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令和５年度 第１次入学試験要項

令和５年３月小学校卒業見込みの男子。

３．出願受付期間　

　　　web による出願期間　　令和４年１２月１日 （木） 午前９時から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１２月１０日 （土） 正午まで

（お寄せいただいた個人情報は、法令に基づき適正に扱いますのでご安心ください）出願方法

※第１次のみの出願受付です。第２次分についてはあらためて後日の出願になります。

　インターネット上でのweb出願となります。出願受付期間が近づきましたら

本校ホームページ（https://www/h-lasalle.ed.jp/）で詳細をご案内いたしま

すので、そちらをご覧いただき、画面上の指示に従って出願手続きを進めてください。

　なお、webでの手続き後に検定料・手数料をお支払いいただき（クレジットカード

決済かコンビニ決済）、 その後、 以下の書類３点を郵送（レタ－パックライト）、 もしくは

持参していただくことになります。

　①　入学願書（志願票・写真票）

　　　web 出願サイトより印刷していただきます。写真票にはカラー縦４㎝×横３㎝で、

　　　最近３か月以内に撮影した顔写真（２か所）を貼付してください。

　②　通知表のコピー

　　　小学校６年生の１学期もしくは前期のもののみ、表紙を含めすべての面のコピー

　　  （Ａ４サイズ、縮小・両面印刷可）

　③　検定料の支払いが確認できる書類

　　　クレジットカ－ド決済の完了通知を印刷したもの、もしくは、コンビニ決済の領収書

　　　を貼付した台紙（web出願サイトから印刷）

第１次と第２次で合計８０名

※外国の小学校在学の場合は、前もって本校へお問い合わせください。

※お支払いは「クレジットカード決済」と「コンビニ決済」のいずれかとなります。

　お手続きの際にはそれぞれ手数料が発生いたしますので、 ご了承ください。

※検定料・手数料は、 受験の有無にかかわらず、 返金いたしませんのでご了承ください。

出願書類の受付期間　　同上

　　※本校事務室窓口に直接持参する場合は、平日は午前９時～午後４時まで、

　　　土曜日は午前９時～正午まで。

　　※郵送の場合は、レターパックライトを使用してください。１２月１０日（土）

　　　の消印有効とします。



第１次入学試験日程

令和５年１月８日（日）

までに試験会場に集合し、着席していること。

　　　※　合否判定においては、まず以下のように判定得点を算出します。

　　　　　a）４科目受験者は、以下の点数のうち、いずれか高いものを判定得点とします。

　　　　　　  ①　国語・算数・理科・社会の合計点数

　　　　　　  ②　国語・算数・理科の合計得点を５分の６倍した点数

　　　　　b）３科目受験者は、国語・算数・理科の合計得点を５分の６倍した点数を判定

　　　　　　 得点とします。

　　　　　判定得点の高い受験者から合格者を選抜していきます。

　　　※　自宅通学生を対象とした「専願制度」について

　　　　　専願制度は、自宅通学生を対象とし、合格した場合には入学を確約することが

　　　　　条件となる制度です。この制度を利用して出願すると、以下の条件を満たせば

　　　　　合格となります。

　　　　　a）４科目受験者は、国語・算数・理科・社会の300点満点中、150点以上

　　　　　b）３科目受験者は、国語・算数・理科の250点満点中、125点以上

７．科目選択

　　　　受験科目は、

　　　　　a）国語・算数・理科・社会　 の４科目

　　　　　b）国語・算数・理科　　　　 の３科目

　　　の選択制となっています。出願時の入力該当欄で必ず選択してください。

第１次入学試験会場

　①函　館　…　函館ラ・サール高等学校校舎（函館市日吉町 1-12-1）

　②札　幌　…　北海道経済センター（札幌市中央区北 1条西 2丁目）

　③東　京　…　ＴＯＣ有明（東京都江東区有明 3-5-7）

　④大　阪　…　マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋 2-5）

　⑤名古屋　…　ミッドランドスクエア5階ミッドランドホール（名古屋市中村区名駅 4-7-1）

　※下見は函館会場のみ、前日の午後２時～４時まで。他会場の下見はできません。



令和５年１月１１日（水）～令和５年１月１６日（月）

（第１次合格者）

１ 水

令和５年１月１０日（火）１６：００頃を予定

※時計は計算・単語帳などの機能付きは持ち込み禁止。時報音は停止すること。

※会場内に時計がない場合がありますので、必要に応じて腕時計等をご持参ください。

※スマートフォン・携帯電話などは持ち込み禁止。

※服装は自由ですが、保護者の判断で、受験に相応しくないものは避けてください。

※飲食物の会場内への持ち込みは認めますが、試験中の飲食は禁止です。

※万一の体調不良などに備えるため、できるだけ保護者の付き添いをお願いします。

※遅刻は試験開始後３０分まで認めます。

新型コロナウイルス感染症等への対応については、学校ホームぺ－ジでご案内しま

すので、出願前および入学試験日まで随時、最新情報をご確認ください。

※電話での問合わせには一切応じられません。

※第１次入試合格者で希望する方には入試成績（各教科の点数と順位）を通知します。

※また、第１次入試では合格ボーダーライン未満の数十名（合格者数の１０％）の

　受験者にも希望があれば入試成績を開示します。



令和５年度　函館ラ・サール中学校　第２次入学試験要項

第１次と第２次で合計８０名

令和５年３月小学校卒業見込みの男子。

３． 出願受付期間

　　　web による出願期間　令和５年１月１７日 （火） 午前９時から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年１月２１日 （土） 正午まで

　　　出願書類の受付期間　同上

　　　　　※本校事務室窓口に直接持参する場合は、 平日は午前９時～午後４時まで、 

　　　　　　土曜日は午前９時～正午まで。

　　　　　※郵送の場合は、 レターパックライトを使用してください。 １月２１日 （土）

　　　　　　の消印有効とします。

※第１次入試受験者（「専願」を希望した受験者を除く）は検定料不要です。

（お寄せいただいた個人情報は、法令に基づき適正に扱いますのでご安心ください）出願方法

※第１次入試の受験者が再出願することもできます。

※外国の小学校在学の場合は、前もって本校へお問い合わせください。

５

　インターネット上でのweb出願となります。出願受付期間が近づきましたら

本校ホームページ（https://www/h-lasalle.ed.jp/）で詳細をご案内いたしま

すので、そちらをご覧いただき、画面上の指示に従って出願手続きを進めてください。

　なお、webでの手続き後に検定料・手数料をお支払いいただき（クレジットカード

決済かコンビニ決済）、 その後、 以下の書類３点を郵送（レタ－パックライト）、 もしくは

持参していただくことになります。

　①　入学願書（志願票・写真票）

　　　web 出願サイトより印刷していただきます。写真票にはカラー縦４㎝×横３㎝で、

　　　最近３か月以内に撮影した顔写真（２か所）を貼付してください。

　②　通知表のコピー

　　　小学校６年生の１学期もしくは前期のもののみ、表紙を含めすべての面のコピー

　　  （Ａ４サイズ、縮小・両面印刷可）

　③　検定料の支払いが確認できる書類

　　　クレジットカ－ド決済の完了通知を印刷したもの、もしくは、コンビニ決済の領収書

　　　を貼付した台紙（web出願サイトから印刷）

※お支払いは「クレジットカード決済」と「コンビニ決済」のいずれかとなります。

　お手続きの際にはそれぞれ手数料が発生いたしますので、 ご了承ください。

※検定料・手数料は、 受験の有無にかかわらず、 返金いたしませんのでご了承ください。



　　　　b）３科目受験者は、以下の点数のうち、いずれか高いものを判定得点とします。

　　　　　 ①　国語・算数・理科の合計得点を５分の６倍した点数

　　　　　 ②　国語・算数の合計得点を２分の３倍した点数

　　　　c）２科目受験者は、国語・算数の合計得点を２分の３倍した点数を判定得点とします。

　　　　　判定得点の高い受験者から合格者を選抜していきます。

　　　※自宅通学生を対象とした「専願制度」について

　　　　　専願制度は、自宅通学生を対象とし、合格した場合には入学を確約することが

　　　　　条件となる制度です。この制度を利用して出願すると、以下の条件を満たせば

　　　　　合格となります。

　　　　a）４科目受験者は、国語・算数・理科・社会の300点満点中、150点以上

　　　　b）３科目受験者は、国語・算数・理科の250点満点中、125点以上

　　　　c）２科目受験者は、国語・算数の200点満点中、100点以上

６

７． 科目選択

　　　　　受験科目は、

　　　　　　a） 国語 ・ 算数 ・ 理科 ・ 社会　　の４科目

　　　　　　b） 国語 ・ 算数 ・ 理科　　　　　　 の３科目

　　　　　　c） 国語 ・ 算数　　　　　　　　　　　の２科目

　　　　の選択制となっています。 出願時の入力該当欄で必ず選択してください。

　　　　※合否判定においては、 まず以下のように判定得点を算出します。

　　　　　　a） ４科目受験者は、 以下の点数のうち、 いずれか高いものを判定得点とします。

　　　　　　　　 ①　国語 ・ 算数 ・ 理科 ・ 社会の合計点数

　　　　　　　　 ②　国語 ・ 算数 ・ 理科の合計得点を５分の６倍した点数

　　　　　　　　 ③　国語 ・ 算数の合計得点を２分の３倍した点数

６．第２次入学試験会場

①函　 館　…　函館ラ ・ サール高等学校校舎 （函館市日吉町 1-12-1）

②東　 京　…　A P 東京八重洲 （東京都中央区京橋 1-10-7KPP 八重洲ビル 12F ・ 13F）

③大　 阪　…　梅田センタービル （大阪市北区中崎西 2 丁目 4-12）

④名古屋　…　ミッドランドスクエア 5 階ミッドランドホール （名古屋市中村区名駅 4-7-1）



令和５年２月４日（土）

令和５年２月６日（月）～ 令和５年２月１３日（月）

（第２次合格者）

詳細

令和５年２月３日（金）

第２次入学試験日程

までに試験会場に集合し、着席していること。

※時計は計算・単語帳などの機能付きは持ち込み禁止。時報音は停止すること。
※会場内に時計がない場合がありますので、必要に応じて腕時計等をご持参ください。
※スマートフォン・携帯電話などは持ち込み禁止。
※服装は自由ですが、保護者の判断で、受験に相応しくないものは避けてください。
※飲食物の会場内への持ち込みは認めますが、試験中の飲食は禁止です。
※万一の体調不良などに備えるため、できるだけ保護者の付き添いをお願いします。
※遅刻は試験開始後３０分まで認めます。

新型コロナウイルス感染症等への対応については、学校ホームぺ－ジでご案内し

ますので、出願前および入学試験日まで随時、最新情報をご確認ください。

※電話での問合わせには一切応じられません。

※第２次入試での成績開示はありません。



第１次・第２次共通

１１，０００円

３８，０００円

校納付金の合計額 　６０，６００円

〒041-8765 函館市日吉町1-12-1

TEL0138-52-0365  FAX0138-54-0365

８



１５

令和５年２月１６日（木）～ ２月２１日（火）

６０

生徒。

函館ラ・サール中学寮　入寮者募集要項　（参考…第１次・第２次共通）

（お寄せいただいた個人情報は、法令に基づき適正に扱いますのでご安心ください）

※手続期間に土、日をはさんでいます。郵便局で入寮費を振込みできる

　日が限られますのでご注意ください。

７.   入寮手続納付金（前年度の場合）

　　　（１）入寮費　１００，０００円

　　　　　　　　※函館ラ・サール高等学校進学時には別途高校寮への入寮費が必要と

　　　　　　　　　なりますことをご了承ください。

５．入寮許可について

※入寮許可のあった生徒は、この期間内に所定の手続きをしてください。

９



８．寮費および寝具リース（前年度の場合）

　　（１）寮　費　　　７３，０００円（月　額）

　　　　　寮費は年間諸経費を１２ヵ月で均等割りしたもので、季節などによる変動は

　　　　　ありません。食費（土・日を含め三食提供）、洗濯光熱水費（暖房費を含む）、

　　　　　管理経費、厚生費などがこの寮費によってまかなわれます。

　　 （２）寝具リース　５４，０００円（年額１８，０００円）

　　　　　寝具類は指定のリースを利用していただきます。入寮後３年間にわたり３回

　　　　　に分割納入できます。

受付時間　平日午前９時から午後４時

（寮事務室専用）

Ｈ　Ｐ　　http://dormitory.h-lasalle.ed.jp

Ｅメール　dormitory-jimu@h-lasalle.ed.jp
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阪急百貨店
メンズ館
阪急百貨店
メンズ館

地下出入口地下出入口
阪急グランドビル
阪急32番街
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そねざき
けいさつ
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谷町線谷町線
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駅（地上）
駅（地下）
地下鉄出口
横断歩道
陸橋

JR東海道線の高架
をくぐります。

東梅田駅東梅田駅

梅田センタービル
大阪市北区中崎西2丁目4-12
☎ 0 6 － 6 3 7 3 － 9 9 8 1

（第１次）

函館ラ・サール




