2022-2023 年度

海外帰国生募集要項

佼成学園中学校・高等学校
〒166-0012 東京都杉並区和田 2-6-29
TEL 03-3381-7227
窓口事務取扱時間
月～金 8:10～16:00
土
8:10～13:00
https://www.kosei.ac.jp/boys/

2023 年度

佼成学園中学校 オンライン帰国生入試

第１回 2022 年 10 月 15 日（土）
試験日
（日本時間）

第２回 2022 年 11 月 12 日（土）
第３回 2022 年 12 月 10 日（土）
第４回 2023 年 01 月 14 日（土）

生徒募集要項

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため，出願者数によって
は，翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第４回までのうち，１回のみ
です。

募集人員

男子 約 30 名

出願資格

１．保護者の勤務等により海外で１年以上在留している者
または，保護者の勤務等により海外で１年以上在留し，帰国後 3 年以内の者（応相談）
２．2023 年 3 月小学校卒業見込みの者，またはそれに相当すると認められる者
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
（日本時間）

出願方法

第１回
第２回
第３回
第４回

※第１回～第４回オンライン帰国生入試で合計約 30 名

2022 年 09 月 25 日（日）～2022 年 10 月 10 日（月）16:00
2022 年 10 月 23 日（日）～2022 年 11 月 07 日（月）16:00
2022 年 11 月 20 日（日）～2022 年 12 月 05 日（月）16:00
2022 年 12 月 18 日（日）～2023 年 01 月 10 日（火）16:00

Web 出願です。出願期間内に次の３つを行ってください。
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」
次の書類を出願期間内に郵送で提出してください。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には，メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

出願書類

１．
「海外在留証明書」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙で勤務先の捺印があるもの。
２．
「写真票」
志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。
３．
「成績証明書」または「通知表のコピー」で在籍の学校名が分かるもの。
既に帰国している場合は，日本の学校のものと海外在留時のもの両方を提出してください。
４．
「自己 PR シート」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙に自筆で記入したもの。
５．
「作文」
本校の作文課題に解答した本人自筆の作文。
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．
「英語検定準２級以上の合格証のコピー」または，それに相当する英語力を証明するもの。
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
グローバルコースに設けます。別途受講料がかかります。

入学検定料

試験科目

合格発表
（Web 発表）
（日本時間）
入学手続
（入学手続費用納入）

（日本時間）
入学延期

備考

25,000 円
１．作文（日本語 出願時に他の書類と郵送）
２．面接（Zoom によるオンライン日本語面接・受験生のみ）
第１回
第２回
第３回
第４回

2022 年 10 月 17 日（月）12:00
2022 年 11 月 14 日（月）12:00
2022 年 12 月 12 日（月）12:00
2023 年 01 月 16 日（月）12:00

１．入学金・施設設備資金納入 345,000 円（入学金 255,000 円 施設設備資金 90,000 円）を
手続期間内に納入してください。
２．手続期間 合格発表時～2023 年 2 月 7 日（火）16:00（日本時間）
帰国時期が決まっていない場合には中学 3 年 4 月まで入学の延期を認めます。
※入学手続の期間に入学手続費用の納入と入学延期の申請をしていただきます。
１．グローバルコース、SE クラスを希望する場合は，出願時に入力してください。
２．納入された入学検定料・入学金は返還できません。
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2022 年度

佼成学園中学校 オンライン帰国生編入学試験（2023 年 1 月編入）生徒募集要項

試験日
（日本時間）

第１回 2022 年 10 月 15 日（土）
第２回 2022 年 11 月 12 日（土）
第３回 2022 年 12 月 10 日（土）

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため，出願者数によって
は，翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第３回までのうち，１回のみ
です。

募集人員

2022 年度 中学 1 年，中学 2 年，中学 3 年 それぞれ 男子 若干名

出願資格

１．保護者の勤務等により海外の教育機関に在籍し，相当する学齢の者
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
（日本時間）

出願方法

第１回 2022 年 09 月 25 日（日）～2022 年 10 月 10 日（月）16:00
第２回 2022 年 10 月 23 日（日）～2022 年 11 月 07 日（月）16:00
第３回 2022 年 11 月 20 日（日）～2022 年 12 月 05 日（月）16:00
Web 出願です。出願期間内に次の３つを行ってください。
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」
次の書類を出願期間内に郵送で提出してください。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には，メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

出願書類

１．
「海外在留証明書」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙で勤務先の捺印があるもの。
２．
「写真票」
志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。
３．
「成績証明書」または「通知表のコピー」で在籍の学校名が分かるもの。
既に帰国している場合は，日本の学校のものと海外在留時のもの両方を提出してください。
４．
「自己 PR シート」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙に自筆で記入したもの。
５．
「作文」
本校の作文課題に解答した本人自筆の作文。
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．英語検定準２級以上の合格証のコピー，または，それに相当する英語力を証明するもの。
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
中１，中２はグローバルコースに設けます。別途受講料がかかります。

入学検定料

試験科目
合格発表
（Web 発表）
（日本時間）

入学手続
（入学手続費用納入）

（日本時間）

入学延期

備考

25,000 円
１．作文（日本語 出願時に他の書類と郵送）
２．面接（Zoom によるオンライン日本語面接・受験生のみ）
第１回 2022 年 10 月 17 日（月）12:00
第２回 2022 年 11 月 14 日（月）12:00
第３回 2022 年 12 月 12 日（月）12:00
１．入学金・施設設備資金納入 345,000 円（入学金 255,000 円 施設設備資金 90,000 円）を
手続期間内に納入してください。
２．手続期間 第１回 合格発表時～2022 年 10 月 19 日（水）16:00
第２回 合格発表時～2022 年 11 月 16 日（水）16:00
第３回 合格発表時～2022 年 12 月 14 日（水）16:00
帰国時期が決まっていない場合には中学 3 年 4 月まで入学の延期を認めます。
※入学手続の期間に入学手続費用の納入と入学延期の申請をしていただきます
１．グローバルコース（中学１～２年）
、SE クラス（中学１～３年）を希望する場合は，出願時に
入力してください。
２．納入された入学検定料・入学金は返還できません。
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2023 年度

試験日
（日本時間）

佼成学園高等学校

オンライン帰国生入試

第１回

2022 年 10 月 15 日（土）

第２回

2022 年 11 月 12 日（土）

第３回

2022 年 12 月 10 日（土）

第４回

2023 年 01 月 14 日（土）

生徒募集要項

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため，出願者数によっては，
翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第４回までのうち，１回のみ
です。

募集人員

男子 若干名

出願資格

１．保護者の勤務等により海外で１年以上在留している者
または，保護者の勤務等により海外で１年以上在留し，帰国後 3 年以内の者（応相談）
２．2023 年 3 月中学校卒業見込みの者，またはそれに相当すると認められる者
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
（日本時間）

出願方法

第１回
第２回
第３回
第４回

2022 年 09 月 25 日（日）～2022 年 10 月 10 日（月）16:00
2022 年 10 月 23 日（日）～2022 年 11 月 07 日（月）16:00
2022 年 11 月 20 日（日）～2022 年 12 月 05 日（月）16:00
2022 年 12 月 18 日（日）～2023 年 01 月 10 日（火）16:00

Web 出願です。出願期間内に次の３つを行ってください。
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」
次の書類を出願期間内に郵送で提出してください。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には，メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

出願書類

１．
「海外在留証明書」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙で勤務先の捺印があるもの。
２．
「写真票」
志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。
３．「成績証明書」または「通知表のコピー」で在籍の学校名が分かるもの。
既に帰国している場合は，日本の学校のものと海外在留時のもの両方を提出してください。
４．
「自己 PR シート」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙に自筆で記入したもの。
５．
「作文」
本校の作文課題に解答した本人自筆の作文。
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．英語検定２級以上の合格証のコピー，または，それに相当する英語力を証明するもの。
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
グローバルコースに設けます。グローバルコースの授業料の他に別途受講料がかかります。

入学検定料
試験科目

合格発表
（Web 発表）
（日本時間）
入学手続
（入学手続費用納入）

（日本時間）

入学延期

備考

25,000 円
１．作文（日本語 出願時に他の書類と郵送）
２．面接（Zoom によるオンライン日本語面接・受験生のみ）
第１回
第２回
第３回
第４回

2022 年 10 月 17 日（月）12:00
2022 年 11 月 14 日（月）12:00
2022 年 12 月 12 日（月）12:00
2023 年 01 月 16 日（月）12:00

１．入学金・施設設備資金納入 345,000 円（入学金 255,000 円 施設設備資金 90,000 円）を
手続期間内に納入してください。
２．手続期間 合格発表時 ～公立高等学校合格発表の翌日 13:00
東京都立高等学校の場合 2023 年 3 月 2 日（木）13:00
海外在留中でインターナショナルスクールや現地校に在籍している場合には，在籍している学年の
修了時まで入学の延期を認めます。
※入学手続の期間に入学手続費用の納入と入学延期の申請をしていただきます
１．グローバルコース、SE クラスを希望する場合は，出願時に入力してください。
２．納入された入学検定料・入学金は返還できません。
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2022 年度

佼成学園高等学校

試験日
（日本時間）

オンライン帰国生編入学試験（2023 年 1 月編入）生徒募集要項

第１回 2022 年 10 月 15 日（土）
第２回 2022 年 11 月 12 日（土）
第３回 2022 年 12 月 10 日（土）

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため，出願者数によって
は，翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第３回までのうち，１回のみ
です。

募集人員

2022 年度 高校 1 年，高校 2 年 それぞれ 男子 若干名

出願資格

１．保護者の勤務等により海外の教育機関に在籍し，相当する学齢の者
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
（日本時間）

出願方法

第１回 2022 年 09 月 25 日（日）～2022 年 10 月 10 日（月）16:00
第２回 2022 年 10 月 23 日（日）～2022 年 11 月 07 日（月）16:00
第３回 2022 年 11 月 20 日（日）～2022 年 12 月 05 日（月）16:00
Web 出願です。出願期間内に次の３つを行ってください。
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」
次の書類を出願期間内に郵送で提出してください。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には，メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

出願書類

１．
「海外在留証明書」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙で勤務先の捺印があるもの。
２．
「写真票」
志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。
３．
「成績証明書」または「通知表のコピー」で在籍の学校名が分かるもの。
既に帰国している場合は，日本の学校のものと海外在留時のもの両方を提出してください。
４．
「自己 PR シート」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙に自筆で記入したもの。
５．
「作文」
本校の作文課題に解答した本人自筆の作文。
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．英語検定２級以上の合格証のコピー，または，それに相当する英語力を証明するもの
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
グローバルコースに設けます。グローバルコースの授業料の他に別途受講料がかかります。

入学検定料

試験科目
合格発表
（Web 発表）
（日本時間）

入学手続
（入学手続費用納入）

（日本時間）

入学延期

備考

25,000 円
１．作文（日本語 出願時に他の書類と郵送）
２．面接（Zoom によるオンライン日本語面接・受験生のみ）
第１回 2022 年 10 月 17 日（月）12:00
第２回 2022 年 11 月 14 日（月）12:00
第３回 2022 年 12 月 12 日（月）12:00
１．入学金・施設設備資金納入 345,000 円（入学金 255,000 円 施設設備資金 90,000 円）を
手続期間内に納入してください。
２．手続期間 第１回 合格発表時～2022 年 10 月 19 日（水）16:00
第２回 合格発表時～2022 年 11 月 16 日（水）16:00
第３回 合格発表時～2022 年 12 月 14 日（水）16:00
海外在留中でインターナショナルスクールや現地校に在籍している場合には，在籍している学年
の修了時まで入学の延期を認めます。
※入学手続の期間に入学手続費用の納入と入学延期の申請をしていただきます
１．グローバルコース、SE クラスを希望する場合は，出願時に入力してください。
２．納入された入学検定料・入学金は返還できません。
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2023 年度

佼成学園高等学校

帰国生入試

生徒募集要項

入試名

帰国生入試（第１回一般入試）

試験日

2023 年 2 月 10 日（金）

募集人員

普通科 総合進学コース・グローバルコース 男子 若干名

出願資格

１．2023 年 3 月中学校卒業見込みの者，2022 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３年以内の者。現在海外に在留して
いる場合は，2023 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

2023 年 1 月 25 日（水）～ 2 月 8 日（水） 16:00

出願方法

出願期間内に次の３つを行ってください。
１．インターネットでの出願入力
２．入学検定料の納入
３．出願書類の提出（出願期間内必着で郵送してください。
）
次の書類を出願期間内に郵送で提出してください。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には，メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

出願書類

１．
「海外在留証明書」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙で勤務先の捺印があるもの。
２．
「写真票」
志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。
３．
「調査書」
帰国して日本の中学校に在籍している場合。
４．
「海外の在籍校の成績証明書」または「通知表のコピー」で在籍の学校名が分かるもの。
５．
「自己 PR シート」 本校ＨＰからダウンロードした所定用紙に自筆で記入したもの。
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．
「英語検定２級以上の合格証のコピー」またはそれに相当する英語力を証明するもの
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
グローバルコースに設けます。グローバルコースの授業料の他に別途受講料がかかります。
※調査書の受領についてはメールでお知らせします。

入学検定料

試験科目・時間

合格発表
（Web 発表）
入学手続
（入学手続費用納入）

25,000 円
集合
8:30
国語
9:00～ 9:50 （50 分 100 点）
数学
10:10～11:00 （50 分 100 点）
英語
11:20～12:10 （50 分 100 点）
面接
12:20～
※第１回一般入試と同じ問題を利用します。面接は主として日本語で行います。
2023 年 2 月 10 日（金）20:00 インターネット上で発表します。
※試験の結果によって難関国公立コースまたはグローバルコースの合格となる場合もあります。
１．入学金・施設設備資金納入 345,000 円（入学金 255,000 円 施設設備資金 90,000 円）を
手続期間内に納入してください。
２．手続期間 合格発表時 ～公立高等学校合格発表の翌日 13:00
東京都立高等学校の場合 2023 年 3 月 2 日（木）13:00
１．納入された入学検定料・入学金は返還できません。
２．一般入試（2 月 10 日・11 日）で併願優遇受験が可能な場合があります。日本国内の中学校
もしくは海外の日本人学校での調査書成績が該当する場合にはご相談ください。

備考

［難関国公立コース］ ３教科１３以上または５教科２２以上
［グローバルコース］ ３教科１３以上または５教科２２以上 および英語評定４以上
［総合進学コース］ ３教科１２以上または５教科２０以上
・いずれの場合にも５教科に２がないこと，９教科に１がないこと。
・出席状況が良好な者。
（第３学年の欠席数が５日程度まで）
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【１】出願（Web 出願）
１．出願サイトへのアクセスと登録
（１）出願サイトへのアクセス
本校のホームページ（https://www.kosei.ac.jp/boys/）の「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。
（２）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・
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ください。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システム，操作に関しては出願サイト画面の下部にあるお問い合わせ先よりご確認ください。

２．出願の入力と入学検定料の納入
（１）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。
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入学検定料納入後に受験票・写真票の印刷が可能になります。
⑤入学検定料の納入には別途手数料が必要です。
⑥グローバルコースへの入学を希望する場合は，出願時に入力してください。
⑦帰国生を中心とした英語の運用力がある生徒を対象とした「英語取り出し授業」Super Englishク
ラス（SEクラス）をグローバルコースに設けております。受講を希望する場合は，出願時に入力
してください。編入学試験の志願者の方は別途ご相談ください。通常の授業料とは別に受講料が
かかります。
※

2022年度の中学３年にはグローバルコースは設けておりませんが， SEクラスは設けており
ます。

⑧海外在留国，都市，期間を入力してください。複数の国に在留していた場合には，直近の２つを
入力してください。
⑨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。インターネット環境がな
い方は事前にご相談ください。
TEL：03-3381-7227
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（２）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。
（３）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。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。出願期間前には納入できません。
■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回数，試験科目などの入力内容
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UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・
埼玉りそな銀行・千葉銀行・横浜銀行・京葉銀行・ゆうちょ銀行 など
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３．出願書類の提出
（１）受験票・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。出願内容と受
験番号が発番されていることを確認してください。海外在留中でＡ４の用紙がない場合にはレ
ターサイズ等で代用してください。
（２）志願者顔写真
①

証明写真またはそれに準じた鮮明なもの（最近３ヶ月以内に撮影したもの）を利用してくだ
さい。スナップ写真や不鮮明なものは受付できません。

②

出願サイトの指示に従って顔写真アップロード機能を利用して，志願者の顔写真を取り込ん
で印刷してください。

③

写真のアップロードが困難な場合にはメール添付でお送りいただくか，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，裏面に氏名を書いてから
全面にのり付け）を貼付してください。

（３）写真票
写真票と受験票を切り離して出願書類とともに郵送してください。
（４）2月10日の高校帰国生入試に出願する場合の「調査書」
東京私立中学高等学校協会標準様式もしくは東京都立高等学校入学者選抜の様式をご利用くだ
さい。１年と２年の評定は、記入の必要はありません。
（５）Super Englishクラス受講希望者の書類
受講を希望する場合には，SEクラスに参加できる英語力を証明する書類等（中学は英検準２級
以上，高校は英検２級以上の合格証のコピーもしくはそれに代わるもの）を出願期間内に必着で
他の出願書類と一緒に本校に郵送してください。検定試験等による証明が難しい場合にはご相談
ください。
（６）出願書類の提出
本冊子２ページから６ページにある生徒募集要項に記載された出願書類を出願期間内に郵送し
てください。レターパック等の追跡が可能なものでお送りください。
郵送が難しい場合や不安がある場合には，メールでも承ります。

boys-apply@kosei.ac.jp
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【２】試験
１．オンライン試験
（中学・高校帰国生入試，編入学試験 10 月，11 月，12 月，1 月実施）
（１）WEB会議システムZoomを利用して面接を実施します。
（２）面接日時，ZoomのIDとパスワードは出願時のメールアドレスにお知らせします。
出願者数によっては，面接日時が翌日以降になる場合もあります。
（３）面接試験ができる環境を整えてください。

２．本校実施試験 （高校帰国生入試 2 月 10 日実施）
（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･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

定規

数学の試験では，図やグラフなどをかく際に定規の使用を認めます。ただし，定
規がなくても解答に差し支えありません。

※上履き，弁当は必要ありません。
（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。上履きは必要ありません。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。

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

受験票，筆記用具のみを机上に置いてください。ペンケースや下敷などは使用できませんの
でカバンにしまってください。

④

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。

⑤

解答を終えた場合でも，試験終了までは退出できません。

⑥

感染拡大防止のため，マスクの着用をお願いします。

⑦

発熱や体調不良で感染が疑われる場合には，感染拡大防止のため，当日の受験は差し控えてく
ださい。また，試験中に体調が悪くなった場合には，職員に申し出てください。

⑧

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。

⑨

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，次の
通りに対処します。
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。

⑩

新型コロナウイルス感染拡大の状況によって試験が予定の日程で実施できなくなった場合に
は，本校ホームページの掲載と出願時に登録したメールアドレスにお知らせします。
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【３】合格発表（Web 合格発表）
合格発表はインターネット上で行います。本校ホームページより合格発表サイトにアクセスしてく
ださい。電話やメール等での問い合わせにはお答えできません。

【４】入学手続
１．入学金・施設設備資金納入
（１）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
９０，０００円
３４５，０００円 （別途手数料が必要になります。）

（２）合格発表のサイトにある「入学手続きについて」のボタンをクリックして、内容をご確認の上、
「入学金決済へ」のボタンをクリックしてください。
（３）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。
「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 90,000 円」を合わせて 345,000 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 90,000 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 2023 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。
（４）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。
（５）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。入学辞退の場合には，「入学
辞退届」（本校所定用紙）を提出していただき，施設設備資金 90,000 円を返金いたします。

２．入学手続書類
（１）入学金・施設設備資金納入の確認ができましたら，入学手続書類を送付します。
（２）入学誓約書・住民票・学費自動払込申込書等を提出していただきます。
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３．入学延期
（１）中学への入学・編入学
帰国時期が決まっていない場合には中学 3 年 4 月まで入学の延期を認めます。
（２）高校への入学・編入学
インターナショナルスクールまたは現地校の在籍者については、在籍している学年の修了時
まで入学の延期を認めます。
（２）入学手続の期間に入学金・施設設備資金の納入と入学延期の申請をしていただきます。

【５】入学後の費用
１．学費（2023 年度予定のものです。）
一般コース
中学

444,000 円

月額 37,000 円

420,000 円

月額 35,000 円

540,000 円

月額 45,000 円

192,000 円

月額 16,000 円

グローバルコース
難関国公立コース

授業料
高校

総合進学コース（１年）
文理コース（２～３年）
グローバルコース

教育充実費

3,000 円

後援会入会金

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

24,000 円

入学時 4 月一括納入

施設維持費

60,000 円

２年進級時、３年進級時
それぞれ一括納入

■ 上記の他に，副教材費 年間約 140,000 円，修学旅行等学校行事の費用が必要になります。
■ 全員に iPad（約 80,000～90,000 円 設定費等を含む）を購入していただきます。
■ 帰国生を中心とした英語取り出し授業 SE クラス受講の場合は別途月額 20,000 円かかります。SE クラスはグ
ローバルコースで開講します。
■ 学年によって納入金額が異なる場合があります。
■ 授業料や各種費用は変更になる場合があります。
■ 入学後，1 口 5 万円 2 口以上の寄付（任意）をお願いしています。
＊

＊

＊

■ グローバルコースでは全員参加の海外研修プログラムがあります。期間や費用は目安です。
中学１年 モンゴル 異文化体験

5泊6日

約 20 万円

中学２年 セブ島 語学研修・マニラ平和学習

約 16 日間

約 40 万円

中学３年 タイ フィールド実践

3泊5日

約 20 万円

高校１年 ベトナム アントレプレナーシップ研修

5泊7日

約 25 万円

高校２年 ボストン アントレプレナーシップ研修

6泊8日

約 55 万円
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２．奨学金・授業料等免除の制度
◆２月の入試で選出した計 45 名
中学入試特別奨学生制度

◆入学金・初年度授業料免除
中１の学年成績または中２の学年成績が上位 10％以内の場合，
翌年度の授業料免除。

中学入試特待制度

◆２月の入試で選出した計 17 名
◆入学金免除

◆毎年成績上位者より選出
中学２年～高校３年 特待生制度

（アドバンストクラス３名、グローバルコース２名 計５名）
◆1 年間授業料免除

◆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」
高等学校等就学支援金制度

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。

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

◆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助成を行っています。

◆2 月の入試で計 20 名を選出
◆入学金・初年度授業料免除

◆毎年成績上位者より選出
高校２年～高校３年 特待生制度

（難関国公立コース３名、グローバルコース２名 計５名）
◆1 年間授業料免除

家計急変・家計状況による授業料免除制度

◆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
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【６】よくある質問 ～Q＆A～
Q 海外生活が長かったのですが、日本の学校でもうまくやっていけるでしょうか？
A 佼成学園はとてもアットホームな雰囲気ですので、帰国生もすぐにクラスメイトと友達になって楽しい学校生活
を送っているようです。確かに海外の学校と日本の学校の習慣や文化の違いに最初は戸惑う生徒もいますが、男
子校のよさも手伝って、無理なく慣れていく生徒が多いようです。

Q 帰国生を対象とした英語の授業はありますか？
A

帰国生を中心とした英語運用力を持つ生徒を対象に英語取り出し授業をおこなっています。Super English クラ
ス（SE クラス）と呼んでいます。中学ではダイレクトメソッドで定評のあるベルリッツ・ジャパンと提携を結
び、海外在留生活で得た財産とも言える英語運用力に磨きをかけます。高校では、大学に進学した後も高いレベ
ルで英語が使えるように、カレッジライティングやアカデミックリーディングに対応できる英語力を目指して指
導しています。2022 年度は中学１年から高校２年まで，2023 年度は高校３年まで開講の予定です。グローバル
クラスに設置されている授業ですのでグローバルコースに在籍していただく必要があります。

Q 海外の学校にいたために遅れている学習はどうしたらよいですか？
A 帰国生の教育的な背景は個人により千差万別ですので一律な指導よりも個別に対応する方がよいようです。遅れ
ている教科や科目の学習については、担当の教員や、本校卒業生で大学生のチューターというアドバイザーがい
ますので相談してください。また、スタディサプリが利用できますので、本校の帰国生は、自分が学習したい分
野の授業動画を主体的に選んで視聴して学習していることが多いようです。

Q 在学中に再度海外赴任をして帰国した場合、再入学はできますか？
A できます。書類上は海外在留の際は在籍から外れて帰国時には編入学になりますが、中学在籍中に出国し、高校
生になってから帰国する場合でも速やかに再入学ができるように取り計らいます。

Q オンライン帰国生入試で合格した後でも２月の入試も受けることができますか？
A できます。オンライン帰国生入試では特待生や特奨生の選考は行いませんので、２月の入試を受験して，中学の
特待生や特奨生，高校の特待生を目指して挑戦する受験生もいます。13 ページをご覧ください。

Q クラス編成はどのようになっていますか？
A 中学ではアドバンストクラス２クラス、マスタリークラス２クラス、グローバルコース１クラスを設置していま
す。高校では難関国公立コース１クラス、総合進学コース６クラス、グローバルコース１クラスです。進級時に
クラス替えを行います。その際、成績や希望によるコースやクラスの変更も行います。

Q 帰国生の割合はどのくらいですか？
A 中学は各学年約 150 名中 8～9 名，高校 1～2 年は各学年約 250 名中 13～18 名です。毎年増えています。
Q 中学入学生と高校入学生の割合はどのくらいですか？
A

ほぼ同数の生徒が高校に入学しています。難関国公立コースとグローバルコースは中学入学生と高校入学生、混
合クラスですが、総合進学コースは高校１年では別々のクラス編成で、２年で文系クラスと理系クラスに分ける
と同時に混合にします。
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Q 昼食はどのようにしていますか？
A 自宅から弁当を持参する生徒が多いのですが、校内に食堂があり、中学１年生から高校３年生まで誰でも利用で
きます。日替わりランチ、ラーメン、カレーなどのメニューがあります。校内の売店ではパンや弁当などを購入
できます。清涼飲料水の自動販売機も校内に設置されています。

Q 自転車通学はできますか？
A 学校から自宅までの直線距離が 8km 以内の希望者に許可をしています。万一の事故に備えて保険に加入している
ことと、使用する自転車は両足スタンドであることが条件です。

Q 部活動の参加状況はどのくらいですか？
A 参加は任意ですが、中学生は 90％前後、高校生は 70～80％の生徒が部活動に参加しています。学業と部活動の
両立を目指して取り組んでいます。

Q 携帯電話・スマートフォンの持ち込みや利用はできますか？
A 緊急連絡の目的で持ち込みは許可していますが、校内での使用は禁止しています。校内では電源を切って自分で
管理するように指導しています。

Q 悩みや困ったことを相談できる所はありますか？
A

担任を始め、どの教員でも親身に相談に応じます。また、カウンセラーがおりますので相談室でカウンセリング
を受けることができます。カウンセラーには守秘義務がありますので、教員にも内容を伝えることはしないの
で、安心して相談ができます。

Q 留学制度はありますか？
A

ニュージーランドへの留学制度があります。中学では３年３学期に１月から３月までのターム留学、高校では１
年３学期から２年２学期までの１年間留学の制度があります。帰国後は次の学年に復学できます。また、高校で
は自分で選んだ留学先への１年間留学も認めています。

Q 大学への推薦制度はありますか？
A

指定校推薦は、例年、東京都立大、明治大、立教大、東京理科大、中央大、学習院大、日本大、芝浦工大など、
数多くの大学・学部から推薦依頼をいただいています。総合進学コースとグローバルコースの生徒を対象として
おり、難関国公立コースは推薦対象外としています。また、公募制推薦を利用して受験する生徒には小論文指導
なども行っています。

Q 宗教の授業や宗教活動はありますか？
A 本校の創立者は立正佼成会の開祖、庭野日敬先生ですが、宗教の授業、宗教活動、立正佼成会への勧誘などは一
切ありません。立正佼成会からは合宿等で利用する施設を貸していただいております。また、社会全般に通じる
仏教精神は大切にしており、
「行学の二道を励み候べし」という校訓のもと生徒も教職員も毎日の活動に取り組
んでいます。
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●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。

方南町駅
出口３

www.kosei.ac.jp/boys/
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