2023 年度（令和５年度）

入学試験実施要項〔抜粋〕
高等学校

男女共学

● 2023 年度 生徒募集要項
入試区分
試 験 日

推薦入試

Ａ推薦

１月 22 日（日）

出願方法

２月 10 日（金）
男女 ２７０ 名

2023 年３月に中学校を卒業見込みの者
本校を第１志望とする者 「東京都または神奈川県
で、在籍中学校長からの の公立中学校」
以外の中
推薦がある者
学校に在籍している者

出願受付

出願期間

出願書類郵送期間

受 験 料
集合時間
試験時間

帰国子女入試

２月 13 日（月）

１年以上の海外滞在歴があり、
帰国後３年以内で、2023年３月
に中学校を卒業見込みの者もしく
は既に中学校を卒業している者

2023 年３月に中学校を卒業見込みの者
もしくは既に中学校を卒業している者

調査書 ※東京私立中学高等学校協会標準様式もしくは公立高校提出様式

「海外在留証明書
もしくはそれに代わるもの」
または
「海外在学校の成績証明書
もしくはそれに代わるもの」

※本 校所定様式を、本校
ホームページからダウ
ンロードして出力
（印刷）
してください。
※12 月15日（木）からダウ
ンロードが可能となり
ます。

１月７日（土）9：00 ～ 出願期間最終日時

WEB出願事前入力・
受験料払込期間 ※受験票の出力（印刷）は、１月 15 日（日）0：00
から可能となります。
（WEB 出願のみ）

Ⅱ期

miraicompass を利用して WEB 出願後、本校へ出願書類を郵送してください。

推薦書

出願書類

Ⅰ期

・選抜コース 150 名（アルティメットクラス 35 名／プレミアムクラス 35 名／選抜クラス 80 名）
・特進コース 120 名（特進クラス 120 名）
※一般入試Ⅰ期とⅡ期の試験問題難易度は同等です。入試日程のご都合に合わせてお選びください。

募集定員
出願資格

Ｂ推薦

一般入試

※受験票の出力（印刷）は、１月 25 日（水）0：00 から可能となります。

１月 15 日（日）0：00
～１月 16 日（月）23：59
１月 15 日（日）～１月 18 日（水）必着

１月 25 日（水）0：00 ～２月２日（木）23：59
１月 25 日（水）～２月４日（土）必着

23,000 円

※ WEB（miraicompass）から「クレジットカード決済」
「コンビニエンスストア支払」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のいずれか
を選択してお支払いください。
※別途手数料が必要になります。
※複数の入試に出願する場合、WEB 出願と受験料払込は各回ごとに必要になりますが、出願書類の郵送は２回目からは不要です。
また、一般入試Ⅱ期と帰国子女入試は、どちらかにしか出願できませんのでご注意ください。

8：30

〔基礎力検査〕

9：00 〜 12：10
〔面

接〕

12：25 〜

〔基礎力検査〕

※開門時間７：45

〔学力試験〕

9：00 〜 12：10

〔学力試験〕

9：00 〜 12：10

9：00 〜 12：10

調

査

〔英語小論文〕

12：25 〜 13：05

書

〔学力試験〕
（マークシート方式）
国語・数学・英語 各 100 点、50 分
※英語はリスニングも含みます。難易度は「英検準２級・３級」レベルで、英語試験100 点の内、20 点分の出題となります。
〔基礎力検査〕
（マークシート方式）
国語・数学・英語 各 100 点、50 分

プレミアムクラスの得点配分は、英語の得点を 1.5 倍とします。
〔英語小論文〕40 分

選抜方法

学力試験の得点に英語小論文の
得点（最大 25 点）を加点します。
※プ レミアムクラス以外は合
計 300 点を上限とします。
※プレミアムクラスは合計 350
点を上限とします。
成績優秀者は、以下のいずれか
として発表する場合があります。

〔面 接〕
受験生のみ（５分程度）

成績優秀者は、以下のいずれかとして発表します。

奨学生合格

合格発表

入学手続

締切日時
受付時間
手続方法
入学手続時
納入金

奨学生Ａ合格／奨学生Ｂ合格／奨学生Ｃ合格

１月 23 日（月）
13：00

※奨学生は１年ごとに更新の審査を行います。

２月 12 日（日）
13：00

２月 15 日（水）
13：00

WEB（miraicompass）で発表します。合格された方は、入学手続に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。
※校内掲示発表は行いません。

１月 25 日（水）

23：59 まで

在籍中学校と同じ都道府県内にある公立高校の一般入試合格発表日の翌日12：00まで

【Ａ推薦入試以外の締切日（延納手続不要）】
神奈川県：３月１日（水）／ 東京都：３月２日（木）／ 埼玉県・千葉県・他道府県：３月４日（土）

合格発表日時から入学手続締切日時まで 24 時間受付

入学手続時納入金を、WEB（miraicompass）から「クレジットカード決済」
「コンビニエンスストア支払」
「金融機関 ATM
（ペイジー）払込」のいずれかを選択してお支払いください。※別途手数料が必要になります。
手続された後、入学に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。

252,000 円
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● 受験クラスについて

出願時に選択する受験クラスにより、合格（スライド合格）の可能性があるクラスが変わります。
① 受験クラスが アルティメットクラス の場合
アルティメットクラス ➡ 選抜クラス ➡ 特進クラス の順に合否判定を行います。

② 受験クラスが プレミアムクラス の場合
プレミアムクラス

➡ 選抜クラス ➡ 特進クラス の順に合否判定を行います。

③ 受験クラスが 選抜クラス の場合
選抜クラス ➡ 特進クラス の順に合否判定を行います。

④ 受験クラスが 特進クラス の場合
特進クラス のみで合否判定を行います。

● 一般入試における併願優遇制度について

一般入試を受験する場合、併願優遇制度が適用されることがあります。併願優遇制度とは、東京私立中学高等学校協会が定めた優遇
措置で、
「一般入試において、各私立高等学校が定めた成績等の基準を満たした生徒に対して、優遇措置を講ずる制度」とされている

ものです。詳細につきましては、学校説明会や個別相談会等で説明させていただきます。
※東京都または神奈川県の公立中学校に在籍されている方が併願優遇制度をご利用の場合、一般入試での受験となります。
※本校では併願先を公立高校１校に限定しておりません。他の私立高校との併願も認めています。
※併願優遇制度が適用された方が公立高校の推薦入試に合格された場合、本校へ出願する必要はありません。

● 試験当日について

（1）新型コロナウイルス感染対策について
①「マスク」を着用して来校してください。試験中にも着用をお願いいたします。
② 休憩時間に試験会場の換気を行う可能性がありますので、
「着脱可能な上着（制服可）
」を持参してください。
③ 本校入口にAI顔認証サーモグラフィーカメラと手指消毒用アルコールを設置いたします。
④ 教職員はマスクを着用しております。

（2）持ち物について
①「受験票」と「筆記用具」を持参してください。
② 試験会場には時計がありますので、
「腕時計」や「スマートウォッチ、アップルウォッチ等の機能付時計」の着用は禁止いたします。
③「携帯電話」や「スマートフォン」を試験会場に持ち込むことは可能ですが、試験前には電源を切った状態でカバンにしまって
ください。
④「上履き」は不要です。外履きのまま入校してください。
（3）保護者の方へ
① 付き添いで来られる場合には、受験生同様に「マスク」を着用して来校してください。
② 保護者控室をご用意いたしますのでご利用ください。また、室内は常時換気を行う可能性がありますので、
「着脱可能な上着等」
を持参してください。
③「スリッパ」や「上履き」は不要です。外履きのまま入校してください。
④ お車で来校される場合には、本校敷地内に駐車可能スペースはありませんので、近隣のコインパーキング等をご利用ください。
（4）その他
① 遅刻した場合、試験が終了するまでは受験することを許可しますが、試験時間の延長は行いません。ただし、公共交通機関の
大幅な遅延等が発生した場合には、開始時間を遅らせるなどの対応をとります。
② 試験中に体調が悪くなってしまった場合には、別室受験（保健室等）を許可する場合もあります。

● 奨学生合格について

奨学生合格した場合は、以下の淑鴨奨学金が給付されます。 ※奨学生は1年ごとに更新の審査を行います。
奨学生Ａ合格 ………「入学金」
「施設費」
「授業料」
「維持費」の全額分 計 816,000円
奨学生Ｂ合格 ………「入学金」
「施設費」の全額分と、
「授業料」
「維持費」の半額分 計 534,000円
奨学生Ｃ合格 ………「入学金」
「施設費」の全額分 計 252,000円

● 入学手続について

（1）入学手続における延納手続は必要ありません。Ｂ推薦入試、一般入試Ⅰ期、Ⅱ期、帰国子女入試を受験される方で、他校を併願
される方は、在籍中学校と同じ都道府県内にある公立高校一般入試の合格発表日の翌日12：00 が入学手続締切日時となります。

（2）入学手続時納入金を支払う前に入学を辞退する場合、本校への連絡は必要ありません。
※併願優遇制度が適用されていた場合も同様に連絡は不要です。
（3）３月31日
（金）
16：00までに辞退届を提出された場合に限り、
入学手続時納入金のうち施設費のみ後日返金いたします（Ａ推薦を除く）
。
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● その他

（1）コロナ禍における対応等含め、以下の詳細については入試時期が近づきましたら本校ホームページからお知らせいたします。
① 新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の実施などで
対応いたします。
② 公立高等学校と本校を併願する方が、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症に罹患するなどして、公立高等学校の
一般入試を受検することができなかったため、公立高等学校の追検査を受検される場合には、手続締切日時を以下のとおり
延長いたします。いずれにおいても個別にご案内いたしますので、該当される場合には在籍中学校の先生から本校までご連絡を
お願いいたします。
（受験生もしくは保護者からのご連絡では承ることはできませんのでご注意ください。
）
埼玉県：３月９日（木）12：00 ／ 東京都・神奈川県：３月16日（木）12：00 ／ 他道府県：追検査合格発表日の翌日12：00
（2）都内の私立中学校に在籍されている方は、一般入試のみ受験可能です。都外も含め、私立中学校に在籍されている方は、詳細を
個別相談会でご確認ください。
（3）繰上合格や補欠合格は予定しておりません。
（4）入学手続後から入学式までの間における登校日は以下の２日となりますが、コロナ禍における対応等含め、詳細については入学
手続を完了された時に WEB からダウンロードしていただく資料からお知らせします。
①「新入生ガイダンス」
３月12日（日）に本校で実施する予定です。
②「指定品等の採寸購入」
入学手続後から新入生ガイダンスまでの間に本校で実施する予定です。
（5）ご提出いただいた出願書類等は返却することができません。なお、氏名や住所等の個人情報は、入学試験およびこれらに付随する
業務以外の目的には使用いたしません。
（6）入学手続後、寄附金として１口50,000円以上（任意）のご協力をお願いしております。 ※入学の条件ではありません。

● 授業料等（2022年度参考／2023年度には一部変更の場合あり）
〈納付金〉

納期等
学年
１年

入学手続時納入金

４期分納

１期（４・５月）に一括納入

１期（４・５月）／２期（７月）／３期（10月）／４期（１月）

年間合計

入学金

施設費

授業料

維持費

生徒会費

ＰＴＡ入会金

ＰＴＡ会費

210,000 円

42,000 円

378,000 円

186,000 円

4,800 円

3,000 円

24,000 円

847,800 円

186,000 円

4,800 円

―

24,000 円

592,800 円

186,000 円

4,800 円

―

24,000 円

592,800 円

２年

―

―

378,000 円

３年

―

―

378,000 円

◎その他費用について
〔指定品等〕

「制服」
「通学リュック」
「体育着」
「上履き」等で約９万円、
「PC（Surface Go 3）および周辺機器」で約15 万円

〔教科書代〕

１年：約４万円、２年：約２万円、３年：約１万円（１年次のみ予納金に含まれます）

〔予納金〕

１年：
「教科書」
「副教材」
「外部模試」
「芸術鑑賞会」等で約11〜11.5 万円
２年：
「副教材」
「外部模試」
「芸術鑑賞会」
「能楽鑑賞会」等で約6.5～８万円
３年：
「副教材」
「外部模試」
「芸術鑑賞会」等で約2.6 〜 4.3 万円

〔積立金〕

１年：
「フレッシュマンキャンプ」
「修学旅行」
「合宿勉強会」等で約26.2〜 33 万円
２年：
「修学旅行」
「合宿勉強会」等で約12.4 〜19.8 万円
３年：
「卒業アルバム」
「卒業記念品」等で約４万円

※積立金は、修学旅行などの特別行事や特別活動の参加費などに充当するもので、予納金と共に学年毎に繰り越し、卒業時に精算さ
せていただきます。
※予納金と積立金は、コースとクラスにより金額が異なります。
〈高等学校等就学支援金〉
高等学校等に通う所得等要件（※）を満たす世帯（目安年収 910 万円未満の世帯）の生徒に対して、授業料に充てるための支援金が
国から支給される制度です。詳細につきましては、文部科学省の WEB サイトをご確認ください。
・申請方法等の詳細については、入学後４月中に生徒本人へ配布いたします。
・この他にも、各都道府県において、高校生等奨学給付金、その他の就学支援策として家計急変への支援、学び直しへの支援、高等
学校等奨学金等の事業が実施されておりますので、各自でお問い合わせください。
※「区市町村民税の課税標準額×６％」−「区市町村民税の調整控除額」で計算される算定基準額が 304,200円未満

LINEで友だちになろう！
LINEの「友だち追加」から
QRをスキャンして登録してください！

最新情報がいち早くキャッチできます。

