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■募集要項 
●推薦入試 

試験日 1月23日(月) 

試験種別 推薦入試(単願) 

コース 全コース(探究進学・美術・フードデザイン・音楽) 

募集人員 50名 

出願資格 

① 2023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 

② 本校の教育理念に賛同し、第一志望として入学を望むもので、在学中学校

長の推薦する者 

③ 別表(次項)に定める基準を満たす者。 

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) 

受験料 いずれの入試も無償 

出願 

方法 
すべてインターネット出願  

※提出書類等の詳細は後日公開 

開始 
入力開始：2022年12月20日(火) 9:00 

出願開始：2023年1月15日(日) 9:00 

締切 1月21日(土)13:00 

選抜方法 面接試験(重視)、及び調査書 

合格発表 本校ホームページ 合格発表特設サイトにて 1月23日(月) 16:00 

 

●一般入試 

試験種別 併願優遇 第一志望優遇 一般 

試験日 2月10日(金)のみ 2月10日(金)、2月13日(月) 

コース 全コース(探究進学・美術・フードデザイン・音楽) 

募集人員 50名 

出願資格 

① 2023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 

② 第一志望優遇と併願優遇については、以下を満たす者 

【併願優遇】 

・本校第二志望の者 
(第一志望は公立・私立問わない) 

・別表(次項)に定める基準を満た

す者 

【第一志望優遇】 

・在籍中学校長または担任の第一

志望の確約を得られる者 

(所定用紙を出願時提出) 

 

出

願 

方法 すべてインターネット出願 

開始 
入力開始：2022年12月20日(火) 9:00 

出願開始：2023年1月25日(水) 9:00 

締切 
2月10日(金)入試 ：2月9日(木) 16:00 

2月13日(月)入試 ：2月13日(月) 7:00 

受験料 いずれの入試も無償 

出願時 

提出書類 

・写真票(WEB出願後印刷) 

・調査書(公立高校提出用) 

※在籍中学校からの入試相談が

必須（12月15日以降） 

・写真票(WEB出願後印刷) 

・第一志望確約書(校長または担任名) 

(HPよりダウンロード) 

・調査書(公立高校提出用) 

・写真票(WEB出願後印刷) 

・調査書(公立高校提出用) 

選抜方法 
面接試験(重視)、及び調査書 

※学力試験はありません。 

学力・面接試験(重視)、調査書 
※得点に 30点加点優遇 

学力・面接試験(重視)、調査書 

探究進学コースは3教科(国数英)判定 

その他のコースはベスト2判定(3教科受験し、上位2教科で判定) 

※探究進学コースが第一志望の場合、他コースへのスライド合格があります。 

合格発表 全て本校ホームページ 合格発表特設サイトにて試験日の16:00に発表 
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●出願手続きの方法 
 ・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。 

 ・ご家庭での出願が難しい場合は、本校での出願も可能です。個別にお問い合わせください。 

 ・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)ください。試験開始までに郵送が間に合わない

場合は、試験当日に受付にて直接ご提出ください。 

  出願書類：①＜共通＞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＜共通＞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＞推薦書(単願推薦のみ。所定の用紙を HPよりダウンロードして使用) 

④＜第一志望優遇＞第一志望確約書(第一志望優遇のみ。本校所定用紙を HPよりダウンロードして使用) 

 ※第一志望確約書は、校長または担任の名前で記載してください。 

 

本校ホームページ 

出願サイト 

 出願期間が近くなりましたら、本校ホームページにて出願サイトのバナーを設置いたし

ます。 

※12/20前後を予定 

▼   

ID(メールアドレス)登録 

 
メールアドレスは、緊急時にすぐにご確認いただけるものを登録してください。なお、

説明会に参加するなどで「mc共通 ID」をお持ちの方は、同じ ID を引き続きご利用いた

だけます。 

▼ 
 

個人情報、出願する入試日程等を入力してください。複数回受験の場合は、可能な限り

同時にご選択ください。 

なお、顔写真のアップロードは任意です。アップロードする場合は写真店等で撮影した

受験生の顔写真データをアップロードしてください。(デジタルカメラ・スマートフォンで

個人撮影した写真も可)アップロードしない場合は、受験票印刷後に受験票・写真票に

受験生の写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）を貼付してください。 

（無背景・無帽・カラー ３か月以内に撮影したものに限る） 

顔写真アップロード(任意) 

および 出願情報入力 

2022年12月20日(火)9:00~ 

 

▼  

出願 

および 受験票等印刷 

(推薦)2023年1月15日(日)～ 

(一般/優遇)2023年1月25日(水)～ 

 
完了メールが届くと、出願サイトのマイページから受験票の印刷(推薦入試 1/15～、一

般入試 1/25～)が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してくださ

い。(A４サイズ ヨコ 白い紙) 

▼   

出願書類提出 

(郵送または窓口持参) 

 
出願書類(①、②および必要に応じて③、④)は、A４サイズ封筒(角２)封筒に入れて、

受験票と一緒に印刷される「宛名票」を貼り、「簡易書留」で試験開始までに郵送または

窓口に提出してください。 

▼   

調査書受領通知 

 
出願書類が本校に到着次第、登録したメールアドレスに通知を送信します。メール通

知をもって調査書の受領としますので、そのメール画面を印刷して学校に提出してくだ

さい。 

▼   

入試当日 
 

受験票をお持ちの上、来校してください。 
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●推薦・併願優遇基準 
試験種別 試験日 探究進学 美術 フードデザイン・音楽 

推薦入試 

(単願) 

1月23日 

(月) 

・9科に1がない 

・下記のいずれかを満たす 

3科9以上 

5科16以上(加点1まで) 

9科30以上(加点3まで) 

・9科に1がない 

・下記を満たす 

9科28以上(加点4まで) 

・9科に1がない 

・下記を満たす 

9科27以上(加点4まで) 

併願優遇 
2月10日 

(金) 

・9科に1がない 

・下記のいずれかを満たす。 

3科10以上 

5科18以上(加点2まで) 

9科32以上(加点4まで) 

・9科に1がない 

・下記を満たす 

9科30以上(加点4まで) 

・9科に1がない 

・下記を満たす 

9科29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 1/23(月) 2/10(金) 2/13(月) 

試験種類 
推薦入試 

(単願) 

一般入試Ⅰ 

(併願優遇) 

一般入試Ⅰ 

(第一志望優遇/一般) 

一般入試Ⅱ 

(第一志望優遇/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・フードデザイン

は上位2科で判定 

国・数・英 

面接(受験生のみ) 

※美術・音楽・フードデザイン

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8:00～ 

点呼8:30 

面接8:50〜 

受付8:00～ 

点呼8:30 

国語8:50～9:40 

数学9:55～10:45 

英語11:00～11:50 

面接12:00~ 

受付8:00～ 

点呼8:30 

国語8:50～9:40 

数学9:55～10:45 

英語11:00～11:50 

面接12:00~ 

持ち物 受験票 受験票 受験票・筆記用具 

※上履きは不要です。校内には保護者控室をご用意しております。 
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■入学手続きについて 

手続方法 

合格発表のページに表示される入学金決済のサイトにアクセスし、期日までに「入学金(300,000 円)」

を納入してください。 

・クレジットカード決済、または金融機関 ATM（ペイジー）で納入してください。納入後、支払い完了

メールが届いたら、入学手続きが完了となります。 

・お支払いには、別途手数料がかかります。予めご了承ください。 

・納入期間を過ぎると、手続きが一切できなくなります。期間内に入学手続金を納付しない場合は、入学

を辞退したものとみなします。 

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

・入学手続きに要する費用をお支払いいただいた方へは、本校で確認後、１週間程度で書類をレターパッ

クで郵送いたします。書類は、新入生集会の際にお持ちください。 

入学 

手続日 

試験名称 試験日 手続(納付)締め切り日 

推薦入試 1月23日(月) 1月25日(水) 

一般Ⅰ 

併願優遇 

2月10日(金) 
3月2日(木)※  

第一志望優遇 
2月12日(日) 

一般 

一般Ⅱ 

(第一志望優遇/一般) 
2月13日(月) 2月15日(水) 

新入生 

集会 
3月11日(土) 14:00(入学に関わる説明、新入生ワークを行います) 

※東京都外で併願優遇を利用する場合は、該当の都道府県の公立高等学校合格発表(一次募集)の翌日まで延期が可能です。

出願時に個別にお問い合わせください。 

 

■学費について ※2022年度実績。学費は社会情勢等に応じて変更する場合があります。 

① 手続き時に要する費用  ③毎月要する費用(1年時)  

１．入学金(手続時) 300,000円  １．授業料 45,000円 
合計 300,000円  ２．教育充実費 13,000円 

②上記の他に要する費用   ３．施設費 10,000円 
■後援会入会金(入学時のみ) 5,000円  ４．教育活動費①(旅行積立) 8,000円 
■制服 100,000円  ５．教育活動費②(ICT)※ 9,000円 

(必須購入品の概算。男女や選択品によって差有)  ６．後援会費 5,000円 
   ７．生徒会費 600円 

   合計 90,600円 
※教育充実費には、副教材代を含みます。 

※教育活動費②(ICT)は、2年時より2,500円/月となります。 

・上記とは別に、コース別に別途費用がかかります(以下概算。変更の場合があります)。 

 美術コース 音楽コース フードデザインコース 

1年 ¥ 30,000 ¥ 10,000 ¥ 25,000 

2年 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 40,000 

3年 ¥ 10,000 ¥ 10,000 ¥ 30,000 

合計 ¥ 50,000 ¥ 30,000 ¥ 95,000 

内訳 
画材購入費、 

展覧会等観賞費 等 

コンサート鑑賞・観劇等の 

課外活動費 等 

エプロン、キャスケット、食材費  

和食検定検定料 等 

・年収目安約910万円未満の場合には、国と東京都から年46万9,000円(上限)が補助されます。また、本校独自の入学支度金

貸付制度があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

■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。 


