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■募集要項 
 

試験日 1/22(金) 2/10(水) 2/11(祝・木) 2/13(土) 

試験種類 オンリーワン推薦  

(単願) 

推薦入試 

(単願) 

一般入試Ⅰ 

(併願／一般 ) 

一般入試Ⅱ 

(一般) 

一般入試Ⅲ 

(一般) 

募集人員 5名 45名 50名 

コース 美術・音楽・スポーツ 
美術・音楽・スポーツ・クッキング 

特進文系・特進医療理系  

美術・音楽・スポーツ・クッキング  

特進文系・特進医療理系  

美術・音楽・スポーツ・クッキング  

特進文系・特進医療理系  

美術・音楽・スポーツ・クッキング  

特進文系・特進医療理系  

出願資格 
2021年 3月中学校卒業見込みの男女、保護者のもとから通学できる者 

※一般入学試験(一般)は 2020年 3月中学校卒業の男女も出願可 

提出書類 

・写真票(WEB出願後印刷できます) 

・推薦書(HPよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 

・調査書(公立高校提出用) 

・活動実績を証する資料(ｵﾝﾘｰﾜﾝ推薦のみ) 

・写真票(WEB出願後印刷できます) 

・調査書(公立高校提出用) 

受験料 
コロナ禍時期に対応した本学園の特別経済支援策として、今年度に実施される全ての入学者選抜を対象に、受験料

20,000円を無償化いたしました。 

出願期間 
1月15日(金) 

9:00～1月21日(木)16:00 

1月25日(月)9:00～ 

2月9日(火)16:00 

1月25日(月)9:00～ 

2月10日(水)16:00 

1月25日(月)9:00～ 

2月 12日(金)16:00 

出願方法 Web(インターネット)出願 

選抜方法 面接試験、及び調査書 
学力・面接試験、 

及び調査書 

学力・面接試験、 

及び調査書 

学力・面接試験、 

及び調査書 

合格発表 
(全てWEB) 

1/22(金) 

15:00～16:00 

2/11(祝・木) 

9:00～10:00 

2/11(祝・木) 

16:00～17:00 

2/13(土) 

16:00～17:00 

書類受け取り 

手続き期限  

1/23(土)～26(火) 

※日曜日を除く 

9:00～16:00 

延納は不可 

2/11(祝・木)～13(土) 

9:00～16:00 
※併願受験の場合は手

続きにより併願校(公

立・私立)の合格発表

日の翌日16：00まで 

※公立は、一次試験の

合格発表日の翌日

16:00まで 

2/12(金)～15(月) 

※日曜日を除く 

9:00～16:00 

延納は不可 

2/15(月)～17(水) 

9:00～16:00 

延納は不可 

・入学手続きは、上記の期日内に次頁にあります「納入金 ①入学手続きに要する費用」の金額を金融機関に振り込み、

「振込金受付証明書」(学校提出用)を学園法人事務局に提出するか、学園法人事務局に直接、現金でお支払いくださ

い(必要事項を記入した振込依頼書をお持ちください)。 

・期日内に手続きがない場合は、入学許可が取り消しになります。 

基準 

基本的生活習慣が身についている者 
・中学校長が推薦する者 

・本校第一志望の者。 

・本校の教育理念に賛同

できる者。 

・スポーツ・文化活動に

実績があり、入学後も

活動を継続する者。 

・9科中に評定1がない

こと。 

・中学校長が推薦する者 

・本校第一志望の者。 

・本校の教育理念に賛同

できる者。 

・9科中に評定1がない

こと。 

＜美・音・ス・ク＞ 

9科27以上(加点4まで) 

＜特進＞ 

※下記のいずれかを満

たす。 

3科10以上 

5科17以上(加点2まで) 

9科31以上(加点4まで) 

【併願優遇のみ】 

・本校第二志望の者。 

・9科中に評定1がない

こと。 

＜美・音・ス・ク＞ 

9科29以上(加点4まで) 

＜特進＞ 

※下記のいずれかを満

たす。 

3科11以上 

5科19以上(加点2まで) 

9科33以上(加点4まで) 

 

  

 

※成績基準は中学 3年生の 1学期、2学期または前期、後期のいずれかに該当すること。成績が出ていない場合は個別にご相

談ください。 

※都外生の併願推薦入学試験については個別にお問い合わせください。 

※帰国生入試制度があります。詳しくは本校までお問い合わせいただくか、本校HPをご覧ください。 

  



■加点制度 
 

中学校生活や学校活動の中で努力したことや、良好な結果を出している場合、内申点に加点して優遇します。 

加
点
内
容 

各種検定(英検・漢検・数検など) 2級＋3、準2級＋2、3級＋1 

委員会活動・クラブ活動など リーダー、サブリーダー、3か年継続 各＋1 

生徒会活動 役員＋2 

大会出場・出展 関東大会＋3、都大会＋2、区大会＋1 

学校行事、ボランティア活動など、中学校の先生が推

薦できる活動 
各＋1 

その他＋１ 
1 か年皆勤、精勤(3 日以内)など。上記にならい評価します。

ご相談ください。 

 

■試験当日について 
 

試験日 1/22(金) 2/10(水) 2/11(祝・木) 2/13(土) 

試験種類 
オンリーワン推薦 

(単願) 

推薦入試 

(単願) 

一般入試Ⅰ 

(併願／一般) 

一般入試Ⅱ 

(一般) 

一般入試Ⅲ 

(一般) 

試験内容 面接(受験生のみ) 面接(受験生のみ) 

国・数・英 

面接(受験生のみ) 

※美術・音楽・スポーツ・

クッキングは上位 2

科で判定 

国・数・英 

面接(受験生のみ) 

※美術・音楽・スポーツ・

クッキングは上位 2

科で判定 

国・数・英 

面接(受験生のみ) 

※美術・音楽・スポーツ・

クッキングは上位 2

科で判定 

時間割 

受付8:30～ 

点呼8:50 

面接9:00～ 

受付8:30～ 

点呼8:50 

面接9:00～ 

受付8:15～ 

点呼8:45 

国語9:00～9:50 

数学10:10～11:00 

英語11:20～12:10 

(昼食) 

面接13:00～ 

受付8:15～ 

点呼8:45 

国語9:00～9:50 

数学10:10～11:00 

英語11:20～12:10 

(昼食) 

面接13:00～ 

受付8:15～ 

点呼8:45 

国語9:00～9:50 

数学10:10～11:00 

英語11:20～12:10 

(昼食) 

面接13:00～ 

持ち物 受験票・筆記用具 受験票・筆記用具・昼食 

※上履きは不要です。 

 

■納入金 ※2020年度のもの。状況に応じ変動することがあります。 
 

①入学手続きに要する費用 

入学金 300,000円 

教育充実費 180,000円 

合計 480,000円 

 

③上記のほかに要する費用 

後援会入会金 (入学時のみ ) 2,000円 

タブレット購入費 約70,000円 

・教育充実費は1年次のみ入学時一括徴収しますが、2・3年次は月額10,000円で毎月要する費用になります。 

・上記とは別に、コース別に別途費用がかかります。 

・年収目安約 910 万円未満の場合に年 46 万 1,000 円が軽減される(就学支援金＋授業料軽減助成金)など、私立学校には学費

負担軽減制度があります。 

・納入した費用のうち、入学金については理由のいかんに関わらず返却できません。 

 

■入学金の軽減 
 

本学園の卒業生の子・孫および兄弟・姉妹、在学生の兄弟・姉妹が本校に入学するときには、入学金 300,000 円

の 30％を軽減します。 
※親権者が暴力団や社会運動標榜ゴロなどの反社会的勢力に属する場合、受験をお断りさせていただきます。万一、受験後や

入学後に当該事実が判明・発生するなどした場合には、合格(入学)を取り消すことになりますので、ご注意ください。 

②毎月要する費用 

授業料 42,000円 

施設・冷暖房費 8,000円 

教育活動費 8,000円 

生徒活動費 600円 

後援会費 3,000円 

合計 61,600円 
 



■出願上の注意 
➢ インターネット出願と出願書類について 
 ・平日・土日・祝日24時間、ご自宅で出願手続きができます。 

 ・今年度、受験料は無料となりますので、出願に際してのお支払いは不要です。 

・システムに関するお問合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください。(24時間対応) 

  ※募集要項内容に関するお問合せは、本校へ受付時間内(9時～16時)にご連絡ください。 

 ・インターネットで出願後、以下の出願書類を本校宛てにご郵送(簡易書留)または上記受付時間内に窓口にご持参ください。 

(出願期間締め切り日必着) 

  出願書類：①写真票(出願後に印刷可能となります。受験票は当日ご持参ください) 

②調査書(公立高校提出用、複数回出願する場合は初回出願時のみで構いません) 

③推薦書(オンリーワン推薦・単願推薦のみ。本校所定の用紙を本校 HPよりダウンロードして使用) 

④活動実績を証する資料(オンリーワン推薦のみ) 

 

➢ 出願手続きの方法 

 

➢ 延納手続きについて ※併願優遇対象者のみ 

・併願優遇にて一般入試を受けた場合、手続きにより併願校の合格発表日の翌日 16:00まで延納が可能です。 

・併願校は公立・私立どちらでも可能です。 

・都立推薦入試合格などにより、併願受験が不要になった場合、その旨を学校からご連絡ください。 

・延納希望者は、合格発表時にお渡しする合格証と同封の「入学手続き延納願」を提出してください。 

・「入学手続き延納願」には、「併願校名、受験番号、発表日」を記入して捺印し、併願校の「受験票」と一緒に提出してくだ

さい。(受験票は確認後、その場でお戻しいたします) 

・何らかの理由で受験票を提出できない場合には、その旨を申し出てください。 

 

学校法人新渡戸文化学園 

新渡戸文化高等学校 

 

〒164-8638東京都中野区本町 6-38-1 

Tel:03-3381-0408 Fax:03-3381-0508 

https://www.nitobebunka.ed.jp/high/ 
 

tel:03-3381-0408

