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募 集 定 員 170名（普通科・男女共学） 

出 願 資 格 
2023年 3月に中学校卒業見込みの者で、保護者と同居している者。 
※やむを得ない理由で保護者との同居が不可能な場合には、通学可能な地域に成年者で独立
の生計を営み、親権者と同等の責任を持つ者との同居を条件とします。 

出 願 期 間 

出 願 期 間：2023年 1月 25日（水）00：00～2月 5日（日）23:59 
出願書類提出期間：2023年 1月 25日（水）～2月 6日（月）消印有効 
※提出書類はインターネット出願後、期間内に本校宛に簡易書留でご郵送ください。 
併願優遇の方が、本校の出願期限前に国公立高校の推薦入試に合格した場合には、本校への出
願は不要です。 

出 願 方 法 

【インターネット出願】 
インターネット出願となります。パソコンやスマートフォンで期間中いつでも、どこでも出願
できます。インターネット出願サイトには、本校ＨＰよりお進みください。出願手続きの流れ
については、本校ＨＰをご確認ください。 
インターネット環境がなく、出願が困難な方はお電話（TEL.03-3448-4011）でお問い合わせく
ださい。 
 

電話受付時間：（平日）9:00～16:00（土曜）9:00～13:00 
【日・祝および年末年始 12/29～1/5は休業です。】 

 
出願期間前の 2022年 12月 20日（火）より志願者情報を入力することが可能です。 
※入学手続き時に「(財)東京都私学財団の入学支度金」の利用を希望される方は、出願サイ 
 ト内の「(財)東京都私学財団の入学支度金希望者」のチェック欄に必ずチェックを入れてく 
 ださい。 
【出願書類の提出】 
①入学検定料納入後、受験票・志願票・宛名ラベル（A4サイズ 1 枚）をインターネット出願 
 サイトより印刷してください。 
②①を切り取り、志願票・調査書・延納願（必要な方のみ）を封入し、封筒に宛名ラベル 
 （バーコード付）を貼付してください。 
③出願書類提出期間内に本校に簡易書留で郵送してください。 
④本校にて提出書類確認後、書類到着のメールが登録のアドレスに送信されますので、ご家庭
で「調査書受領書」を印刷し、所属の中学校へ提出してください。 

【注意事項】 
①顔写真は、最近 3ヶ月以内に撮影したデータ（スマートフォン等での撮影可）をアップロー
ドしてください。 

※顔写真は上半身、正面脱帽（マスクを外してください）、背景なし、カラー・白黒どちらも
可です。眼鏡を常用している場合はかけて撮影してください。ピントが合っていないもの
や、眼鏡の縁や前髪などで顔の一部分が隠れてしまうことで、人物を特定できないものは不
可です。 

②受験票はインターネット出願サイトより印刷し、試験当日にご持参ください。 
 受験票は入学検定料納入後に印刷可能となります。 
③入学検定料納入後は、出願内容の変更はできません。 
④一度納入された入学検定料は返金いたしません。 

提 出 書 類 

①志願票 
②調査書（東京私立中学高等学校協会 標準様式） 
③延納願（本校書式 必要な方のみ） 
※志願票はインターネット出願サイトより印刷してください。 
※調査書は本校ＨＰまたは東京都私立中学高等学校協会ＨＰよりダウンロードし、中学校で 
 記入及び学校長印（公印）を押印ください。 
 東京都私立中学高等学校協会ＨＰ：https://www.tokyoshigaku.com/download.html 
※国公立高校一般入学試験受験者で、入学手続きの延期を希望する場合は、本校所定の「延納 
 願」を本校ＨＰよりダウンロードし、中学校で記入及び学校長印（公印）を押印の上、出願 
 時にご提出いただくか、2023年 2月 13日（月）9:00～12:00に本校窓口へご持参ください。 

入学検定料 
25,000円（クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関 ATM、ペイジー
対応ネットバンキングをご利用ください。）※別途手数料が発生します。 

https://www.tokyoshigaku.com/download.html


試 験 日 時 

2023年 2月 10日（金）【開門】7:30 
【筆記試験】 
 国語：8：40～9:30（50分）数学：9:50～10:40（50分）英語：11:00～11:50（50分） 
【昼 食】11:50～12:30 
【面接試験】12:30～15:30（予定） 
 ※面接試験終了後は面接のグループごとに流れ解散となります。 
【会 場】東海大学付属高輪台高等学校（東京都港区高輪 2-2-16） 

試 験 内 容 ①筆記試験 ②面接試験（グループ面接） 

選 抜 方 法 上記試験および調査書との総合得点方式 

合 否 発 表 
・ 

入 学 手 続 

2023年 2月 11日（土）10：00～2月 13日（月）16:00 
【合否発表】 
合否発表専用サイトにて上記期間内に合否をご確認ください。 
合否に関するお問い合わせは、一切お受けできません。 
※合否発表専用サイトには、本校ＨＰよりお進みください。 
【入学手続】 
合否発表専用サイトにて合否を確認後、上記期間内に入学手続き専用サイトにて入学手続金
380,000円（入学金+施設費）を納入してください。納入方法は、クレジットカード、ペイジー
対応金融機関 ATM、ペイジー対応ネットバンキングをご利用ください。お支払いには別途手数
料が発生します。 
※入学手続き専用サイトには、合否発表専用サイトよりお進みください。 
入学手続金の完納をもって入学手続完了となります。 
なお、上記期間中に入学手続金未納の場合は、入学資格を失います。 
※入学手続金完納を確認後、入学許可書及び入学に伴う資料一式を出願時の住所へ送付いた
します。 
【注意事項】 
出願時に「延納願」を提出されている方については、入学金の一部（50,000 円）を納入すれ
ば、本校が定める日の午後 4時まで、入学手続きの延期を認めます。ただし、辞退されても入
学金の一部は返還いたしません。 
＜参考（延納期限）＞  
 東京都   2023年 3月 01日（水）一般入試（第一次募集及び分割前期募集） 
 神奈川県 2023年 2月 28日（火）共通選抜 
 千葉県   2023年 3月 03日（金）一般入学者選抜 
 埼玉県   2023年 3月 03日（金）一般募集 
 茨城県  2023年 3月 14日（火）共通選抜 
 その他の道府県については、本校までお問い合わせください。 

 
■評定に関する加点制度（併願優遇は対象外です） 
 対象者：本校を第 1志望とし、在籍中学校の先生を通じての『入試相談』【2022年 12月 15日（木）・16日 
     （金）実施】において認められた者 
 内 容：①「実用英語技能検定試験（英検）」、「日本漢字能力検定（漢検）」、「実用数学技能検定（数検）」 
            のいずれかで、準 2級以上を取得している者 
     ②「部活動」や「生徒会活動」等で顕著な成果を上げている者  
■併願優遇の基準 
 1.生活態度が良好な者。 
 2.学力優秀で、心身ともに健康な者。中学校内申成績〈都道府県に提出する成績一覧表の成績〉で、 
    5教科内申合計 22以上かつ全教科に「1」、「2」がないこと 
 3.中学校各学年での欠席日数が原則としてそれぞれ 10日以内であること。 
 4.在籍中学校の先生を通じての『入試相談』【2022年 12月 15日（木）・16日（金）実施】で併願優遇扱い 
  が認められた者 
 ※併願優遇による併願先は、国公立高等学校 1校のみです。  
■入試相談 
 2022年 12月 15日（木）・16日（金）に中学校の先生方と本校教員による『入試相談』が行われます。 
 推薦入試を受験する場合には、『入試相談』が必須となります。また、推薦の目安に届かない生徒であって 
 も相談することはできますので、 本校を第 1希望としている受験生は、各中学校の先生方まで申し出てく 
 ださい。 



 
■入学手続金 

項目 金額 
納付金 入学金 280,000円 

施設費 100,000円 
合計 380,000円 

 
【入学検定料・入学手続金の返金について】 
一旦納入された入学検定料、入学金等は返還いたしません。ただし、入学手続き完了後、2023年 3月 31日 
（金）15:00までに、入学辞退の理由を付した「入学辞退届」を提出して、入学を辞退した場合（郵送の場 
合は 3月 31日消印有効）には、入学金を除く既納の入学時納付金（施設費）を返還いたします。 
（返還にかかる振り込み手数料は返還額から差し引かせていただきます。） 

 
■学費等納入金：学費・預り金は下表のとおり、年 3回に分納、口座振替といたします。 

  ※学費等納入金については、本校の事情や社会情勢を勘案して改定することがあります。 
  ※4.6.8については初年度のみの納入となります。 
  ※行事等積立金は、校外学習費・教材費・卒業アルバム代・GTEC受験料・写真代等に充当します。 
   その際、実際にかかった費用との差額を返金、または再徴収することがあります。 

 
【(財)東京都私学財団の入学支度金】 
 都内在住者で、私立高校の第 1 学年に入学が決定した生徒のうち希望する者には、（財）東京都私学財団
から入学支度金として一人 250,000円（2022年度実績）を無利子で借りられる制度があります。 

 ※(財)東京都私学財団の入学支度金の利用を希望される方は、出願サイト内の(財)東京都私学財団の入 
  学支度金希望者のチェック欄に必ずチェックを入れてください。 
 ※(財)東京都私学財団の入学支度金を利用される方は、2023年 2月 11日（土・祝）10:00～15:00に 
  本校事務室までご来校いただき別途手続きを行う必要があります。 
 
【高等学校等就学支援金】 
 国の法律に基づく高等学校等就学支援金制度の該当者には、入学後、所得制限などの基準を満たした場合、
所定の手続きをとることにより、授業料の一部に相当する補助金が支給されます。 

（返還義務はありません）。＜参考＞2022年度支給額（年間 118,800円～384,000円） 
 
■制服採寸について 
 2023年 2月 26日（日） 
 制服採寸及び学費口座の登録を実施いたしますので、保護者同伴でお願いいたします。 
 ※当日都合が悪い方は 2023年 2月 19日（日）に制服採寸及び学費口座登録を実施いたします。 
  日程変更をご希望の方は、お電話（TEL.03-3448-4011）でご連絡ください。 
  受付時間：（平日）9:00～16:00（土）9:00～13:00 【日・祝は休業です。】 
  
■クラス分け試験について 
 2023年 3月 21日（火・祝）に実施いたします。 

項目 金額 
第 1回 
（4月） 

第 2回 
（7月） 

第 3回 
（11月） 

年間計 

 1.授業料 \32,000/月額 \128,000 \128,000 \128,000 \384,000 
 2.教育運営費 \9,500/月額 \38,000 \38,000 \38,000 \114,000 
 3.施設設備維持費 \5,000/月額 \20,000 \20,000 \20,000 \60,000 
 4.後援会入会金  \10,000/初年度 \10,000   \10,000 
 5.後援会費 \2,000/月額 \8,000 \8,000 \8,000 \24,000 
 6.部活動後援会入会金  \10,000/初年度 \10,000   \10,000 
 7.部活動後援会費 \2,000/月額 \8,000 \8,000 \8,000 \24,000 
 8.生徒会入会金 \5,500/初年度 \5,500   \5,500 
 9.生徒会費 \4,600/年額 \4,600   \4,600 
10.行事等積立金  \43,000 \11,000 \11,000 \65,000 
11.登録手数料  \660   \660 
12.振替手数料  \165 \165 \165 \495 

合計  \275,925 \213,165 \213,165 \702,255 


