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学校見学会・入試説明会・個別相談会のお知らせ

・�ホームページ、受験雑誌等だけではなく本学園の教育方針・学園生活等をご理解いただ

くために、下記の日程で、学校見学会・入試説明会・個別相談会を実施いたします。是非、

ご参加ください。

①� 学校見学会

　　・９月２７日（日）　１０：００〜約１時間

　　・１０月１０日（土）１４：００〜約１時間

　　・１０月２５日（日）１０：００〜約１時間

　　・�教育方針・学園生活を中心とした学園紹介・入試に関して説明いたします。

　　　終了後に個別相談も実施いたします。

②� 入試説明会

　　１４：００〜約１時間　（予約が必要です：ホームページ・TEL）

　　・１１月７日（土）・１１月２８日（土）・１２月５日（土）

　　・�教育方針・学園生活を中心とした学園紹介終了後、入試に関して詳しく説明いたします。

　　　全体会終了後に希望者対象の個別相談も実施いたします。

　　・�全体会終了後、スポーツクラス希望者対象の各クラブ顧問との個別面談もござい�

ます。（対象クラブ、柔道部・剣道部・野球部・サッカー部・バスケットボール部）

③� 個別相談会

　　９：００〜１４：００　（時間の予約が必要です：ホームページ・TEL）

　　・１１月２９日（日）・１２月６日（日）・１２月１２日（土）・１月９日（土）

　　・�受験生の成績を参考として、受験について最終面談になります。ご遠慮なく上記�

日程の希望時間（約２０分位）を予約してください。

④� その他

　　・�上記日程で参加ができない場合は、ホームページ又はTELで申込みしてください。�

入試担当者が、日時のご連絡をさせていただきます。

注意事項
１．上履きは不要です。

２．�説明会当日は校内見学ができます。但し、授業は終了しておりますので、授業見学ご希

望の方は改めてご連絡ください。

３．�今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、上記内容の変更等がございますので、
必ずホームページまたは、直接お電話でご確認ください。



推薦入試（A推薦〔単願〕・B推薦〔併願〕）
募集人員 普通科（男子）１２５名

出願資格

① 心身ともに健全で勉学及び学校行事に参加できる令和３年３月に中学校を卒業見込み
の者

②出身中学校長が推薦する者
③本学園の教育方針に理解賛同する者
④本学園が定める基準を満たしている者

出願期間 令和３年１月１５日（金）・１６日（土）９：００～１５：００　窓口持参

出願書類

①推薦入学願書 （本学園所定用紙）・写真４㎝×３㎝２枚貼付
②推薦書 （本学園所定用紙）
③調査書 （公立用）
④自己PR用紙
⑤検定料 ２０，０００円（検定料振込証明書を入学願書に貼付）
⑥３８４円分の切手 （出願時に返信用封筒をお渡しいたします）
＊ 一度提出された出願書類や納入済みの検定料は、いかなる理由があっても返還いたし

ません。

試験日 令和３年１月２２日（金）　　８時開門・８時３０分集合・９時試験開始

選抜方法 書類審査・面接（個人）

合格発表 令和３年１月２３日（土）　　郵送にて通知

入学手続

合格者は、合格心得に従って、１月２６日（火）・２７日（水）の１０時～１５時に手続き
を完了してください。
B推薦受験者は入学手続の延期を申請した者に限り、国公立高校第１次発表の翌日の１５
時まで入学手続きの延期を認めます。

*注意事項
 ①推薦入試の基準は下記の通りです。(内申は３年生の１学期末または２学期末・前期の期末または後期の中間）
 　・A推薦：３教科（英+国・数・理・社より２つ）９以上・５教科１５以上・９教科２５以上
 　・B推薦：３教科（英+国・数・理・社より２つ）１０以上・５教科１６以上・９教科２７以上

 ②上記入試は、下記１・２・３から内申にA推薦：最大２ポイント、B推薦：最大１ポイント加点します。
 　１．生徒会役員・クラス委員・クラブ活動・ボランティア活動経験者
 　２．学校見学会・入試説明会・個別相談会への本人参加
 　３．各種検定３級以上

 ③３年間欠席２０日以内・９教科に「１」がないこと。

 ④B推薦は、東京都・神奈川県の公立中学校に在籍する者は対象外です。

 ⑤スポーツ推薦（柔道・剣道・野球・サッカー・バスケットボール）
 　・ 本学園が第一志望で、３年間当該種目を続ける意志があり、事前に行う実技テストを受験し三者面談を経て

各クラブ顧問が認めた令和３年３月卒業見込みの者

 ⑥インフルエンザ等の学校感染症対応として、中学校の先生と連絡をとり日程を変更し試験を実施いたします。
 　また、他の諸事情におきましてもご相談ください。

 ⑦今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、上記記載内容を変更して実施する場合もあります。



一般入試
募集人員 普通科（男子）１２５名

出願資格

① 心身ともに健全で勉学及び学校行事に参加できる令和３年３月に中学校を卒業見込み
の者

②本学園の教育方針に理解賛同する者
③本学園が定める基準を満たしている者（併願優遇は公私可）
④令和２年３月に卒業した者

出願期間 令和３年１月２５日（月）～２月５日（金）９：００～１５：００　窓口持参（日曜日は除く）

出願書類

①一般入学願書 （本学園所定用紙）・写真４㎝×３㎝２枚貼付 
②調査書 （公立用）
③自己PR用紙
④検定料 ２０，０００円（検定料振込証明書を入学願書に貼付）
⑤３８４円分の切手（出願時に返信用封筒をお渡しいたします）
＊ 一度提出された出願書類や納入済みの検定料は、いかなる理由があっても返還いたし

ません。

試験日 令和３年２月１１日（祝・木）　８時開門・８時３０分集合・９時試験開始

選抜方法
学科試験（英語５０分・１００点+国語・数学・理科・社会より２教科当日選択６０分・
各５０点）
面接（個人）

合格発表 令和３年２月１３日（土）　　　郵送にて通知

入学手続

合格者は、合格心得に従って、２月１５日（月）・１６日（火）の１０時～１５時までに手
続きを完了してください。
入学手続の延期を申請した者に限り国公立高校第１次発表の翌日の１５時まで入学手続
きの延期を認めます。

*注意事項
 ① 一般入試の併願優遇基準は下記の通りです。（内申は３年生の１学期末または２学期末・前期の期末または後期

の中間）
 　３教科（英＋国・数・理・社より２つ）１０以上・５教科１６以上・９教科２７以上

 ②併願優遇は、下記１・２・３から内申に最大１ポイント加点します。
 　１．生徒会役員・クラブ活動・ボランティア活動経験者
 　２．学校見学会・入試説明会・個別相談会への本人参加
 　３．各種検定３級以上

 ③併願優遇は３年間欠席２０日以内・９教科に「１」がないこと。

 ④一般入試（併願優遇）で公立推薦合格者は、出願の必要はありません。

 ⑤一般入試の併願優遇以外は上記基準に達していなくとも受験できます。

 ⑥学科試験終了後に面接を行います。軽食・飲み物等必要な場合は持参してください。

 ⑦インフルエンザ等の学校感染症対応として、中学校の先生と連絡をとり日程を変更し試験を実施いたします。
 　また、他の諸事情におきましてもご相談ください。

 ⑧今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、上記記載内容を変更して実施する場合もあります。



チャレンジ入試（成績特待入試）
募集人員 若干名（一般入試の募集人員に含みます）

出願資格

① 心身ともに健全で勉学及び学校行事に参加できる令和３年３月に中学校を卒業見込み
の者

②本学園の教育方針に理解賛同する者
③本学園が定める基準を満たしている者　（併願は公私可）
④必ず入試相談を受けること（単願は合格後辞退はできません）

出願期間 令和３年２月１５日（月）・１６日（火）９：００～１５：００　窓口持参

出願書類

①チャレンジ入試入学願書 （本学園所定用紙）・写真４㎝×３㎝２枚貼付
②調査書   （公立用）・２回目の受験生は必要ありません
③英語検定合格証のコピー （資格取得者のみ）
④検定料   ２０，０００円（検定料振込証明書を入学願書に貼付）
    （推薦・一般入試合格者は検定料は無料です）
⑤３８４円分の切手  （出願時に返信用封筒をお渡しいたします）
＊ 一度提出された出願書類や納入済みの検定料は、いかなる理由があっても返還いたし

ません。

試験日 令和３年２月１７日（水）　　８時開門・８時３０分集合・９時試験開始

選抜方法 書類審査・学科試験（英語５０分・１００点）・面接（個人）

合格発表 令和３年２月１９日（金）　　郵送にて通知

入学手続

合格者は、合格心得に従って、２月２３日（火）の１０時～１５時に手続きを完了してく
ださい。
入学手続きの延期を申請した者に限り、国公立高校第１次発表の翌日１５時まで入学手
続の延期を認めます。

*注意事項
 ① チャレンジ入試の基準は下記の通りです。（内申は３年生の１学期末または２学期末・前期の期末または後期の

中間）
 　・単願：５教科１９以上・９教科３２以上または英検準２級以上
 　・併願：９教科３４以上または英検準２級以上

 ②３年間欠席２０日以内

 ③上記基準はチャレンジ入試の受験資格です。その結果で合格と特待生の認否が決まります。

 ④インフルエンザ等の学校感染症対応として、中学校の先生と連絡をとり日程を変更し試験を実施いたします。
 　また、他の諸事情におきましてもご相談ください。

 ⑤今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、上記記載内容を変更して実施する場合もあります。



特待生（特待生合格した場合は、下記の金額を免除・給付いたします。）

入試制度 基準・条件

免除・給付内容

入
学
金

施
設
資
金

入
学
時
初
期
費
用

授
業
料
三
年
間

チャレンジ 単願５教科１９・９教科３２以上若しくは英検準２級以上
併願９教科３４以上若しくは英検準２級以上 ◯ ◯ ◯

A推薦

本学園卒業生の子または弟・在校生の弟・双子で入学した場合、１名
かつ３教科（英＋国・数・理・社より２つ）９以上・５教科１５以上・
９教科２５以上のいずれか（プラスポイント含まない）

◯ ◯

９教科３０以上（プラスポイント含まない） ◯ ◯ ◯

特待生希望受験で２００点中１７０点以上 ◯ ◯ ◯

B推薦
９教科３１以上（プラスポイント含まない） ◯ ◯ ◯

特待生希望受験で２００点中１７０点以上 ◯ ◯ ◯

スポーツ
推薦

（ 事 前 に 各 種
目実技テスト
あり）

本学園卒業生の子または弟・在校生の弟・双子で入学した場合、１名
かつ３教科（英＋国・数・理・社より２つ）９以上・５教科１５以上・
９教科２５以上のいずれか（プラスポイント含まない）

◯ ◯

９教科３０以上（プラスポイント含まない） ◯ ◯ ◯

特待生希望受験で２００点中１７０点以上 ◯ ◯ ◯

一般入試 一般入試試験で２００点中１７０点以上 ◯ ◯ ◯

一般入試
(併願優遇)

９教科３１以上（プラスポイント含まない） ◯ ◯ ◯

一般入試受験で２００点中１７０点以上 ◯ ◯ ◯

＊授業料給付の３年間は進級時に審査があります。授業料（年額）４２０，０００円は給付
＊入学金２１０，０００円・施設資金１００，０００円は免除
＊入学時初期費用とは、制服・靴・通学バッグ・体操着等



校納金内訳
項　　　目 金　　　額 納入方法

入学金 ２１０，０００円

小計①は入学手続時施設資金 １００，０００円

小計・・・① ３１０，０００円

授業料  （年　額） ４２０，０００円

小計②の校納金は入学後
一括または４期分納

施設維持費 （年　額） １２０，０００円

積立費 １４０，０００円

後援会費 （年　額） 　２４，０００円

父母会費 （年　額） 　　２４，０００円

正和会費 （年　額） 　２４，０００円

武徳育成会費 （年　額） ２４，０００円

生徒会費 （年　額）　　 ２４，０００円

小計・・・② ８００，０００円

合計・・・①+② １，１１０，０００円

（令和３年度予定）

その他の費用
項　　　目 金　　　額 購入時

制服・靴・通学バッグ 約９５，０００円

入学手続終了後体操着（夏・冬）・体育館靴 約２７，０００円

教科書・副読本 約２４，０００円

活動費 約１００，０００円 １年次

＊活動費・・・宿泊オリエンテーション、外部模試、各種検定、芸術鑑賞
　テーブルマナー教室・クラッシー使用料等（令和２年度参考）

＊奨学金制度等
①奨学生制度（学内）
　成績優秀で品行方正な生徒を対象に授業料の給付制度があります。
②高等学校就学支援金
　所得要件を満たす方に支給されます。
　年額１１８，８００円（加算される場合もあります）
③ 東京都私立高等学校授業料軽減助成制度
　東京都在住の保護者は入学後、この制度を利用することができます。但し、申請条件があります。
④その他
　東京都育英資金等の奨学制度、私立高等学校奨学給付金制度等


