収目安（注１） 就学支援金支給額

590万円未満 33,000

590万円以上910万円未満 9,900

910万円以上 0

科・生徒納入金

■毎月納入金

QR
コード

▷

項目

金額

0

23,100

33,000

支援金支給後の授業料（月額）

体育着

制服

教科書

約50,000

約100,000

約30,000

サイズ、オプション等で購入金額が異なります

サイズ、オプション等で購入金額が異なります

学科別で金額が異なります
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８．各種奨学生・減免制度について

　※２０２３年度より、奨学金制度が拡充・新設されました

　⑴スポーツ奨学生・推薦奨学生制度

　人物良好であり、本校が特に力を入れる強化部活動に所属し、在学中の活躍が期待できる生徒に対して、

　校納金の一部を減免する制度です。「各競技における中学時の実績」「各運動部における技能の基準」

　「中学校３年間の成績」を総合的に評価して選考します。

　※上記奨学生に該当する選考区分・入試区分は、推薦入学試験　推薦入試Ａ（専願）となります。

　※スポーツ奨学生・推薦奨学生対象の強化部活動

　　　（サッカー部・硬式野球部・剣道部・女子バレーボール部）

　※強化部活動での活動を希望する場合は、必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

　　　（サッカー部・硬式野球部・剣道部・女子バレーボール部）

　※硬式野球部においては上記に準じ、人数は５名以内とします。

●スポーツ奨学生・推薦奨学生A、B

　入学一時金免除額・・８５，０００円（入学金３５，０００円、施設拡充費５０，０００円）

①スポーツ奨学生A・推薦奨学生A

※毎月校納金免除額・・２０，０００円（教育充実費（３，０００円）、給付金（１７，０００円））

　㊟看護科は、別途４，０００円実習費が追加されます。

②スポーツ奨学生B・推薦奨学生B

※毎月校納金免除額・・１０，０００円（教育充実費（３，０００円）、給付金（７，０００円））

　㊟看護科は、別途４，０００円実習費が追加されます。

毎月
校納金

就学
支援金

毎月校納金
保護者負担額

教育充実費
免除

保護者
負担額

保護者
残額

4,200

27,300

37,200

3,000

3,000

3,000

0 15,800

0

0

37,200

37,200

37,200

33,000

9,900

0

給付金

17,000

保護者
残額

37,200 33,000 4,200 3,000 0 5,800

毎月
校納金

就学
支援金

毎月校納金
保護者負担額

教育充実費
免除

保護者
負担額

7,000

37,200 9,900 27,300 3,000 17,300 0

37,200 0 37,200 3,000 27,200 0

保護者
負担額

35,000 50,000 8,000 8,000 3,000 3,000 22,000

入学金
免除

施設拡充費
免除

後援会
入会金

校友会
入会金

校友会費
年額

制度拡充

17,000

17,000

給付金

7,300

17,200

7,000

7,000

生徒会費
年額
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　⑵学業奨学生制度

　学業奨学生入試を受験し、人物・成績とも良好であり、在学中の勉学への取り組み及び進学実績面で本校への貢献が

　期待できる生徒に対して、校納金の一部を減免します。推薦入学試験　学業奨学生入試結果により選考します。

　※上記奨学生に該当する選考区分は、推薦入学試験　学業奨学生入試（専願・併願）となります。

　　　（学業奨学生入試に合格した受験生（専願・併願）は、入学金（３５，０００円）が免除となります）

●学業奨学生A、B

　入学一時金免除額・・８５，０００円（入学金３５，０００円、施設拡充費５０，０００円）

①学業奨学生A

※毎月校納金免除額・・２０，０００円（教育充実費（３，０００円）、給付金（１７，０００円））

　㊟看護科は、別途４，０００円実習費が追加されます。

②学業奨学生B

※毎月校納金免除額・・５，０００円（教育充実費（３，０００円）、給付金（２，０００円））

　㊟看護科は、別途４，０００円実習費が追加されます。

　⑶学業奨学制度

　　入学後の努力により著しく成績向上を遂げ校内基準を満たした生徒で、理事長及び学校長が認めた場合、

　　進級時に本制度が適用されます。

　⑷弟妹入学金減免制度

　　本校の卒業生または在校生の弟妹で、推薦入学試験（専願・併願）または、一般入学試験　（専願）の

　　合格者は、入学金（３５，０００円）または実際の納付額を上限として免除します。

　⑸同窓生子弟入学金減免制度

　　本校の卒業生の子弟で、推薦入学試験（専願・併願）または、一般入学試験　（専願）の合格者は、

　　入学金（３５，０００円）または実際の納付額を上限として免除します。

入学金
免除

施設拡充費
免除

後援会
入会金

校友会
入会金

生徒会費
年額

校友会費
年額

保護者
負担額

35,000 50,000 8,000 8,000 3,000 3,000 22,000

保護者
残額

37,200 33,000 4,200

毎月
校納金

就学
支援金

毎月校納金
保護者負担額

教育充実費
免除

3,000 15,800

毎月
校納金

就学
支援金

毎月校納金
保護者負担額

教育充実費
免除

保護者
負担額

保護者
残額

0

0

3,000

3,000

7,300

17,200

37,200 9,900 27,300

37,200 0 37,200

37,200 0 37,200

0

22,300

32,200

800

0

0

3,000

3,000

3,000

37,200 33,000 4,200

37,200 9,900 27,300

制度新設

制度新設

制度新設

制度拡充

0

保護者
負担額

2,000

給付金

17,000

17,000

17,000

給付金

2,000

2,000
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学科 普通科・看護科・総合学科（学業奨学生を希望する受験生）

出願資格

次の⑴または⑵に該当し、⑶及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

⑶人物優良で在籍中学校の校長が推薦する者

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、

必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

求める生徒像 学力に優れた能力を有し、強い探求心を持って、学習に取り組む姿勢を持つ者

出願手続

受験料

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間
2022年12月20日（火）～2023年1月6日（金）必着

　※2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）は除く。

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1．入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書（専願者のみ）

試験

日時 2023年1月17日（火）

試験会場
①帝京第五高等学校・②宇和島会場（宇和島市総合福祉センター）の2会場で

試験を実施します。

選考 学力試験及び調査書等を参考にして、合否を決定します。

内容

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

国語：9時10分～9時55分

国語（作文）：10時10分～10時35分

英語：10時50分～11時40分

数学：11時55分～12時45分

（昼食：12時45分～13時35分）

社会：13時35分～14時25分

理科：14時40分～15時30分

持ち物

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

三角定規（分度器付き定規を除く）、コンパス

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

合格発表

日時 2023年1月27日（金）

内容

中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

※学業奨学生として合格した場合は、入学金35,000円を免除いたします。

※学業奨学生の基準に達しなかった場合でも、成績良好な者は、一般合格として、

合格通知書を送付します。

※一般合格の場合は、入学金35,000円の納入が必要となります。

入学手続

期日

※一般合格（専願・併願）

2023年2月3日（金）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

※学業奨学生合格（併願）

2023年3月17日（金）午後5時までに、入学確約書を提出してください（FAX可）。

備考
※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。

なお、納入した入学金は返還いたしません。

併願可否 学業奨学生入試不合格者及び併願受験者は、他校との併願は可能です。

追試験

詳細

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時
2023年１月28日（土）　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。

（試験会場は、本校となります）

連絡方法 本試験当日の8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月1日（水）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。
入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

推薦入学試験　学業奨学生入試（専願・併願）

次の⑴または⑵に該当し、⑶及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

⑶人物優良で在籍中学校の校長が推薦する者

学力に優れた能力を有し、強い探求心を持って、学習に取り組む姿勢を持つ者

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1.入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書（専願者のみ）

日時 2023年1月17日（火）

試験会場

選考 学力試験及び調査書等を参考にして、合否を決定します。

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

国語：9時10分～9時55分

国語（作文）：10時10分～10時35分

英語：10時50分～11時40分

数学：11時55分～12時45分

（昼食：12時45分～13時35分）

社会：13時35分～14時25分

理科：14時40分～15時30分

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

三角定規（分度器付き定規を除く）、コンパス

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

日時 2023年1月27日（金）

中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

※学業奨学生として合格した場合は、入学金35000円を免除いたします。

※学業奨学生の基準に達しなかった場合でも、成績良好な者は、一般合格として、

合格通知書を送付します。

※一般合格の場合は、入学金35,000円の納入が必要となります。

※一般合格（専願・併願）

2023年2月3日（金）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

※学業奨学生合格（併願）
2023年3月17日（金）午後5時までに、入学確約書を提出してください（FAX可）。

備考

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時

連絡方法 本試験当日の午前8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月1日（水）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません
入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

受験料

2022年12月20日（火）～2023年1月6日（金）必着
　※2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）は除く。

求める生徒像

出願手続

出願資格

入学手続

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、
必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

合格発表

追試験

期日

2023年１月28日（土）　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。
（試験会場は、本校となります）

持ち物

試験

併願可否

普通科・看護科・総合学科（学業奨学生を希望する受験生）学科

学業奨学生入試不合格者及び併願受験者は、他校との併願は可能です。

詳細

内容

※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。
なお、納入した入学金は返還いたしません。

①帝京第五高等学校・②宇和島会場（宇和島市総合福祉センター）の2会場で
試験を実施します。

内容
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学科 普通科・看護科・総合学科（スポーツ奨学生・推薦奨学生を希望する受験生など）

出願資格

次の⑴または⑵に該当し、⑶及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

⑶本校を第一志望とし、人物優良で在籍中学校の校長が推薦する者

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、

必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

求める生徒像

１．学業及び運動に優れた能力を有し、本校の体育部において卒業まで部活動を

　続けられる強い意志を持つ者

２．高校生活に向上心を持って臨み、卒業までしっかり学習に励む意志を持つ者

出願手続

受験料

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間
2022年12月20日（火）～2023年1月6日（金）必着

　※2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）は除く。

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1．入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書

試験

日時 2023年1月17日（火）

試験会場 帝京第五高等学校で試験を実施します。

選考 学力試験、面接試験及び調査書等を参考にして、合否を決定します。

内容

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

国語：9時10分～9時55分

国語（作文）：10時10分～10時35分

英語：10時50分～11時40分

数学：11時55分～12時45分

（昼食：12時45分～13時35分）

面接（個別）：13時35分～

持ち物

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

三角定規（分度器付き定規を除く）、コンパス

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

合格発表

日時 2023年1月27日（金）

内容
中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

※スポーツ奨学生・推薦奨学生として合格した場合は、入学金35,000円を免除いたします。

入学手続

期日 2023年2月3日（金）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

備考
※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。

なお、納入した入学金は返還いたしません。

併願可否 合格した受験生は、他校の受験はできません。

追試験

詳細

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時
2023年１月28日（土）　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。

（試験会場は、本校となります）

連絡方法 本試験当日の8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月1日（水）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

推薦入学試験　推薦入試A（専願）

次の⑴または⑵に該当し、⑶及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

⑶本校を第一志望とし、人物優良で在籍中学校の校長が推薦する者

１．学業及び運動に優れた能力を有し、本校の体育部において卒業まで部活動を

　続けられる強い意志を持つ者

2．高校生活に向上心を持って臨み、卒業までしっかり学習に励む意志を持つ者

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1.入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書

日時 2023年1月17日（火）

試験会場

選考 学力試験、面接試験及び調査書等を参考にして、合否を決定します。

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

国語：9時10分～9時55分

国語（作文）：10時10分～10時35分

英語：10時50分～11時40分

数学：11時55分～12時45分

（昼食：12時45分～13時35分）

面接（個別）：13時35分～

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

三角定規（分度器付き定規を除く）、コンパス

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

日時 2023年1月27日（金）

中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

※スポーツ奨学生・推薦奨学生として合格した場合は、入学金35,000円を免除いたします。

期日 2023年2月3日（金）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

備考

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時

連絡方法 本試験当日の午前8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月1日（水）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません

入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

併願可否 合格した受験生は、他校の受験はできません。

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、
必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

追試験

詳細

2023年１月28日（土）　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。
（試験会場は、本校となります）

出願手続

受験料

求める生徒像

合格発表
内容

学科 普通科・看護科・総合学科（スポーツ奨学生・推薦奨学生を希望する受験生など）

出願資格

持ち物

2022年12月20日（火）～2023年1月6日（金）必着
　※2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）は除く。

帝京第五高等学校で試験を実施します。

内容

入学手続

試験

※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。
なお、納入した入学金は返還いたしません。
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学科 総合学科

出願資格

次の⑴または⑵に該当し、⑶、⑷、⑸及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

⑶本校の教育の特性を理解し、卒業までしっかり学習に励む意志を持ち、

　本校を第一志望とする者

⑷本校で実施される1日体験入学・オープンスクールに参加すること（相談可）

⑸願書提出までに、必ず学校見学（事前相談）を済ませること

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、

必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

求める生徒像
１．高校生活に向上心を持って臨み、卒業までしっかり学習に励む意志を持つ者

２．何事にも真面目に取り組むことができる者

出願手続

受験料

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間
2022年12月20日（火）～2023年1月6日（金）必着

　※2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）は除く。

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1．入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書　4．自己推薦書

試験

日時 2023年1月17日（火）

試験会場 帝京第五高等学校で試験を実施します。

選考 作文、面接試験及び調査書等を参考にして、総合的に合否を決定します。

内容

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

作文：9時10分～10時00分

面接（個別）：10時15分～

持ち物
受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

合格発表
日時 2023年1月27日（金）

内容 中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

入学手続

期日 2023年2月3日（金）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

備考
※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。

なお、納入した入学金は返還いたしません。

併願可否 合格した受験生は、他校の受験はできません。

追試験

詳細

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時
2023年１月28日（土）　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。

（試験会場は、本校となります）

連絡方法 本試験当日の8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月1日（水）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

推薦入学試験　専願自己推薦入試（専願）

次の⑴または⑵に該当し、⑶、⑷、⑸及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

⑶本校の教育の特性を理解し、卒業までしっかり学習に励む意志を持ち、

　本校を第一志望とする者

⑷本校で実施される１日体験入学・オープンスクールに参加すること（相談可）

⑸願書提出までに、必ず学校見学（事前相談）を済ませること

１．高校生活に向上心を持って臨み、卒業までしっかり学習に励む意志を持つ者

２．何事にも真面目に取り組むことができる者

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1.入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書　４．自己推薦書

日時 2023年1月17日（火）

試験会場

選考 作文・面接試験及び調査書等を参考にして、総合的に合否を決定します。

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

作文：9時10分～10時00分

面接（個別）：10時15分～

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

日時 2023年1月27日（金）

内容 中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

期日 2023年2月3日（金）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

備考

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時

連絡方法 本試験当日の午前8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月1日（水）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません

入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

追試験

出願資格

帝京第五高等学校で試験を実施します。

内容

合格発表

2023年１月28日（土）　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。
（試験会場は、本校となります）

試験

持ち物

併願可否

受験料

2022年12月20日（火）～2023年1月6日（金）必着
　※2022年12月28日（水）～2023年1月4日（水）は除く。

※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。
なお、納入した入学金は返還いたしません。

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、
必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

詳細

入学手続

学科 総合学科

合格した受験生は、他校の受験はできません。

求める生徒像

出願手続
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学科 普通科・看護科・総合学科

出願資格

次の⑴または⑵に該当し、⑶及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、

必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。

求める生徒像 基本的な生活習慣を身につけ、学習・スポーツに励む意志を持つ者

出願手続

受験料

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間 2023年1月19日（木）～2023年1月25日（水）必着

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1．入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書（専願）

試験

日時 2023年2月7日（火）・2月8日（水）

試験会場
①帝京第五高等学校・②宇和島会場（宇和島市総合福祉センター）・③城辺会場

（JAえひめ南　南宇和城辺支所）の3会場で試験を実施します

選考 学力試験、面接試験及び調査書等を参考にして、合否を決定します。

内容

※試験日：2月7日（火）

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

国語：9時10分～9時55分

国語（作文）：10時10分～10時35分

理科：10時50分～11時40分

（昼食：11時40分～12時30分）

社会：12時30分～13時20分

※試験日：2月8日（水）

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

数学：9時10分～10時00分

英語：10時15分～11時05分

（昼食：11時05分～11時55分）

面接（個別）：11時55分～

持ち物

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

三角定規（分度器付き定規を除く）、コンパス

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

合格発表
日時 2023年2月17日（金）

内容 中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

入学手続

期日 2023年2月27日（月）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

備考
※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。

なお、納入した入学金は返還いたしません。

併願可否 一般入学試験併願受験者は、他校との併願は可能です。

追試験

詳細

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時
2023年2月20日（月）、2月21日（火）

※本試験と同一時間帯・要項で実施します（試験会場は本校となります）。

連絡方法 本試験当日の8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月24日（金）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

一般入学試験　一般入試（専願・併願）

次の⑴または⑵に該当し、⑶及び「求める生徒像」の条件を満たす者

⑴2023年3月中学校卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

⑵中学校を卒業した者または中等教育学校の前期課程を修了した者

基本的な生活習慣を身につけ、学習・スポーツに励む意志を持つ者

受験料10,000円

郵便為替または現金で願書受付日までにお手続きください。

※納入した受験料は、いかなる理由であっても返還いたしません。

期間

受付時間 午前9時～午後4時。土曜・日曜・祝祭日除く。

受付場所 本校事務室

出願書類 1.入学願書　2．入学志願者調査書　3．入学確約書（専願）

日時 2023年2月7日（火）・2月8日（水）

試験会場

選考 学力試験、面接試験及び調査書等を参考にして、合否を決定します。

※試験日：2月7日（火）

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

国語：9時10分～9時55分

国語（作文）：10時10分～10時35分

理科：10時50分～11時40分

（昼食：11時40分～12時30分）

社会：12時30分～13時20分

※試験日：2月8日（水）

集合：8時40分（試験会場）

出席確認・受験上の注意：8時45分～9時00分

数学：9時10分～10時00分

英語：10時15分～11時05分

（昼食：11時05分～11時55分）

面接（個別）：11時55分～

受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食、マスク（着用すること）

三角定規（分度器付き定規を除く）、コンパス

時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）、スマートウォッチ等の着用はしない

日時 2023年2月17日（金）

内容 中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられません。

期日 2023年2月27日（月）午後5時までに、入学金35,000円を納入してください。

備考

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生については、

感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。

自粛された受験生の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施いたします。

日時

連絡方法 本試験当日の午前8時30分迄に各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023年2月24日（金）中学校に郵送で通知します。電話での問い合わせには、一切応じられませ

入学手続期間 ※本試験と同一期日・要項です。

入学手続

詳細

内容

持ち物

合格発表

求める生徒像

出願手続

受験料

併願可否

試験

①帝京第五高等学校・②宇和島会場（宇和島市総合福祉センター）・③城辺会場
（JAえひめ南　南宇和城辺支所）の3会場で試験を実施します

追試験

一般入学試験併願受験者は、他校との併願は可能です。

2023年1月19日（木）～2023年1月25日（水）必着

※入学金を期日内に納入しない場合は、合格を取り消します。
なお、納入した入学金は返還いたしません。

2023年2月20日（月）、2月21日（火）
※本試験と同一時間帯・要項で実施します（試験会場は本校となります）。

学科 普通科・看護科・総合学科

出願資格

※強化部活動（サッカー・硬式野球・剣道・女子バレーボール）での活動を希望する場合は、
必ず入学試験前に本校顧問に相談してください。



２０２３年度　推薦入学試験　学業奨学生入試（専願）

２０２３年度　推薦入学試験　推薦入試A（専願）

２０２３年度　推薦入学試験　専願自己推薦入試（専願）

２０２３年度　一般入学試験（専願）

帝京第五高等学校長　様

総合学科看護科

総合学科看護科

総合学科看護科

総合学科

㊟推薦入学試験　学業奨学生入試（専願）受験者は、確約書の提出が必要となります。

　（学業奨学生入試において、一般合格の場合は他校との併願が可能となります）

志願者氏名

保護者氏名 　　　　印

貴校　第一学年への入学許可予定者に内定した場合は、ここに本人及び保護者連署の上、

相違なく入学することを確約します。

上記のことを了承しています。

　　　年　　　　月　　　　日

学校名

学校長氏名

※印の箇所は、記入しないでください

受験番号

※

入学確約書

推薦入試A（専願）

第１希望・第２希望
（第１・第２と記載してください）

選考区分試験区分

試験区分・選考区分
（〇をつけてください）

学科

職印

一般入学試験 一般入試（専願）

推薦入学試験 専願自己推薦入試

推薦入学試験 学業奨学生入試（専願）

推薦入学試験

　　　　　　　年　　　 月　　　 日

普通科

普通科

普通科



２０２３年度　推薦入学試験　専願自己推薦入試（専願）

帝京第五高等学校長　様

中学校名

志願者氏名

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業見込

私は、以下の理由により、貴校への入学を強く希望しております。

　１．入学を希望する理由

　　　（入学を希望する理由や入学後の抱負などについて、本校が示す「教育方針、志願してほしい

　　　　生徒像」を踏まえて記入してください）

　２．自己をアピールできることがら

　　　（自分の良さや学級活動、生徒会活動、学校行事、ボランティア活動、また資格・検定等の取得、

　　　　その他の活動等について記入してください）

　（注）保護者氏名欄以外は、全て志願者自筆とし、ボールペンまたは万年筆を使用すること。

　　　※印の箇所は、記入しないでください。

※

※

受験番号

自己推薦書

３．学科（総合学科）

１．入試区分（推薦入学試験）

２．選考区分（専願自己推薦入試）

生年月日 年　 　　月　 　　日　生

年　 　　月　 　　日　卒業

年　 　　月　 　　日



　　　　　　　　　　　２０２３年度　入学願書　　　　　　　　　　　　　　

　 帝京第五高等学校　様

　　　　　　　　２０２３年度　受験票　　　　　　　　　　　　　　　

　 帝京第五高等学校　様

志
願
者

受験番号 ※ 受験番号 ※

ふりがな ふりがな

志願者氏名 志願者

生年月日   年　　　　　　月　　　　　　日　生 学校名 中学校

ふりがな 試験区分 推薦入学試験

学校名
都道
府県

中学校 選考区分
（〇で囲む）

学業奨学生入試 推薦入試 A
専願自己推薦

入試　（卒業見込 ・ 卒業）

試験区分 推薦入学試験
専願 ・ 併願
（〇で囲む）

専願 併願 専願 専願
選考区分
（〇で囲む）

学業奨学生入試 推薦入試 A
専願自己推薦

入試
専願 ・ 併願
（〇で囲む）

専願 併願 専願 専願 第１志望学科 科 科 総合学科

第１志望学科 科 科 総合学科 第２志望学科 科 科

第２志望学科 科 科 受験会場
（〇で囲む）

本校　 ・ 　宇和島 本校 本校

受験会場
（〇で囲む）

本校　 ・ 　宇和島 本校 本校 試験区分 一般入学試験

写真欄
（4cm×3cm）

　⑴最近3ヵ月以内に
　　  撮影したもの
　⑵上半身・正面・脱帽
　⑶裏面に氏名を記載

⑷白黒、カラーいずれも可

試験区分 一般入学試験

写真欄
（4cm×3cm）

　⑴最近3ヵ月以内に
　　  撮影したもの
　⑵上半身・正面・脱帽
　⑶裏面に氏名を記載

⑷白黒、カラーいずれも可

選考区分
（〇で囲む）

一般入試

選考区分
（〇で囲む）

一般入試 専願 ・ 併願
（〇で囲む）

専願 併願

専願 ・ 併願
（〇で囲む）

専願 併願 第１志望学科 科

第１志望学科 科 第２志望学科 科

第２志望学科 科 受験会場
（〇で囲む）

本校　 ・ 　宇和島　 ・ 　城辺

受験会場
（〇で囲む）

本校　 ・ 　宇和島　 ・ 　城辺 ※印の箇所は記入しないでください。

保
護
者

ふりがな

　　　帝京第五高等学校　 職印
保護者氏名 印

現住所
〒   　　-

電話番号 本票をもって、 受験料の領収書に代えます

　　　



※推薦入学試験　試験日・時間割

⑴選考区分（学業奨学生入試）

8時00分～

）場会験試（分04時8

分00時9～分54時8

9時10分～9時55分

10時10分～10時35分

10時50分～11時40分

11時55分～12時45分

12時45分～13時35分

13時35分～14時25分

14時40分～15時30分

⑵選考区分（推薦入試A）

8時40分（試験会場）

8時45分～9時00分

9時10分～9時55分

10時10分～10時35分

10時50分～11時40分

11時55分～12時45分

12時45分～13時35分

13時35分～

8時00分～

集合

2023年
1月17日
（火）

（昼食）

理科

開場

開場

出席確認
受験上の注意

国語

国語（作文）

英語

数学

社会

2023年
1月17日
（火）

面接（個別）

（昼食）

数学

英語

国語（作文）

国語

集合

出席確認
受験上の注意

⑶選考区分（専願自己推薦入試）

）場会験試（分04時8

分00時9～分54時8
2023年
1月17日
（火）

8時00分～開場

出席確認
受験上の注意

作文

面接（個別）

合集

9時10分～10時00分

～分51時01

※一般入学試験　試験日・時間割

⑴選考区分（一般入試）

）場会験試（分04時8

分00時9～分54時8

9時10分～9時55分

10時10分～10時35分

10時50分～11時40分

11時40分～12時30分

12時30分～13時20分

8時40分（試験会場）

8時45分～9時00分

9時10分～10時00分

10時15分～11時05分

11時05分～11時55分

11時55分～

受験票送付をもって、入学願書・調査書受領通知に代えさせいただきます

●推薦入学試験当日は、午前８時３０分までに受付を済ませてください

●一般入学試験当日は、午前８時３０分までに受付を済ませてください

●受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、昼食

　マスク（着用すること）、三角定規（分度器つき定規を除く）

　コンパス、時計（通信機能・辞書機能等のあるものを除く）

　スマートウォッチ等の着用はしない

8時00分～

8時00分～

理科

昼食

2023年
2月8日
（水）

集合

面接（個別）

開場

出席確認
受験上の注意

数学

英語

（昼食）

2023年
2月7日
（火）

開場

社会

出席確認
受験上の注意

国語

合集

）文作（語国



②
⑥

⑧
28

34

35

55

59

67

70

866558544940

35

30

26

23

19

６11142431

39

48

新谷駅までの普通電車利用時間(分)

〒７９５－００７２

　愛媛県大洲市新谷甲２３３番地

TEL　０８９３－２５－０５１１

FAX　０８９３－２５－３００２

交通のご案内

　帝京第五高等学校

学校法人　帝京科学大学

スクールバス運行路線

http://www.ntu.ac.jp/teikyo5/

teikyo5@teikyo5-h.ed.jp


