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■■ 2020年度 募集要項

募集人員

出願資格

出願期間

合格発表

（★注意）

受験料

一般入試

男子90名 男子20名

書類選考 国語・英語・数学（各50分・各100点）

1月24日（金）8:00～1月30日（木）23:00　インターネット出願

25,000円　インターネット出願後、クレジットカード、コンビニ、ペイジー対応金融機関ATMで支払ってください。

書類選考のため登校する必要はありません 2月11日（祝） 集合時間 午前8時20分（入場は7時30分～）

すべての国公立、私立（オープンのみ）併願可 すべての国公立、私立併願可

A方式（書類選考） B方式（オープン）

提出書類

試験科目

選考日

入学手続き

2月10日（月）　9:00～11:00

2月12日（水）　

2月12日（水）　9:00～11:00

【手続き②】入学金残金100,000円と施設費250,000円を、3月3日（火）までに本校所定の口座に
銀行窓口で振り込んでください。

【手続き①】
入学金250,000円のうち150,000円を、本校所定の口座に銀行窓口で振り込んでください。

2004年4月2日～2005年4月1日に出生の男子で、
国公立中学校を2020年3月卒業見込みで、本校の
書類選考基準に適合したもの

2004年4月2日～2005年4月1日に出生の男子で、
中学校を2020年3月卒業見込みのもの

（イ） 調査書（在籍中学校で用意した調査書用紙）
　※本校規定の封筒を使用し1月24日（金）～2月6日（木）
　【必着】に本校に届くよう郵送してください

（ロ） 自己アピール作文（本校所定用紙）
　※本校規定の封筒を使用し1月24日（金）～2月6日（木）
　【必着】に本校に届くよう郵送してください

（イ） 調査書（在籍中学校で用意した調査書用紙）
　※本校規定の封筒を使用し1月24日（金）～2月6日（木）
　【必着】に本校に届くよう郵送してください 

募集人員

出願資格

合格発表

帰国生入試

男子若干名 男子若干名

書類選考 国語・英語・数学（各50分・各100点）

出願期間 10月16日（水）～10月31日（木）
インターネット出願（時差は考慮します）

1月24日（金）～1月30日（木）
インターネット出願（時差は考慮します）

書類選考のため登校する必要はありません 2月11日（祝）

専願・併願の区別はありません（公立、他の私学いずれも併願可）

A方式（書類選考） B方式（オープン）

提出書類

試験科目

選考日

入学手続き

11月9日（土） 9:00～15:00 本校ホームページにて発表
※合格者には手続き書類を郵送します。

2月12日（水） 9:00～11:00 （受験票を持参）
　※合格者には手続き書類をお渡しします。

【手続き②】

【手続き①】入学金250,000円を、12月2日（月）までに
本校所定の口座に振り込んでください。

受験料 30,000円　インターネット出願後、クレジットカード、コ
ンビニ、ペイジー対応金融機関ATMで支払ってください。

25,000円　インターネット出願後、クレジットカード、コ
ンビニ、ペイジー対応金融機関ATMで支払ってください。

提出書類
受付期間

原則本校規定の封筒を使用し、10月16日（水）～11月5日
（火）の期間内に本校に届くよう郵送してください。

原則本校規定の封筒を使用し、1月24日（金）～2月6日
（木）の期間内に本校に届くように郵送してください。

施設費250,000円を、3月3日（火）までに
本校所定の口座に振り込んでください。

【手続き②】

【手続き①】入学金250,000円のうち150,000円を、2月13日（木）
までに本校所定の口座に振り込んでください。

入学金残金100,000円と施設費250,000円を、3月3日（火）
までに本校所定の口座に振り込んでください。

（1）2004年4月2日～2005年4月1日に出生の男子
（2）海外滞在2年以上／帰国後1年以内（原則）
（3）本校に入学する場合、原則自宅から通学可能なもの
（4）本校の書類選考基準に適合したもの

（1）2004年4月2日～2005年4月1日に出生の男子
（2）海外滞在1年以上／帰国後2年以内（原則）
（3）本校に入学する場合、原則自宅から通学可能なもの

◎文部科学大臣の認定を受けた日本人学校在籍者
（イ） 自己アピール作文（本校所定用紙－日本語で記入）
（ロ） 日本人学校または国内公立中からの調査書
（ハ） ）54TBi/031TBC（054LFEOTはたま上以級2検英 
　　 以上を証明する書類（コピー可）
（ニ） 滞在を証明する書類

◎海外の現地校・インターナショナルスクール在籍者
（イ） 自己アピール作文（本校所定用紙－日本語で記入）
（ロ） 外国の学校が発行した成績証明書
 （成績証明書が取れない場合は手元の通知表のコピーでも可）

（ハ） ）97TBi/312TBC（055LFEOTはたま上以級1準検英
　　 以上を証明する書類（コピー可）
（ニ） 滞在を証明する書類

（イ） 調査書または成績証明書
（ロ） 滞在を証明する書類

書類選考基準　 とこすた満もれずい）ロ（）イ（※

◎文部科学大臣の認定を受けた日本人学校在籍者
（イ）日本人学校での最終成績が5教科20以上/25、または

国内公立中3年（前期・一学期）の成績が22以上/25
（ロ） ）54TBi/031TBC（054LFEOTはたま上以級2検英
　　以上、またはそれに準ずるもの

◎海外の現地校・インターナショナルスクール在籍者
（イ）日本の中学校に相当する課程の学業成績が優秀
（ロ）英検準1級以上または ）97TBi/312TBC（055LFEOT
　　以上、またはそれに準ずるもの

書類選考基準　

上記基準に当てはまらなくても考慮する場合があります。
詳しくは本校入試対策部までお問い合わせください。

※合格者には手続き書類をお渡しします。（受験票を持参して必ず来校してください。）
　受領されない場合は、入学辞退扱いになりますので、ご注意ください。
出願および合格書類の受け取りは個人情報の保護等により、本人またはその保護者に
限らせていただきます。

2月13日（木）　

※選考基準は別途お問い合わせください
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※受験票は本校から発送しませんので、必ず
ご自宅等で印刷し、紛失しないようにしてく
ださい。

※受験票は本校から発送しませんので、必ず
ご自宅等で印刷し、受験票を試験当日お持
ちください。

インターネット出願サイト
出願期間一週間前になりましたら、本校ホー
ムページに出願サイトへリンクするバナーを
設置します。そちらから出願サイトへ移動し
てください。

出願期間一週間前になりましたら、本校ホー
ムページに出願サイトへリンクするバナーを
設置します。そちらから出願サイトへ移動し
てください。

ＩＤ（メールアドレス）登録
メールアドレスをIDとして登録してください。
緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレ
スを登録してください。イベント予約で既に
メールアドレスをご登録済みの方は、そちら
のIDをお使いください。

メールアドレスをIDとして登録してください。
緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレ
スを登録してください。イベント予約で既に
メールアドレスをご登録済みの方は、そちら
のIDをお使いください。

ログイン／マイページ
登録したメールアドレスを使ってログインし
てください。マイページが表示されます。

登録したメールアドレスを使ってログインし
てください。マイページが表示されます。

出願情報入力
出願期間になりましたら、志願者情報を入力
し、出願する試験を選択してください。

出願期間になりましたら、志願者情報を入力
し、出願する試験を選択してください。

支払方法選択
受験料のお支払いにはクレジットカード、コ
ンビニ、ペイジー対応金融機関ATMをご利用
いただけます。また、お支払いには別途手数料
が発生します。

受験料のお支払いにはクレジットカード、コ
ンビニ、ペイジー対応金融機関ATMをご利用
いただけます。また、お支払いには別途手数料
が発生します。

受験票印刷
受験料お支払い完了後、マイページから受験
票を取得し、印刷してください。

受験料お支払い完了後、マイページから受験
票を取得し、印刷してください。

調査書など必要書類郵送
調査書、作文、その他の必要書類を郵送する際
は、受験票と一緒に印刷される宛名状を本校
指定の封筒（原則）に貼付し、簡易書留で郵送
してください。
海外からの郵送はEMSなどを利用してくだ
さい。（指定の封筒でなくてもかまいません）

出願手続きは以上となります。書類選考の
ため試験日はありませんが、合格発表後、
受験票が必要になります。受験票を必ず持
参してください。

出願手続きは以上となります。試験当日、
受験票を必ず持参してください。

調査書など必要書類を郵送する際は、受験票
と一緒に印刷される宛名状を本校指定の封筒
（原則）に貼付し、簡易書留で郵送してくださ
い。
海外からの郵送はEMSなどを利用してくだ
さい。（指定の封筒でなくてもかまいません）
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ペイジー（ネットバンキング）支払い

一般入試・帰国生入試　Ａ方式 一般入試・帰国生入試　Ｂ方式

■■ インターネット出願手続きの流れ

調査書受領後登録したメール
アドレスに受領証を送ります。
印刷して中学校に提出してく
ださい。

インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン・タブレット）及びプリンターをご用意ください。
※ご自宅にプリンターがない方は、コンビニのサービス等を利用した印刷機器などで印刷していただくことが可能です。
※インターネットに接続できる環境がない場合は、本校窓口でも出願できます。

本校のホームページから「インターネット出願」サイトにアクセスしてください。

１．メールアドレス登録（初回のみ）が必要となります。（登録いただいたメールアドレスは、手続き完了メール送信、緊急連絡等
にも利用）

２．出願内容、入試日程等の入力・選択
利用規約などに同意の上、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。

３．受験料支払方法を選択
「クレジットカード決済」「コンビニレジ支払い」「ペイジー対応金融機関ATM支払い」「ペイジー（ネットバンキング）での支
払い」の４つから、ご希望のお支払方法を選択します。

４．受験料を支払う
①クレジットカードによるオンライン決済、②コンビニレジでの支払い、③ペイジー対応金融機関ＡＴＭ、④ペイジー（ネッ
トバンキング）での支払いの４種類です。
【注意事項】受験料支払後、入力内容の誤りを発見した場合は、本校までお問い合わせください。

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。（24時間可）
支払いについては、志願者の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。

②コンビニレジでの支払い
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、選択したコンビニレジにて支払いを済ませてください。
支払い後に受け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。　

▼ご利用いただけるコンビニ

③ぺイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払い
ペイジー対応金融機関ＡＴＭで支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます）。 
ただし、金融機関窓口でお支払いただくことはできません。 

【注意事項】・キャッシュカードをご利用の場合は、ＡＴＭ設置金融機関のキャッシュカードをご用意ください。
（ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょカードのみご利用いただけます。）現金でのお支払いも可能です。（10万円まで）
・ATM操作途中で操作を取りやめ、異なる金融機関ATMにて再操作するとロックがかかります。ご注意ください。  

▼ご利用いただける金融機関　　
　　　　　　　みずほ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・三井住友銀行・千葉銀行・ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行・
　　　　　　　横浜銀行・近畿大阪銀行・広島銀行・福岡銀行・親和銀行・東和銀行・熊本銀行・京葉銀行・南都銀行・
　　　　　　　足利銀行・七十七銀行
※ペイジー（Pay-easy）操作方法の詳細については http://pay-easy.jp をご覧ください。

④ぺイジー（ネットバンキング）での支払い
ペイジー対応金融機関ネットバンキングの手順・画面に関しては各機関で違いがあります。ネットバンキングの
手順・画面に関するお問い合わせは、各金融機関へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

受験票を印刷

１．受験料お支払い後、支払い完了メールが届きます。
出願サイトにアクセスし、マイページより、受験票をご自宅やコンビニ等で印刷してください。（Ａ４判、白い紙）
【注意事項】受験票は、本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニ等で印刷し、試験当日お持ちください。　
また、入学手続時に受験票を確認するため、それまで各自で保管してください。

STEP1

STEP2

STEP3

■■ インターネット出願を利用する環境について

■■ インターネット出願の手順

▼ご利用いただけるクレジットカード


