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オープンスクール

オープンスクールの参加申込みは
こちらのQRコードから！
←新陽高校入試特設サイトへ

first
10.17
第１回 second

11.28
第2回



新陽の5つの
特徴
新陽の5つの
特徴

これからの時代、自ら問題や課題に気がつき
解決していく能力が求められています。

だからこそ、全コースに探究型で学ぶ時間を
作っています。内容はコースごとの特徴に
合わせたものとなっています。

全コースで中間テスト、期末
テストを廃止しました。成績は

あなたの授業への取り組みと学びの深さを
大事に評価しています。

全国模試で自分の実力はどのくらいか、
どれくらいの位置に自分がいるのかを
把握していきます。

企業と連携したり、多様な場で活躍する人から話を聞く場など、
様々な機会を作っています。

目標を持ち、達成する方法も考えて行動し、失敗しても自分の
力で最後までやり抜ける力を手に入れられるようにサポートする
システムがあります。

特待生になれるチャンスは入学後にも
あります。高校生になってからのあなたの
頑張りをきちんと評価します。

どのコースからでも特待生になれるチャン
スがあります。

入学者全員に
ノートパソコン*を
プレゼント！*Chrome Book

全コースで
探究型の授業を
取り入れています！

新陽チャレンジトレーニングシステムで
行動につなげて
人間力も上げていく！

入学後の頑張りで
特待生になれる！！

定期テストがない！！

ICTを活用した授業を行っているので、授業で
も家庭学習でもノートパソコンを使用します。

レポートを書く機会も増える高校生だからこ
そ、学びに適したツールとしてプレゼントしてい
ます。校内には生徒専用フリーWi-Fi も完備 !



Admission Policy
アドミッションポリシー

　 今の自分の良いところ・悪いところを知っている。

　 自分を変えて、成長していく気持ちを持っている。

　 夢をみつけるために、高校でやりたいことがある。

新陽高校
は

こんな生
徒を

求めます
！



特進コース特進コース
グローバル社会の今、国内外で活躍
する人を目指します。北大をはじめ、
難関国公立大学を目指します !
今より一つ上のレベルを目指して、
難関大合格が目標 !

人生を思うままにクリエイトできる
人として課題発見能力、解決能力、
協働する力を高め、イノベーション
を起こして新しい価値を創造する人
を目指します。

進学コース進学コース
高い人間力をもち、世界に柔軟に対応
していける人を目指します。言語コ
ミュニケーションに特化したカリキュラ
ムで国公立・私立大学へのAO入試で
の合格が目標!

「まちじゅう」が教室！学校を飛び出し
て地域での課題や経験から学び、北海
道を支える核となる人を目指します。
１人１人の強みを伸ばし、それを活かした
多様な進路を実現 !

探究コース探究コース 総合コース総合コース

4つのコース4つのコース

新陽パスポート制度について新陽パスポート制度について

パスポート認定までの流れ

「新陽パスポート制度」とは一回の試験だけでなく、「長いスパンであなたの頑張りを評価する制度」です。
新陽高校を第一志望校として、説明会やコースごとに行われる「新陽パスポートセミナー」に参加し、課
題に取り組んで行きます。パスポートが認定されると、単願入試時の評価が有利に ! 内申ランク、欠席日
数は関係なし! 今のあなたのやる気と行動が合格に繋がります !

Shinyo Passport

新陽パスポート
制度セミナーに参加

パスポート認定

12/1
認定日

step.
新陽パスポート
制度エントリー
（申請）

step.

イベント毎に
課題提出

step. step.



clear

clear

単願入試単願入試
親子面接・課題

試験内容

一般入試一般入試 面接・課題試験内容

合格基準

国+数+英

103教科
合計

新陽内申

内申ランク

D

内申点の条件はありませんが、調査書は参考にします。ペーパーテストは行いません。
面接と課題の評価上位者から合格します。

単願入試は新陽独自の内申点（新陽内申）を使って評価します！

・パスポート認定者は課題免除

課題免除について

・パスポート認定者は上記の基準を全て満たしているものとみなす。（入試の課題も免除）

課題免除について

特進コース

※中３の出願時の９教科の成績に１がないこと。

国+英

72教科
合計

新陽内申

内申ランク

E

進学コース

※中３の出願時の９教科の成績に１がないこと。

社+理の成績

5
新陽内申

以上

内申ランク

H

総合コース

※中３の出願時の９教科の成績に１がないこと。

または

または または

または

５教科
（国数社理英）のうち

4いずれかの
成績が

新陽内申

以上

９教科
（全教科）のうち

5いずれかの
成績が

新陽内申

内申ランク

H

探究コース

※中３の出願時の９教科の成績に１があっても可。
※探求コースは1月単願入試でのみの募集になります。

※ 新陽内申は願書出願時の成績を利用して計算する。　※ 中３の願書提出時までの欠席が合計１０日以内。
※ 新陽内申か通常内申のどちらかを満たすことが合格の目安。

以上

新陽内申って？新陽内申って？ １・２年の成績は使わず、中３の出願時の成績のみを使用します。
※探究コース以外は９教科に１が無いことを条件に加えます。

今からでも頑張ることによって
チャンスがあります！

clear3
国語

4
数学

4
英語＋ ＋ = 合計11例えば

clear3
国語

3
数学

5
英語＋ ＋ = 合計11例えば

=3
国語

3
英語＋ 合計6例えば

=2
国語

4
英語＋ 合計6例えば

以上



8/22第1回新陽ミライ会議

9/12100% 新陽100%フェス

9/26第2回新陽ミライ会議

10/10新陽パスポートセミナー①

一般入試

2021年新陽高校入試の流れ2021年新陽高校入試の流れ

単願入試

10/17

11/14

11/28

12/1

12/5

20211/19     ~2/2ネット出願受付

試験日

合格発表日

新陽パスポートの認定日

第1回オープンスクール

オンライン接続確認日

中学校への提出

願書提出締切

入学手続き

第2回オープンスクール

新陽パスポートセミナー②

第3回新陽ミライ会議

オープンスクール・ミライ会議の
参加申込みはこちらのQRコードから！

新陽高校入試特設サイトへ↓

各中学校で指定された日までに、
印刷した入学志願書一式を提出

各中学校で指定された日までに、
印刷した入学志願書一式を提出

※ 土曜日・日曜日は受け付けません。
※ 手続未完了の場合は合格を取り消します。

※ 受験生マイページから合否を
　 ご確認ください

2/3     ~2/9 受付時間
9:00~16:00 3/2     ~3/23 受付時間

9:00~16:00 

20211/20    ~2/4 願書合同受付日

202012/10     ~20211/18

202012/24    ~20211/19

1/23

2/2 10:00

2/19

2/26 10:00

※ 中学校で取りまとめた出願書類を
　 本校へご提出いただく締切日です。

1/22 15:00~16:00 2/18 15:00~16:00 
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