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【１】入学試験概要
１．推薦入試（１月２２日）
入試名

推薦入試

試験日

平成 28 年 1 月 22 日（金）

募集人員

出願資格

出願期間
出願方法

出願書類

入学検定料

難関国公立コース 男子 5 名
文理コース
男子 25 名
－出願には在籍中学校の先生を通じての入試相談が必要です。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者で保護者のもとまたは本校が認め
る場所から通学できる者
２．本校を第１志望とする者
３．次の推薦基準を満たす者
■難関国公立コース
３教科１３以上または５教科２２以上。５教科に２がないこと、全体
に１がないこと。
■文理コース
以下の①②のいずれかに該当すること。ただし、いずれも５教科に２が
ないこと、全体に１がないこと。
①３教科１２以上または５教科２０以上。
②英語検定準２級以上（１次合格で可）または数学検定準２級以上。
４．出席状況が良好な者（第３学年の欠席数が５日程度まで）
５．出身中学校長が推薦する者
※スポーツ優遇については別途相談します。
平成 28 年 1 月 15 日（金）・1 月 16 日（土）
Web 出願です。出願期間内に ①「インターネットでの出願の入力」
、
②「入学検定料の納入」
、③「出願書類の提出」の３つを行ってください。
出願期間内に必着で郵送するか窓口に提出してください。窓口受付時間は、
1 月 15 日（金）8:30～16:00、1 月 16 日（土）8:30～13:00 です。
１．写真票（志願者顔写真１枚を貼付したもの）
２．調査書（東京都私中高協会または公立高等学校用様式、厳封したもの）
３．推薦書（本校所定用紙、厳封したもの）
22,000 円

試験科目

■難関国公立コース
作文（60 分、800 字）
・適性検査（60 分）・面接（約 5 分、個人面接）
■文理コース
作文（60 分、800 字）
・面接（約 5 分、個人面接）

試験時間

■難関国公立コース
集合
8:30
作文
9:00～10:00
適性検査 10:20～11:20
面接
11:30～

合格発表
入学手続
（入学金納入期間）

■文理コース
集合
作文
面接

8:30
9:00～10:00
10:10～

平成 28 年 1 月 22 日（金）18:00（予定）Web 上で発表します。
1 月 23 日（土）10:00～12:00 に校内で合否通知状及び入学手続書類を交付し
ます。
合格発表時～平成 28 年 1 月 25 日（月）

■特待生や難関国公立コースへの入学等を希望する場合は，2 月 11 日（木）の試験で選考します。入学検
定料は不要ですが、推薦入試出願の際に申し込みが必要です。
■中学校の先生方を対象とした入試相談日は 12 月 15 日(火)、16 日(水)、17 日(木)です。
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２．第１回一般入試（２月１１日）
入試名

第１回一般入試

試験日

平成 28 年 2 月 11 日（木）
難関国公立コース 男子 20 名
文理コース
男子 40 名

募集人員

出願資格

■難関国公立コース －出願には在籍中学校の先生を通じての入試相談が必要です。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者。
２．３教科１３以上または５教科２２以上。５教科に２がないこと、全体に１
がないこと。
３．出席状況が良好な者。
（第３学年の欠席数が５日程度まで）
４．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。
※合格点に達しない場合には文理コースへの併願優遇資格が適用されます。
■文理コース
◇併願優遇受験 －出願には在籍中学校の先生を通じての入試相談が必要です。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者。
２．以下の①②のいずれかに該当すること。ただし、いずれも５教科に２がな
いこと、全体に１がないこと。
①３教科１２以上または５教科２０以上。
②英語検定準２級以上（１次合格で可）または数学検定準２級以上。
３．出席状況が良好な者。
（第３学年の欠席数が５日程度まで）
４．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。
◇第１志望優遇受験 －出願には在籍中学校の先生を通じての入試相談が必要です。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者。
２．本校を第１志望とする者。
３．３教科１１以上または５教科１９以上。５教科に２がないこと、全体に１
がないこと。
４．出席状況が良好な者。
（第３学年の欠席数が５日程度まで）
５．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。
◇一般受験
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者、または平成 27 年 3 月卒業の者。
２．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。

出願期間

平成 28 年 1 月 25 日（月）～2 月 10 日（水）

出願方法

Web 出願です。出願期間内に①「インターネットでの出願の入力」、
②「入学検定料の納入」
、③「出願書類の提出」の３つを行ってください。

出願書類

出願期間内に必着で郵送するか窓口に提出してください。
窓口受付時間は、月～金曜日 8:30～16:00、土曜日 8:30～13:00 です。
１．写真票（志願者顔写真１枚を貼付したもの）
２．調査書（東京都私中高協会または公立高等学校用様式、厳封したもの）

入学検定料

22,000 円

試験科目

国語・数学・英語（各 50 分）

試験時間

開門
国語

合格発表

平成 28 年 2 月 11 日（木）20:00（予定）Web 上で発表します。
2 月 12 日（金）10:00～12:00 に校内で合否通知状と入学手続書類を交付します。

入学手続
（入学金納入期間）

8:00
集合 8:30
9:00～9:50 数学 10:10～11:00

英語 11:20～12:10

合格発表時～公立高等学校合格発表日
ただし、第１志望優遇受験は平成 28 年 2 月 13 日（土）までとします。

■中学校の先生方を対象とした入試相談日は 12 月 15 日(火)、16 日(水)、17 日(木)です。
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３．帰国生入試（２月１１日）
入試名

帰国生入試

試験日

平成 28 年 2 月 11 日（木）

募集人員

文理コース 男子 若干名

出願資格

－出願に際しては事前にご相談ください。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者、平成 27 年 3 月中学校卒業の者、ま
たはそれに相当すると認められる者。
２．保護者の勤務等により海外で１年以上在留し、帰国後２年以内の者。現在
海外に在留している場合は、平成 28 年 3 月末日までに帰国予定の者。
３．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。

出願期間

平成 28 年 1 月 25 日（月）～2 月 10 日（水）

出願方法

Web 出願です。出願期間内に①「インターネットでの出願の入力」、
②「入学検定料の納入」
、③「出願書類の提出」の３つを行ってください。

出願書類

出願期間内に必着で郵送するか窓口に提出してください。
窓口受付時間は、月～金曜日 8:30～16:00、土曜日 8:30～13:00 です。
１．写真票（志願者顔写真１枚を貼付したもの）
２．調査書（既に帰国している者）もしくは
在籍校の成績証明書（現在海外に在留している者）
３．海外在留証明書（本校所定用紙・勤務先の捺印があるもの。本校ＨＰから
ダウンロードしてください。）

入学検定料

22,000 円

試験科目

国語・数学・英語（各 50 分

試験時間

開門 8:00
集合 8:30
国語 9:00～9:50
数学 10:10～11:00
英語 11:20～12:10
面接 12:20～

合格発表

平成 28 年 2 月 11 日（木）20:00（予定）Web 上で発表します。
2 月 12 日（金）10:00～12:00 に校内で合否通知状と入学手続書類を交付します。

入学手続
（入学金納入期間）

第１回一般入試と同じ問題）・面接（保護者同伴）

合格発表時～公立高等学校合格発表日
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４．第２回一般入試（２月１２日）
入試名

第２回一般入試

試験日

平成 28 年 2 月 12 日（金）
難関国公立コース 男子 10 名
文理コース
男子 20 名

募集人員

出願資格

■難関国公立コース －出願には在籍中学校の先生を通じての入試相談が必要です。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者。
２．３教科１３以上または５教科２２以上。５教科に２がないこと、全体に
１がないこと。
３．出席状況が良好な者。
（第３学年の欠席数が５日程度まで）
４．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。
※合格点に達しない場合には文理コースへの併願優遇資格が適用されます。
■文理コース
◇併願優遇受験 －出願には在籍中学校の先生を通じての入試相談が必要です。－
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者。
２．以下の①②のいずれかに該当すること。ただし、いずれも５教科に２が
ないこと、全体に１がないこと。
①３教科１２以上または５教科２０以上。
②英語検定準２級以上（１次合格で可）または数学検定準２級以上。
３．出席状況が良好な者。
（第３学年の欠席数が５日程度まで）
４．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。
◇一般受験
１．平成 28 年 3 月中学校卒業見込みの者、または平成 27 年 3 月卒業の者。
２．保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者。

出願期間

平成 28 年 1 月 25 日（月）～2 月 12 日（金）8:00

出願方法

Web 出願です。出願期間内に①「インターネットでの出願の入力」、
②「入学検定料の納入」
、③「出願書類の提出」の３つを行ってください。

出願書類

出願期間内に必着で郵送するか窓口に提出してください。
窓口受付時間は、月～金曜日 8:30～16:00、土曜日 8:30～13:00、
2 月 12 日（金）7:30～8:00 です
１．写真票（志願者顔写真１枚を貼付したもの）
２．調査書（東京都私中高協会または公立高等学校用様式、厳封したもの）

入学検定料

22,000 円

試験科目

国語・数学・英語（各 50 分）

試験時間

開門
国語

合格発表

平成 28 年 2 月 12 日（金）18:00（予定）Web 上で発表します。
2 月 13 日（土）10:00～12:00 に校内で合否通知状と入学手続書類を交付します。

入学手続
（入学金納入期間）

8:00
集合 8:30
9:00～9:50 数学 10:10～11:00

英語 11:20～12:10

合格発表時～公立高等学校合格発表日

■中学校の先生方を対象とした入試相談日は 12 月 15 日(火)、16 日(水)、17 日(木)です。
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【２】出願（Web 出願）
１．出願サイトにアクセス
本校のホームページ（http://www.kosei.ac.jp/kosei_danshi/）の「高校Web出願」の案内を
クリックして、出願サイトにアクセスしてください。出願サイトは、パソコン・タブレッ
ト端末・スマートフォンに対応しています。出願の入力は１２月１日から可能になります。

２．出願の入力と入学検定料の納入
（１）メールアドレスの登録
①出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。パソコン・タブレッ
ト端末・携帯電話・スマートフォンのメールアドレスに対応しています。メールアドレ
スはログインIDとして利用する他に、手続き完了メール送信、緊急連絡等に利用します。
学校説明会などで既にメールアドレスをご登録いただいている場合には新たに登録す
る必要はありません。
②e-shiharai.net からのメールを受信できるよう設定して下さい。Gmailやyahooなどの
Webメールをお使いの方は「迷惑メール」フォルダに振り分けられることがありますの
でご注意ください。
③追加出願をする場合は、初回の出願時に登録した「ログインID（メールアドレス）」を
利用してください。
（２）出願内容、入試日程等の入力・選択
①利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、画面の指示に従って、志願者情報・保護者情
報を入力し、出願する入試を選択します。
■ 特待生や難関国公立コースへの入学等を希望する推薦入試志願者は，推薦入試出願
の際にその旨のチェックを入れてください。2月11日（木）の試験で選考します。
②氏名や住所等の字体がパソコンで表示できない場合には、その旨のチェックを入れ、簡
易字体等で入力してください。
③必須項目の入力がすべて済むと一時保存ができます。マイページに戻ると入力した内容
の確認、印刷ができます。
④インターネット環境がない志願者の方は本校までお問い合わせください。
TEL：03-3381-7227
出願期間中は本校受付窓口でパソコンを使っての出願登録も可能です。
月曜日～金曜日

9時00分～16時00分・土曜日
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9時00分～13時00分

（３）入学検定料納入方法を選択
「クレジットカード」「コンビニエンスストア」「ペイジーATM（現金）」「ペイジー
ATM（カード・通帳）」「ペイジー（ネットバンキング）」の５つからご希望の納入方
法を選択してください。詳細は出願サイト上に表示されます。
（４）入学検定料の納入
入学検定料を次の方法のいずれかで納入してください。推薦入試、第１回一般入試、帰
国生入試、第２回一般入試それぞれ22,000円ですが、別途手数料が必要になります。
■納入は出願期間内に行ってください。
■納入後の内容間違いによる取消し・返金は一切できませんのでご注意ください。
①クレジットカードによるオンライン決済
クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。クレジット
カードによるオンライン決済にて、24時間入学検定料の納入が可能です。保護者名義
のクレジットカードを使用することができます。
■ご利用いただけるクレジットカードは次の通りです。

■クレジットカードを利用する場合、「上記内容で申し込む」をクリックすると、その
場で決済が行われて支払いが完了したことになり、出願する試験の種類や希望コース
などの入力内容を変更することはできません。ご注意ください。
②コンビニエンスストアでの支払い
出願登録後、利用するコンビニエンスストアを選択し、指示にしたがって支払いをし
てください。支払い後に受け取る「お客様控」はご自身で保管してください。24時間
お支払いが可能です。
■ご利用いただけるコンビニエンスストアは次の通りです。

③ペイジー対応金融機関利用による支払い
「ペイジーATM（現金）」「ペイジーATM（カード・通帳）」を選ぶとペイジー対
応金融機関ATM（ペイジーマークが貼ってあるATM）で支払いができます。ただし、
金融機関窓口でお支払いいただくことはできません。「ペイジー（ネットバンキン
グ）」を選ぶとインターネットバンキングのご利用によるが支払いが可能です。
■ご利用いただける金融機関は次の通りです。
みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・
千葉銀行・横浜銀行・京葉銀行・ゆうちょ銀行
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３．受験票・写真票の印刷、志願者顔写真の貼付
（１）受験票と写真票の印刷
入学検定料お支払い後、支払い完了メールが届きます。出願サイトにアクセスし、ログイ
ン後マイページより、受験票と写真票をご自宅やコンビニ等で印刷してください。印刷に
はＡ４サイズの白い用紙を利用してください。受験票と写真票はＡ４用紙１枚に印刷され
ます。受験する全ての試験の受験番号が発番されていることを確認してください。
（２）志願者顔写真の貼付
出願内容と受験する試験の受験番号が発番されていることを確認し、印刷した写真票に志
願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの、縦4cm×横3cm、裏面に受験番号・氏名
を書いてから全面にのり付け）を貼付してください。証明写真を利用してください。スナッ
プ写真、デジタルカメラなど個人で撮影した写真、プリンターで出力したもの、その他不
鮮明なものは受付できません。
（３）写真票の提出
顔写真が貼付された写真票を受験票から切り離して、他の提出書類とともに出願期間内に
必着で本校に郵送するか、本校受付窓口に提出してください。郵送の場合には、受験票・
写真票とともに印刷される宛名を任意の封筒に貼付してください。写真票から切り離した
受験票は試験当日にお持ちください。
入試名

推薦入試

第１回一般入試

帰国生入試

第２回一般入試

提出書類
１．写真票
２．調査書
３．推薦書（本校所定用紙）

出願期間
平成 28 年 1 月 15 日（金）
～1 月 16 日（土）13:00

平成 28 年 1 月 25 日（月）

１．写真票
２．調査書

～2 月 10 日（水）

１．写真票
２．調査書または成績証明書
３．海外在留証明書（本校所定用紙）

平成 28 年 1 月 25 日（月）
～2 月 10 日（水）

平成 28 年 1 月 25 日（月）

１．写真票
２．調査書

～2 月 12 日（金）8:00
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【３】入学試験当日
１．持ち物
（１）受験票

出願サイトでＡ４サイズの用紙に印刷したもの。

（２）筆記用具

鉛筆またはシャープペンシル（HBなどのしっかり書けるもの）･消しゴム

（３）時計

計算機能付きのものやタイマー、携帯電話やスマートフォンは利用できま
せん。試験室内前方に設置された時計を見ることができます。

（４）上履き

１月の推薦入試受験者は持参してください。
２月の第１回・第２回一般入試・帰国生入試受験者は必要ありません。

２．受験上の注意
（１）集合時刻までに試験教室に入室してください。
（２）試験教室は試験当日発表します。試験教室の下見はできません。
（３）9時20分までの遅刻であれば、残り時間での受験を認めます。それ以降の遅刻は受験でき
ません。
（４）受験票、筆記用具のみを机上に置いてください。ペンケースや下敷や定規などは使用でき
ませんのでカバンにしまってください。
（５）携帯電話・スマートフォンは電源を切ってカバンにしまってください。
（６）解答を終えた場合でも、試験終了までは退出できません。

３．その他
（１）受験票を忘れた場合には、近くの職員に申し出てください。受験番号を確認しますので番号
を別に控えておいてください。
（２）発熱などで体調が悪い場合には別室受験ができます。近くの職員に申し出てください。
（３）駐車場はありません。
（４）保護者の方は試験終了まで保護者控室をご利用いただけます。事務室にお申し出ください。
上履きは必要ありません。
（５）天候や交通機関の運転状況によって試験開始時刻を変更する場合があります。本校ホーム
ページにて確認してください。
（６）本校では万が一の震災時に備え、東京都・神奈川県私立中学高等学校協会の協定に従い、下
記のとおり体制を準備しております。
１．軽微な地震によって電車が遅れた時には、試験の時間を変更するなどして対応すること
があります。
２．ほぼすべての電車が止まり、動き出す見込みが立たないような災害時には、東京都と神
奈川県の全ての私立中学校・高等学校は予定されている入試を全て中止し、後日、一斉
に繰り下げて再開することで、皆さんが混乱しないようにします。
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【４】合格発表
１．Web 発表
試験日当日合格発表専用サイトで発表します。発表時間は変更になる場合があります。合格発表
専用サイトのアドレス（URL）は別途お知らせします。
■試験の結果によっては、難関国公立コースの志願者が文理コースに「スライド合格」、文理
コースの志願者が難関国公立コースに「チャレンジ合格」になる場合があります。

２．校内発表・入学手続書類交付
次の日程で、合否通知状と入学手続書類を交付します。受験票を提示の上、受け取ってください。
入試名

合格発表（Web 発表）

合否通知状・入学手続書類交付

推薦入試

1 月 22 日（金）18:00

1 月 23 日（土）10:00～12:00

第１回一般入試
帰国生入試

2 月 11 日（木）20:00

2 月 12 日（金）10:00～12:00

第２回一般入試

2 月 12 日（金）18:00

2 月 13 日（土）10:00～12:00

■電話等での問い合わせにはお答えできません。

３．特待合格
2 月 11・12 日の試験では、全ての受験生を対象として特待合格者を選定して発表します。
入試名

特待合格の条件

特待の内容

第１回一般入試
帰国生入試

300 点中 210 点以上で
上位 計 20 名

入学金および
１・２・３年次授業料全額免除

第２回一般入試

300 点中 210 点以上で
上位 10 名

入学金および
１・２・３年次授業料全額免除

■免除する授業料は就学支援金との差額とします。
■特待合格者で本校に入学を希望する場合には、入学金は免除ですが、施設設備資金 80,000 円
の納入が必要です。納入期間内に手続きを行ってください。

－11－

【５】入学手続
１．入学金・施設設備資金納入
（１）Web 発表時からの入学手続期間内に次の入学手続費用を納入してください。
入学金
施設設備資金
計

255,000 円
80,000 円
335,000 円

■別途手数料が必要になります。
（２）出願時の入学検定料納入と同様にご希望の納入方法を選択してください。詳しくは入学手続
書類を参照してください。
「クレジットカード」
「コンビニエンスストア」
「ペイジーATM（カード・通帳）」
「ペイジー（ネットバンキング）」
■「クレジットカード」「ペイジーATM（カード・通帳）」
「ペイジー（ネットバンキング）」
を利用する場合には、
「入学金 255,000 円」と
「施設設備資金 80,000 円」
を合わせて 335,000
円を一括で納入することができます。
■「コンビニエンスストア」では 30 万円を超える金額の振り込みはできませんので、
「入学
金 255,000 円」と「施設設備資金 80,000 円」に分けて納入してください。
■ATM では 10 万円を超える現金の振り込みはできませんので「ペイジーATM（現金）
」は
利用しないでください。
■本学園（佼成学園中学校・高等学校、佼成学園女子中学校・高等学校）に兄弟姉妹が在学
している場合、または平成 28 年度に兄弟姉妹が同時に入学される場合は入学金を減額い
たします。該当される方は、必要書類をお渡ししますのでご連絡ください。

２．入学手続書類提出
入学誓約書・住民票・学費自動払込申込書を 3 月 3 日（木）必着で郵送、または事務室に提
出してください。

３．入学説明会
3 月 5 日（土）14 時 00 分から入学説明会を実施しますので参加してください。約 1 時間の
予定です。

４．注意事項
（１）入学金および施設設備資金の納入をもって、入学の意思確認とさせていただきます。
（２）いったん納入された入学金は返金致しませんのでご了承ください。ただし、入学辞退届
（本校所定用紙）が提出された場合、施設設備資金 80,000 円を返金いたします。
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平成

年

月

日

佼成学園高等学校
校 長

榎 並 紳 吉 殿

中学校名
校

推

校長
公印

長 名

薦

書

フリガナ

生 年 月 日

生徒氏名

平成

年

月

日

上記生徒は貴校の推薦入試志願者として適格と認め、推薦致します。

推薦理由

記載者氏名

印

■推薦入試志願者のみ提出してください。
■ご記入いただいた個人情報については、厳正な管理の下に保管し、入試事務以外には使用いたしません。
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【６】入学後の費用
１．学費

平成 27 年度入学生のものです。

授業料

420,000 円

（月額 35,000 円）

教育維持費

48,000 円

（月額 4,000 円）

教育環境維持費

84,000 円

（月額 7,000 円）

後援会入会金

3,000 円

（入学時 4 月一括納入）

後援会費

14,400 円

（月額 1,200 円）

生徒会費

12,000 円

（入学時 4 月一括納入）

年間費用

581,400 円

その他に、副教材費
約 100,000 円、
iPad 購入費用 約 65,000 円、
修学旅行積立金等が必要になります。

■施設維持費として２年進級時に 40,000 円、３年進級時に 40,000 円を納入していただきます。
■入学後、全員に iPad を一括購入していただく予定です。
■学費、副教材費、積立金等は変更になる場合があります。

２．奨学金・授業料等免除の制度
高等学校等就学支援金制度

私立高等学校等授業料軽減助成金事業
高校入試特待制度
高校２年～高校３年 特待生制度

スポーツ特待生制度

家計急変・家計状況による授業料免除制度

◆国による高校等の授業料の支援として
「市町村民税所得割額」が 304,200 円
（年収 910 万円程度）未満の世帯に「就
学支援金」が支給される制度です。
◆東京都私学財団では私立高等学校に在
学している保護者（都民）を対象に授
業料の軽減補助を行っています。
◆２月の入試で計 30 名を選出
◆入学金・3 年間授業料免除
◆毎年各学年 5 名を成績上位者より選出
◆1 年間授業料免除
◆指定クラブ（野球部、アメリカンフッ
トボール部、バスケットボール部、ソ
フトテニス部）に入部予定者のうち約 5
名を選出
◆学業・人物・実技に優れ、校訓「行学
二道」の精神をよく理解し、他の生徒
の模範とな って学校生活を送れる こ
と、在籍する中学校の校長が推薦する
こと
◆入学金・3 年間授業料免除
◆入学後、修学の継続が困難になった場
合の申請により審査
◆授業料免除

■授業料免除 … 授業料と高等学校等就学支援金の差額を免除します。
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交通案内

周辺地図

バス案内
●新宿駅西口より(19 分)
佼成会聖堂前行(終点下車)
佼成病院行(佼成会聖堂前下車)

●中野駅より(13 分)
永福町行(佼成会聖堂前下車)

●阿佐ヶ谷駅より(13 分)
渋谷駅行(和田堀橋下車)

●笹塚駅より(12 分)
阿佐ヶ谷駅行(和田堀橋下車)

●永福町駅より(17 分)
中野駅行(佼成会聖堂前下車)
各バス停への所要時間は目安です。
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