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※インターネット出願の⽅法については裏⾯の「インターネット出願⼿続きの流れ」をご覧ください。
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＜インターネット出願⼿続きの流れ＞

インターネット出願サイト
募集期間が近くなりましたら、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。イベント予約等で既にメールアドレス（mcID）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。
顔写真データがある⽅は、ここでアップロードすると、受験票と写
真票に顔写真が印刷されます。

出願情報⼊⼒
志願者情報を⼊⼒し、出願する試験を選択してください。

受験料決済
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／顔写真貼付
受験料お⽀払い完了後、マイページから受験票と写真票を印
刷し、顔写真を貼付してください。顔写真データをアップロードさ
れた⽅は受験票と写真票の写真貼付欄に印刷されます。

調査書郵送
調査書を郵送する際は、受験票と⼀緒に印刷される宛名票を
市販の封筒に貼付し、調査書等を郵送してください。

出願⼿続きは以上となります。
試験当⽇、写真票と受験票を必ず持参してください。

※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、受験⽣の顔写真を貼付のうえ受験票
と写真票を試験当⽇お持ちください。顔写真データをアップロードされた⽅は、写真の貼付は不要です。
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令令和和 55 年年度度  生生徒徒募募集集要要項項((抜抜粋粋))【【中中学学】】  

⼊試区分 ⾃⾃⼰⼰推推薦薦⼊⼊試試 第第 11 期期⼊⼊試試 第第 22 期期⼊⼊試試

募集⼈数 70名
150 名

（付属⼩学校からの推薦を含む）
20名

出願

資格

(1)令和 5年 3⽉に⼩学校を
卒業⾒込みの者

(2)本校を第⼀志望とし，合格
した場合は必ず⼊学するこ
とを約束できる者

令和 5年 3⽉に⼩学校を卒業⾒込みの者

⽅法 インターネット

受験料 20,000 円
20,000 円

※⾃⼰推薦⼊試を受験して不合格と
なった場合は不要です。

20,000 円

期間
令和 4年 11 ⽉ 14 ⽇(⽉)10:00

〜11 ⽉ 29 ⽇(⽕)16:00
令和 4年 12 ⽉ 5⽇(⽉)10:00

〜令和 5年 1⽉ 19 ⽇(⽊)16:00
令和 4年 12 ⽉ 5⽇(⽉)10:00
〜令和 5年 1⽉ 24 ⽇(⽕)16:00

出願
書類

提出書類
・⼊学志願書
・英検合格証のコピー
（4級以上取得者のみ）

英検合格証のコピー
（4級以上取得者のみ）

提出⽅法 郵送または窓⼝持参

提出期限

郵送：11 ⽉ 30 ⽇(⽔)必着
窓⼝：11 ⽉ 30 ⽇(⽔)15:00

郵送：1⽉ 20 ⽇(⾦)必着
窓⼝：1⽉ 20 ⽇(⾦)15:00

郵送：1⽉ 25 ⽇(⽔)必着
窓⼝：1⽉ 25 ⽇(⽔)15:00

※窓⼝受付は平⽇ 9:00〜15:00，⼟曜⽇ 9:00〜12:00，⽇曜・祝⽇および令和 4年 12 ⽉ 24 ⽇(⼟)〜
令和 5年 1⽉ 10 ⽇(⽕)は除く。

試験

試験⽇ 令和 4年 12 ⽉ 1⽇(⽊) 令和 5年 1⽉ 21 ⽇(⼟) 令和 5年 1⽉ 26 ⽇(⽊)

科⽬ 国語・算数各 100 点，社会・理科各 80点（360 点満点）
国語・算数各 100 点
（200 点満点）

加点 あり（英検 4級は 3点，３級以上は 5点を加点）

⾯接 なし

合格発表 令和 4年 12 ⽉ 2⽇(⾦)10:00
令和 5年 1⽉ 22 ⽇(⽇)15:00

（注 1）
令和 5年 1⽉ 27 ⽇(⾦)10:00

⼊学
⼿続

⼿続⾦ 300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円・施設費 100,000 円）

期間
令和 4年 12 ⽉ 2⽇(⾦)10:00

〜12 ⽉ 6⽇(⽕)16:00
令和 5年 1⽉ 22 ⽇(⽇)15:00

〜1⽉ 25 ⽇(⽔)16:00
令和 5年 1⽉ 27 ⽇(⾦)10:00

〜2⽉ 5⽇(⽇)16:00

延納 なし

あり
※前納⾦ 50,000 円を振込み，
延納の⼿続きをした場合は
2⽉ 5⽇(⽇)16:00 まで延納
することができます。

なし

⼊学者登校⽇(注 2) 令和 4年 12 ⽉ 10 ⽇(⼟) 令和 5年 2⽉ 10 ⽇(⾦)

(注 1)⾃⼰推薦・第１期⼊試共に受けた受験⽣を対象に，１期⼊試合格発表の際に繰上げ合格の候補者の発表をします。なお，繰上
げ合格と決まった場合には，⼊学⼿続き締切り後（2⽉ 5⽇ 17:00 以降）から 2⽉末までの期間に電話にてご連絡致します。

(注 2)⼊学者の登校⽇の詳細は合格発表後にメールでお知らせします。  
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀中中学学校校募募集集要要項項【【⾃⾃⼰⼰推推薦薦⼊⼊試試】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 7700 名名

出願資格
(1)令和 5 年 3 ⽉に⼩学校を卒業⾒込みの者
(2)本校を第⼀志望とし，合格した場合は必ず⼊学することを約束できる者

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 11 ⽉ 14 ⽇（⽉）10:00〜11 ⽉ 29 ⽇（⽕）16:00

(2)⼊学志願書，英検合格証（コピー）の提出：郵送または窓⼝持参
郵送の場合は令和 4 年 11 ⽉ 30 ⽇（⽔）必着とし，窓⼝持参の場合は 11 ⽉ 30 ⽇(⽔)15:00
までとします。ただし，窓⼝での受付は平⽇ 9:00〜15:00，⼟曜⽇ 9:00〜12:00 とし，⽇曜・
祝⽇は除きます。

受験料と
納⼊⽅法

受験料：20,000 円
受験料は出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択して納⼊してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして受験票・写真票および宛名票を印刷してください。

宛名票は，⼊学志願書を⼊れた封筒に必ず貼ってください。なお，受験票・写真票・宛名
票は振込み⼿続き終了後に印刷可能となります。

(2)顔写真の貼付について
受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ

れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇【会場／集合時間】 令令和和 44 年年 1122 ⽉⽉ 11 ⽇⽇（（⽊⽊））【【本校／8:30】】

試験時間／配点

１．国語  8:45〜 9:35（50 分 100 点満点）
２．算数  9:55〜10:45（50 分 100 点満点）
３．社会 11:05〜11:45（40 分  80 点満点）
４．理科 12:05〜12:45（40 分  80 点満点）

３３．．入入学学志志願願書書ににつついいてて  

⼊学志願書は保護者の署名・捺印，および受験⽣の⾃筆による志望理由等を記⼊して頂くものです。なお，⼊学志願
書は，9 ⽉以降に本校の Web ページに掲載する予定です。必要事項を記⼊し，捺印した上で，受験票と⼀緒に印刷され
る宛名票を貼った封筒に⼊れて郵送または窓⼝へ持参してください。

４４．．加加点点とと合合否否判判定定ににつついいてて  

英検を取得している場合は 4 級 3 点，3 級以上で 5 点を加点します。出願書類と共に合格証のコピーを郵送または
窓⼝へ提出してください。

合否は志願書および⼊学試験（加点を含む）により総合的に判定します。
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５５．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 

合格発表 令令和和 44 年年 1122 ⽉⽉ 22 ⽇⽇（（⾦⾦））1100::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 4 年 12 ⽉ 2 ⽇（⾦）10:00〜12 ⽉ 6 ⽇（⽕）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦は返還いたしませんのでご了承ください。

６６．．繰繰上上げげ合合格格ににつついいてて  

⾃⼰推薦・第 1 期共に受験した⽣徒を対象に繰上げ合格を設けており，1 期の合格発表の際に繰上げ合格候補者で
あることを発表します。繰上げ合格は⼿続き状況により決定し，合格と決まった場合には⼊学⼿続き締切り後（2 ⽉
5 ⽇ 17:00 以降）から 2 ⽉末までの期間に電話にてご連絡致します。

７７．．入入学学者者ガガイイダダンンススににつついいてて  

⽇時：令和 4 年 12 ⽉ 10 ⽇（⼟）（会場：本校多⽬的ホール）
※登校時間等の詳細は⼊学⼿続き後に合格者へお知らせします。

８８．．昨昨年年度度入入試試結結果果  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 159 103 262
受験者数 159 102 261
合格者数 50 39 89
実質倍率 3.18 2.62 2.93

合格最低点 201

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 55.7 61.1 57.8
算数（100 点） 46.9 47.9 47.3
理科（80 点） 32.6 32.5 32.5
社会（80 点） 43.4 41.4 42.6
合計（360 点） 178.9 183.3 180.7
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀中中学学校校募募集集要要項項【【第第１１期期⼊⼊試試】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 115500 名名  ((付付属属⼩⼩学学校校かかららのの推推薦薦をを含含むむ))
出願資格 令和 5 年 3 ⽉に⼩学校を卒業⾒込みの者

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 12 ⽉ 5 ⽇（⽉）10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 19 ⽇（⽊）16:00

(2)英検の合格証（コピー）の提出：郵送または窓⼝持参
郵送の場合は令和 5 年 1 ⽉ 20 ⽇（⾦）必着とし，窓⼝持参の場合は 1 ⽉ 20 ⽇(⾦)15:00 まで
とします。ただし，窓⼝受付は平⽇ 9:00〜15:00，⼟曜⽇ 9:00〜12:00 とし，⽇曜・祝⽇および
令和 4 年 12 ⽉ 24 ⽇(⼟)〜令和 5 年１⽉ 10 ⽇(⽕)は除きます。

受験料と
納⼊⽅法

受験料：20,000 円
受験料は出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択して納⼊してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振り込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。
※⾃⼰推薦⼊試を受験して不合格となった場合の受験料は不要です。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして頂き，受験票・写真票を印刷して試験当⽇に持参し

てください。宛名票は英検の合格証（コピー）を郵送または持参する際に必ず封筒に貼ってくだ
さい。なお，受験票・写真票・宛名票は振込み⼿続き完了後に印刷可能となります。

(2)顔写真の貼付について
受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ

れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇【会場／集合時間】 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 2211 ⽇⽇（（⼟⼟））【【本校／8:30】】

試験時間／配点

１．国語  8:45〜 9:35（50 分 100 点満点）
２．算数  9:55〜10:45（50 分 100 点満点）
３．社会 11:05〜11:45（40 分  80 点満点）
４．理科 12:05〜12:45（40 分  80 点満点）

３３．．加加点点ににつついいてて  

英検を取得している場合は 4 級 3 点，3 級以上で 5 点を加点します。受験料の振込み終了後，出願サイトから宛名票
を印刷し，合格証のコピーを⼊れた封筒に貼って郵送または窓⼝へ提出してください（宛名票は振込み完了後に印刷可
能となります）。
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４４．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 

合格発表 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 2222 ⽇⽇（（⽇⽇））1155::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 5 年 1 ⽉ 22 ⽇（⽇）15:00〜1 ⽉ 25 ⽇（⽔）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
(4)延納：延納を希望する場合は，上記の⼿続き期間中に本校の「⼊学⾦決済サイト」で前納⾦（⼊

学⾦の⼀部）50,000 円を振込み，延納⼿続きをしてください。⼊学の意思を決定された場
合は，令和 5 年 2 ⽉ 5 ⽇（⽇）16:00 までに⼊学⼿続き⾦の残⾦ 250,000 円を振込み，⼊
学⼿続きを⾏ってください。

※上記の⼿続き期間内に⼊学⼿続きが⾏われない場合，延納⼿続きがされていても 2 ⽉ 5 ⽇（⽇）
16:00 までに⼊学⼿続きが完了されない場合は，⼊学許可を取り消します。

※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦・前納⾦は返還いたしませんのでご了承ください。

５５．．繰繰上上げげ合合格格ににつついいてて  

⾃⼰推薦・第 1 期共に受験した⽣徒を対象に繰上げ合格を設けており，1 期の合格発表の際に繰上げ合格候補である
ことを発表します。繰上げ合格は⼿続き状況により決定し，合格と決まった場合には，⼊学⼿続き締切り後（2 ⽉ 5 ⽇
17:00 以降）から 2 ⽉末までの期間に電話にて連絡致します。

６６．．入入学学者者ガガイイダダンンススににつついいてて  

⽇時：令和 5 年 2 ⽉ 10 ⽇（⾦）
※無断⽋席の場合は⼊学辞退と判断させていただきます。

７７．．昨昨年年度度入入試試結結果果  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 509 286 795
受験者数 491 279 770
合格者数 274 150 424
実質倍率 1.79 1.86 1.82

合格最低点 220

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 63.9 68.0 65.4
算数（100 点） 52.2 49.1 51.1
理科（80 点） 49.6 47.4 48.8
社会（80 点） 54.3 52.7 53.7
合計（360 点） 220.3 217.6 219.3
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀中中学学校校募募集集要要項項【【第第２２期期⼊⼊試試】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 2200 名名
出願資格 令和 5 年 3 ⽉に⼩学校を卒業⾒込みの者

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 12 ⽉ 5 ⽇（⽉）10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 24 ⽇（⽕）16:00

(2)英検の合格証（コピー）の提出：郵送または窓⼝持参
郵送の場合は令和 5 年 1 ⽉ 25 ⽇（⽔）必着とし，窓⼝持参の場合は令和 5 年 1 ⽉ 25 ⽇(⽔)
15:00 までとします。ただし，窓⼝受付は平⽇ 9:00〜15:00，⼟曜⽇ 9:00〜12:00 とし，⽇曜・
祝⽇および令和 4 年 12 ⽉ 24 ⽇(⼟)〜令和 5 年 1 ⽉ 10 ⽇(⽕)は除きます。

受験料と
納⼊⽅法

受受験験料料：：2200,,000000 円円
出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振り込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして頂き，受験票・写真票を印刷して，試験当⽇に持参

してください。宛名票は英検の合格証（コピー）を郵送または持参する封筒に貼ってください。
(2)顔写真の貼付について

受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ
れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇【会場／集合時間】 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 2266 ⽇⽇（（⽊⽊））【【本校／8:30】】

試験時間／配点
１．国語  8:45〜 9:35（50 分 100 点満点）
２．算数  9:55〜10:45（50 分 100 点満点）

３３．．加加点点ににつついいてて  

英検を取得している場合は4級3点，3級以上で5点を加点します。受験料の振込み終了後、出願サイトから宛名票を印
刷し，合格証のコピーを⼊れた封筒に貼って郵送または窓⼝へ提出してください（宛名票は振込み完了後に印刷可能と
なります）。

４４．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 
合格発表 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 2277 ⽇⽇（（⾦⾦））1100::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 5 年 1 ⽉ 27 ⽇（⾦）10:00〜2 ⽉ 5 ⽇（⽇）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦は返還いたしませんのでご了承ください。
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５５．．入入学学者者ガガイイダダンンススににつついいてて  

⽇時：令和 5年 2⽉ 10 ⽇（⾦）
※無断⽋席の場合は⼊学辞退と判断させていただきます。

６６．．昨昨年年度度入入試試結結果果  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 177 110 287
受験者数 153 103 256
合格者数 20 12 32
実質倍率 7.65 8.58 8.00
合格最低点 148

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 67.1 69.1 67.9
算数（100 点） 50.5 46.0 48.7
合計（360 点） 117.6 115.0 117.0



8

学学費費ににつついいてて（（昨昨年年度度））  

◎⼊学時
▪⼊学⾦ 200,000 円 ▪施設費 100,000 円（1 年次分）

◎⼊学後
▪授業料：30,500 円（⽉額）
▪教育充実費：5,250 円(⽉額)
▪施設費：2 年次 100,000 円／3 年次 100,000 円（年額）
▪⽣徒会費：⼊会⾦ 2,000 円（初年度のみ）／会費 600 円(⽉額)
▪⽗⺟の会費：⼊会⾦ 2,000 円（初年度のみ）／会費 2,200 円（⽉額）
▪図書費 300 円（⽉額） ▪実験実習費 1,000 円（⽉額） ▪施設充実費 8,000 円（⽉額）

◎その他
問題集や芸術選択等の副教材，ICT 機器（iPad），総合学習の費⽤などの徴収⾦があります（2022 年度は 1 年間で

約 227,000 円です）。
※iPad（セルラーモデル）は 3 年間のレンタル契約しますので本体購⼊費⽤は必要ありませんが，初期設定費（初

年度のみ）や通信費等がかかります。また，授業で使⽤するアプリの費⽤がかかります。

制制服服ににつついいてて  

昨年度の指定購⼊品は以下の通りです(価格は税込み)。なお，セーターやコート，マフラーはオプション品です。
【制服】

男⼦ ⼥⼦
冬制服（上下） 44,880 円 冬制服（上下） 29,260 円
⻑袖ワイシャツ 5,940 円 リボン 2,310 円

通学鞄 9,350 円 紺ハイソックス 1,100 円
登校靴 9,900 円 通学鞄 19,800 円

夏スラックス 11,440 円 登校靴 7,150 円
半袖ワイシャツ 5,720 円 夏制服（上下） 19,470 円

⽩ハイソックス 1,100 円
【男⼥共通品】

靴（上履き） 2,805 円 トレーニングウエア（上下） 14,772 円
靴（グラウンド履き） 5,093 円 T シャツ・ハーフパンツ 6,809 円

靴（体育館履き） 4,085 円
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令令和和 55 年年度度  生生徒徒募募集集要要項項((抜抜粋粋))【【高高校校】】  

⼊試区分

(募集⼈数)

特進（40 名） 進学（80 名）
単願推薦 併願推薦 第⼀志望⼊試 ⼀般⼊試

出

願

資格

(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を
卒業⾒込みの者

(2)本校を第⼀志望とし,合格
した場合は必ず⼊学する
ことを約束できる者

(3)3 年次（12 ⽉末迄）の⽋
席⽇数が 10 ⽇以内の者

(4)3 年次の 5 教科の評定値
合計が 22 以上かつ在籍
中学校校⻑が推薦する者

(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を
卒業⾒込みの者

(2)3 年次（12 ⽉末迄）の⽋
席⽇数が 10 ⽇以内の者

(3) 3 年次の 5 教科の評定値
合計が 23 以上かつ在籍
中学校校⻑が推薦する者

(1)令和 5 年 3 ⽉に中
学校を卒業⾒込み
の者

(2)本校を第⼀志望と
し,合格した場合
は必ず⼊学するこ
とを約束できる者

(3) 3 年次（12 ⽉末
迄）の⽋席⽇数
が 10 ⽇以内の
者

(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を
卒業⾒込みの者，または
中学校を卒業した者

(2) 3 年次（12 ⽉末迄）の
⽋席⽇数が 10 ⽇以内
の者

(3)特進クラスを希望する
場合は「5 教科の評定値
合計が 22 以上」を満た
し，出願時に「特進クラ
スを希望する」を選択す
ること。

⽅法 インターネット

受験料 20,000 円

期間 令和 4 年 12 ⽉ 19 ⽇（⽉)10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 14 ⽇(⼟)16:00

出

願

書

類

提出
書類

・調査書
・推薦書

・調査書
・志望理由書
・英検合格証のコピ
ー
(準 2 級以上取得者の
み)

・調査書
・英検合格証のコピー
(準 2 級以上取得者のみ)

※出願資格の「5 教科の評定値」とは，調査書に記載された国社数理英のものとする。なお，「調査書」は公⽴⾼校
提出⽤のものとし，2 学期制の場合は中学 3 年次後期中間試験までのもの，3 学期制の場合は中学 3 年次 2 学期末ま
でのものとする。

提出⽅法 郵送のみ

提出期限 令和 5 年 1 ⽉ 16 ⽇(⽉)必着

試

験

試験⽇ 令和 5 年 1 ⽉ 17 ⽇(⽕)

科⽬ 国語・数学・英語各 100 点（300 点満点） 【注】英語ではリスニングがあります。

加点 なし あり（英検準 2 級は 5 点，2 級以上は 10 点を加点）

⾯接 なし

合

否

判定

特進：⼊学試験および提出書類により総合的に判定し，合否を決定します（進学クラスでの⼊学となる場合もありま
す）。なお，下記⽇時での発表は合否のみとし，特進クラス，進学クラスどちらでの⼊学となるかは，延納を含めた
⼊学⼿続き終了後に発表となります（⼊学者登校⽇にお知らせします）。
進学：⼊学試験および提出書類により総合的に判定し，合否を決定します。

発表 令和 5 年 1 ⽉ 18 ⽇(⽔)10:00

⼊

学

⼿

続

⼿続⾦ 300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円・施設費 100,000 円）

期間 令和 5 年 1 ⽉ 18 ⽇(⽔)10:00〜1 ⽉ 24 ⽇(⽕)16:00

延納 なし あり（注 1） なし あり（注 1）

⼊学者登校⽇ 令和 5 年 3 ⽉ 7 ⽇(⽕) （注 2）

（注 1）前納⾦ 30,000 円を振込み延納⼿続きをした場合は，3 ⽉ 4 ⽇(⼟)12:00 まで延納できます。
（注 2）⼊学者の登校⽇の詳細は合格発表後にメールでお知らせします。
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀⾼⾼等等学学校校募募集集要要項項【【単単願願推推薦薦（（特特進進））】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 併併願願推推薦薦とと合合わわせせてて 4400 名名

出願資格

(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を卒業⾒込みの者
(2)本校を第⼀志望とし，合格した場合は必ず⼊学することを約束できる者
(3)３年次（第 3 学年４⽉〜12 ⽉末まで）の⽋席⽇数が 10 ⽇以内の者
(4) 5 教科の評定値合計が 22 以上で，在籍中学校校⻑が推薦する者
※「5 教科の評定値」とは，調査書に記載された国社数理英のものとし，「調査書」は公⽴⾼校

出願⽤のものとする。ただし，2 期制の場合は中学 3 年次後期中間試験までのもの，3 期制の
場合は中学 3 年次の 2 学期までのものとする。

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 12 ⽉ 19 ⽇（⽉）10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 14 ⽇（⼟）16:00

(2)出願書類（調査書，推薦書）の提出：郵送のみ
令和 5 年 1 ⽉ 16 ⽇(⽉)必着（必ず宛名票を封筒に貼ってください）

※調査書・推薦書は出⾝中学校で厳封したものを郵送してください。

受験料と
納⼊⽅法

受受験験料料：：2200,,000000 円円
出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振り込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして頂き，受験票・写真票・宛名票を印刷してください。

(2)顔写真の貼付について
受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ

れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇ 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1177 ⽇⽇（（⽕⽕））
会場／集合時間 本校／8:40

試験時間／配点
１．国語  9:00〜 9:50（50 分 100 点満点）
２．英語 10:10〜11:00（50 分 100 点満点）【リスニングあり】
３．数学 11:20〜12:10（50 分 100 点満点）

３３．．合合否否判判定定ににつついいてて  

⼊学試験，提出書類により総合的に判定し，合否を決定します。特進クラスでの合格とならなかった場合は，進学
クラスでの合否判定を⾏います。なお，特進クラス，進学クラスのどちらでの⼊学となるかは，⼊学者登校⽇（３⽉７⽇）
にお知らせします。



11

４４．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 

合格発表 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1188 ⽇⽇（（⽔⽔））1100::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 5 年 1 ⽉ 18 ⽇（⽔）10:00〜1 ⽉ 24 ⽇（⽕）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦は返還いたしませんのでご了承ください。

５５．．特特進進ククララススににつついいてて

特進クラスは各学年に 2 クラスずつあり（⾼１は内進⽣と⾼⼊⽣各 1 クラスずつ），国公⽴・難関私⼤を⽬指す
クラスです。そのため授業内容や進度は進学クラスとは異なりますが，部活動への参加に制限はありません。
2 年次より⽂系・理系に分かれますが，進級の際には成績により進学クラスへ変更となる場合もあります。
また，⽇本⼤学への推薦，学校推薦型選抜での⼤学進学は可能です。
６６．．入入学学者者登登校校日日ににつついいてて  

⽇時：令和 5 年 3 ⽉ 7 ⽇（⽕）
※登校時間等の詳細は合格後にお知らせします。

７７．．昨昨年年度度入入試試結結果果  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 78 54 132
受験者数 78 54 132
合格者数 78 54 132
実質倍率 1.00 1.00 1.00

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 64.9 66.8 65.7
数学（100 点） 54.2 47.1 51.3
英語（100 点） 56.1 54.8 55.6
合計（300 点） 175.2 168.7 172.5

特進クラス合格最低点 190
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀⾼⾼等等学学校校募募集集要要項項【【併併願願推推薦薦（（特特進進））】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 単単願願推推薦薦とと合合わわせせてて 4400 名名

出願資格

(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を卒業⾒込みの者，または中学校を卒業した者
(2)３年次（第 3 学年４⽉〜12 ⽉末まで）の⽋席⽇数が 10 ⽇以内の者
(3) 5 教科の評定値合計が 23 以上で，在籍中学校校⻑が推薦する者
※「5 教科の評定値」とは，調査書に記載された国社数理英のものとし，「調査書」は公⽴⾼校

出願⽤のものとする。ただし，2 期制の場合は中学 3 年次後期中間試験までのもの，3 期制の
場合は中学 3 年次の 2 学期までのものとする。

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 12 ⽉ 19 ⽇（⽉）10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 14 ⽇（⼟）16:00

(2)出願書類（調査書，推薦書）の提出：郵送のみ
令和 5 年 1 ⽉ 16 ⽇(⽉)必着（必ず宛名票を封筒に貼ってください）

※調査書・推薦書は出⾝中学校で厳封したものを郵送してください。

受験料と
納⼊⽅法

受受験験料料：：2200,,000000 円円
出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振り込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして頂き，受験票・写真票・宛名票を印刷してください。

(2)顔写真の貼付について
受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ

れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇ 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1177 ⽇⽇（（⽕⽕））
会場／集合時間 本校／8:40

試験時間／配点
１．国語  9:00〜 9:50（50 分 100 点満点）
２．英語 10:10〜11:00（50 分 100 点満点）【リスニングあり】
３．数学 11:20〜12:10（50 分 100 点満点）

３３．．合合否否判判定定ににつついいてて  

⼊学試験，提出書類により総合的に判定し，合否を決定します。特進クラスでの合格とならなかった場合は，進学
クラスでの合否判定を⾏います。なお，特進クラス，進学クラスのどちらでの⼊学となるかは，⼊学者登校⽇（３⽉７⽇）
にお知らせします。
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４４．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 

合格発表 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1188 ⽇⽇（（⽔⽔））1100::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 5 年 1 ⽉ 18 ⽇（⽔）10:00〜1 ⽉ 24 ⽇（⽕）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
(4)延納⼿続きについて

併願推薦で合格し延納を希望する場合は，上記の⼿続き期間中に本校の「⼊学⾦決済サイト」
で前納⾦（⼊学⾦の⼀部）30,000 円を振込み，延納⼿続きをしてください。⼊学の意思を決定さ
れた場合は，令和 5 年 3 ⽉ 4 ⽇（⼟）12:00 までに⼊学⼿続き⾦の残⾦ 270,000 円を振込み，⼊
学⼿続きを⾏ってください。

※上記の⼿続き期間内に⼊学⼿続きが⾏われない場合，または延納⼿続きがされていても 3 ⽉ 4 ⽇
（⼟）12:00 までに⼊学⼿続きが完了されない場合は⼊学許可を取り消します。

※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦・前納⾦は返還いたしませんのでご了承ください。

５５．．特特進進ククララススににつついいてて

特進クラスは各学年に 2 クラスずつあり（⾼１は内進⽣と⾼⼊⽣各 1 クラスずつ），国公⽴・難関私⼤を⽬指す
クラスです。そのため授業内容や進度は進学クラスとは異なりますが，部活動への参加に制限はありません。
2 年次より⽂系・理系に分かれますが，進級の際には成績により進学クラスへ変更となる場合もあります。
また，⽇本⼤学への推薦，学校推薦型選抜での⼤学進学は可能です。
６６．．入入学学者者登登校校日日ににつついいてて  

⽇時：令和 5 年 3 ⽉ 7 ⽇（⽕）
※登校時間等の詳細は合格後にお知らせします。

７７．．昨昨年年度度入入試試結結果果  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 147 93 240
受験者数 146 93 239
合格者数 146 93 239
実質倍率 1.00 1.00 1.00

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 71.4 74.6 72.6
数学（100 点） 60.5 55.7 58.6
英語（100 点） 65.6 66.0 65.6
合計（300 点） 197.4 196.3 196.8
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀⾼⾼等等学学校校募募集集要要項項【【第第⼀⼀志志望望⼊⼊試試（（進進学学））】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 ⼀⼀般般⼊⼊試試とと合合わわせせてて 8800 名名

出願資格
(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を卒業⾒込みの者，または中学校を卒業した者
(2)本校を第⼀志望とし，合格した場合は必ず⼊学することを約束できる者
(3)３年次（第 3 学年４⽉〜12 ⽉末まで）の⽋席⽇数が 10 ⽇以内の者

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 12 ⽉ 19 ⽇（⽉）10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 14 ⽇（⼟）16:00

(2)出願書類（調査書，志望理由書，英検合格証のコピー）の提出：郵送のみ
令和 5 年 1 ⽉ 16 ⽇(⽉)必着（必ず宛名票を封筒に貼ってください）
※調査書は公⽴⾼校提出⽤の書式を使⽤し，出⾝中学校で厳封したものを郵送してください。
※英検合格証のコピーは準 2 級以上で加点に該当する場合のみです。

受験料と
納⼊⽅法

受受験験料料：：2200,,000000 円円
出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振り込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして頂き，受験票・写真票・宛名票を印刷してください。

(2)顔写真の貼付について
受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ

れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇ 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1177 ⽇⽇（（⽕⽕））
会場／集合時間 本校／8:40

試験時間／配点
１．国語  9:00〜 9:50（50 分 100 点満点）
２．英語 10:10〜11:00（50 分 100 点満点）【リスニングあり】
３．数学 11:20〜12:10（50 分 100 点満点）

３３．．加加点点ににつついいてて  

英検を取得している場合は準2級5点，2級以上で10点を加点します。該当者は合格証のコピーを調査書、志望理由書
と共に宛名票を貼った封筒に⼊れて郵送してください（宛名票は振込み完了後に印刷可能となります）。
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４４．．合合否否判判定定ににつついいてて 
⼊学試験，英検による加点，調査書，志望理由書により総合的に判定し，進学クラスでの合否を決定します。

５５．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 

合格発表 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1188 ⽇⽇（（⽔⽔））1100::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 5 年 1 ⽉ 18 ⽇（⽔）10:00〜1 ⽉ 24 ⽇（⽕）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦は返還いたしませんのでご了承ください。

６６．．入入学学者者登登校校日日ににつついいてて  

⽇時：令和 5 年 3 ⽉ 7 ⽇（⽕）
※登校時間等の詳細は合格後にお知らせします。

７７．．昨昨年年度度入入試試結結果果  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 53 22 75
受験者数 53 22 75
合格者数 14 1 15
実質倍率 3.79 22.00 5.00

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 64.6 64.4 64.5
数学（100 点） 49.2 43.6 47.6
英語（100 点） 50.0 48.8 49.6
合計（300 点） 163.9 157.5 162.0

合格最低点 190
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千千葉葉⽇⽇本本⼤⼤学学第第⼀⼀⾼⾼等等学学校校募募集集要要項項【【⼀⼀般般⼊⼊試試】】  
１１．．募募集集人人数数・・出出願願資資格格・・出出願願方方法法・・受受験験料料ににつついいてて  

募集⼈数 第第⼀⼀志志望望⼊⼊試試とと合合わわせせてて 8800 名名

出願資格

(1)令和 5 年 3 ⽉に中学校を卒業⾒込みの者，または中学校を卒業した者
(2)3 年次（第 3 学年４⽉〜12 ⽉末まで）の⽋席⽇数が 10 ⽇以内の者
(3)国語・社会・数学・理科・英語の評定合計が 22 以上

【注】上記(3)は特進クラス希望者のみです。特進クラス希望者は出願時に「特進クラスまたは
進学クラスを希望する」を選択してください。

出願⽅法と
出願期間

(1)出願⼿続き及び受験料納⼊：インターネット
令和 4 年 12 ⽉ 19 ⽇（⽉）10:00〜令和 5 年 1 ⽉ 14 ⽇（⼟）16:00

(2) 出願書類（調査書，英検合格証のコピー）の提出：郵送のみ
令和 5 年 1 ⽉ 16 ⽇(⽉)必着（必ず宛名票を封筒に貼ってください）
※調査書は公⽴⾼校提出⽤の書式を使⽤し，出⾝中学校で厳封したものを郵送してください。
※英検合格証のコピーは準 2 級以上で加点に該当する場合のみです。

受験料と
納⼊⽅法

受受験験料料：：2200,,000000 円円
出願サイトから下記の希望する振込⽅法を選択してください。

①クレジットカード決済②コンビニでの⽀払い③ペイジー対応⾦融機関 ATM での⽀払い
なお，振り込みに際し別途⼿数料がかかりますので，出願サイトでご確認ください。

受験票等
について

(1)受験票・写真票・宛名票の印刷
出願サイトよりマイページにログインして頂き，受験票・写真票・宛名票を印刷してください。

(2)顔写真の貼付について
受験票・写真票に貼る志願者の写真は，⼤きさが縦 4 ㎝，横 3 ㎝で，最近 3 か⽉以内に撮影さ

れたものを貼ってください。なお，出願サイトからデータで登録される場合は「顔写真アップロ
ード」において写真のサイズとファイル形式を確認の上，ご利⽤ください。

２２．．入入学学試試験験ににつついいてて  

試験⽇ 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1177 ⽇⽇（（⽕⽕））
会場／集合時間 本校／8:40

試験時間／配点
１．国語  9:00〜 9:50（50 分 100 点満点）
２．英語 10:10〜11:00（50 分 100 点満点）【リスニングあり】
３．数学 11:20〜12:10（50 分 100 点満点）

３３．．加加点点ににつついいてて  

英検を取得している場合は準2級5点，2級以上で10点を加点します。該当者は合格証のコピーを調査書と共に宛名票
を貼った封筒に⼊れて郵送してください（宛名票は振込み完了後に印刷可能となります）。
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４４．．合合否否判判定定ににつついいてて 
⼊学試験，英検による加点，調査書により総合的に判定し，合否判定を⾏います。なお，⼿続き状況により⼀般⼊試

の合格者の中から特進クラスへ⼊学となる場合があります。その場合は⼿続き時に「特進クラスを希望」した受験⽣か
ら決定します（⼊学者登校⽇にお知らせします）。

５５．．合合否否発発表表・・入入学学手手続続ききににつついいてて 

合格発表 令令和和 55 年年 11 ⽉⽉ 1188 ⽇⽇（（⽔⽔））1100::0000

⼊学⼿続き

(1)⼿続き⽅法：本校の「⼊学⾦決済サイト」にアクセスして⼿続きを⾏ってください。
(2)⼿続き期間：令和 5 年 1 ⽉ 18 ⽇（⽔）10:00〜1 ⽉ 24 ⽇（⽕）16:00
(3)⼿続き⾦：300,000 円（⼊学⾦ 200,000 円／施設費 100,000 円）
(4)延納⼿続きについて

⼀般⼊試で合格し延納を希望する場合は，上記の⼿続き期間中に本校の「⼊学⾦決済サイト」
で前納⾦（⼊学⾦の⼀部）30,000 円を振込み，延納⼿続きをしてください。⼊学の意思を決定さ
れた場合は，令和 5 年 3 ⽉ 4 ⽇（⼟）12:00 までに⼊学⼿続き⾦の残⾦ 270,000 円を振込み，⼊
学⼿続きを⾏ってください。

※上記の⼿続き期間内に⼊学⼿続きが⾏われない場合，または延納⼿続きがされていても 3 ⽉ 4 ⽇
（⼟）12:00 までに⼊学⼿続きが完了されない場合は⼊学許可を取り消します。

※⼀旦納⼊して頂いた⼊学⼿続き⾦・前納⾦は返還いたしませんのでご了承ください。

６６．．特特進進ククララススににつついいてて

国公⽴，難関私⼤および医⻭薬系学部への現役進学を⽬指すクラスです。詳しくは 11 ページをご覧ください。

７７．．入入学学者者登登校校日日ににつついいてて  

⽇時：令和 5 年 3 ⽉ 7 ⽇（⽕）
※登校時間等の詳細は合格後にお知らせします。

８８．．昨昨年年度度入入試試結結果果ににつついいてて  

◎志願状況 ◎教科別平均点
男⼦ ⼥⼦ 全体

志願者数 134 82 216
受験者数 131 78 209
合格者数 20 12 32
実質倍率 6.55 6.50 6.53

男⼦ ⼥⼦ 全体
国語（100 点） 68.0 71.5 69.3
数学（100 点） 52.6 48.6 51.1
英語（100 点） 58.1 60.8 59.1
合計（300 点） 179.0 181.7 180.1

合格最低点 208
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学学費費ににつついいてて（（昨昨年年度度））

◎⼊学時
▪⼊学⾦ 200,000 円 ▪施設費 100,000 円（1 年次分）

◎⼊学後
▪授業料：30,500 円（⽉額）
▪教育充実費：5,250 円(⽉額)
▪施設費：2 年次 100,000 円／3 年次 100,000 円（年額）
▪⽣徒会費：⼊会⾦ 2,000 円（初年度のみ）／会費 600 円(⽉額)
▪⽗⺟の会費：⼊会⾦ 2,000 円（初年度のみ）／会費 2,200 円（⽉額）
▪図書費 300 円（⽉額） ▪実験実習費 1,050 円（⽉額） ▪施設充実費 8,000 円（⽉額）
▪修学旅⾏積⽴⾦ 150,000 円（年額）

◎その他
問題集や芸術選択の副教材，ICT 機器（iPad），総合学習の費⽤などの徴収⾦があります（2022 年度は 1 年間で
約 161,000 円）。
※iPad（セルラーモデル）は 3 年間のレンタル契約しますので本体購⼊費⽤は必要ありませんが，初期設定費
（初年度のみ）や通信費等がかかります。また，授業で使⽤するアプリの費⽤がかかります。

制制服服ににつついいてて

昨年度の指定購⼊品は以下の通りです（価格は税込み）。なお，セーターやコート，マフラーはオプション品です。
【制服】

男⼦ ⼥⼦
冬制服（上下） 44,880 円 冬制服（上下） 48,070 円
⻑袖ワイシャツ 5,940 円 ⻑袖ブラウス 4,620 円

通学鞄 9,350 円 正リボン 1,870 円
登校靴 9,900 円 ハイソックス 1,100 円

夏スラックス 11,440 円 通学鞄 19,250 円
半袖ワイシャツ 5,720 円 登校靴 7,150 円

夏制服（上下） 16,170 円
半袖ブラウス 4,400 円

【男⼥共通品】
靴（上履き） 2,805 円 トレーニングウエア（上下） 14,772 円

靴（グラウンド履き） 5,093 円 T シャツ・ハーフパンツ 6,809 円
靴（体育館履き） 4,085 円



⼊⼊試試ＱＱ＆＆ＡＡ  
■出出願願にに関関すするる QQ&&AA 

ＱＱ１１．．⾃⾃宅宅ににイインンタターーネネッットト環環境境ががなないい場場合合ややププリリンンタターーががなないい場場合合ははどどううししたたららよよいいでですすかか？？  
 出願期間中は、来校して頂ければ本校のパソコンで出願⼿続きができます。また，受験票はコンビニで印刷することもできます 
ＱＱ２２．．帰帰国国⼦⼦⼥⼥にに対対すするる⼊⼊試試ははあありりまますすかか？？  
 本校では帰国⼦⼥⼊試を⾏っておりませんが，中学⼊試と⾼校⼊試（第⼀志望⼊試・⼀般⼊試のみ）において，英検取得者への 
加点を⾏っており、英語⼒がある受験⽣を優遇しております。 
ＱＱ３３．．⼊⼊学学志志願願書書やや推推薦薦書書，，志志望望理理由由書書のの⾒⾒本本ははあありりまますすかか？？ままたた，，郵郵送送ににおおいいてて封封筒筒にに指指定定ははあありりまますすかか？？  
 ⼊学志願書（中学⾃⼰推薦⼊試），推薦書（⾼校推薦⼊試），志望理由書（⾼校第⼀志望⼊試）は，９⽉以降に本校の Web ページ
に掲載する予定です。また，郵送の封筒に指定はありませんが，必ず宛名票を貼って郵送してください。なお，宛名票は出願⼿続き
完了後に受験票・写真票と共に印刷されます。 
ＱＱ４４．．複複数数回回受受験験すするる場場合合のの優優遇遇ははあありりまますすかか？？  
 中学 1 期⼊試において，⾃⼰推薦⼊試不合格者が 1 期⼊試を受験する場合の受験料は不要となります。 
ＱＱ５５．．繰繰上上げげ合合格格ははあありりまますすかか？？ままたた，，どどううよよううなな条条件件でですすかか？？  
 中学⼊試において，⾃⼰推薦⼊試と１期⼊試の両⽅を受けた受験⽣を対象に，１期⼊試の合格発表時に候補者を発表します。合格
が決まった場合は全⼊試の⼿続き期間終了（2/5）後に電話で連絡をします。 
■入入試試当当日日にに関関すするる QQ&&AA 

QQ１１．．試試験験当当⽇⽇のの持持ちち物物をを教教ええててくくだだささいい。。  
①受験票 ②筆記⽤具(シャープペンシル可，コンパス，定規は不要です。分度器は使⽤できません)  ③写真票 ④上履き  

ＱＱ２２．．⾯⾯接接ははあありりまますすかか？？    
 中学⼊試，⾼校⼊試とも⾯接はありません。 
ＱＱ３３．．保保護護者者のの控控室室ははあありりまますすかか？？ 
 中学⼊試では体育館または本館 3 階の多⽬的ホールを保護者控室として⽤意する予定です。 
ＱＱ４４．．新新型型ココロロナナウウイイルルススややイインンフフルルエエンンザザにに罹罹っっててもも受受験験ででききまますすかか？？ままたた，，体体調調がが悪悪いいととききはは別別室室ででのの受受験験ははででききまますすかか？？  
 コロナウイルス感染症およびインフルエンザなど学校保健安全法で定められている感染症の場合は，受験できません。ただし， 
咳がひどかったり，何度もトイレに⾏くなど周りの受験⽣に迷惑がかかる場合は別室を⽤意することがあります。その場合は前⽇ 
または当⽇に申し出てください。また，⾼校⼊試では新型コロナウイルス感染症により受けられない受験⽣を対象に別⽇を設定する 
場合があります（その場合はホームページでお知らせします）。 
■合合否否にに関関すするる QQ&&AA 

ＱＱ１１．．発発表表ははどどののよよううにに⾏⾏わわれれまますすかか？？  
 インターネットでの発表のみとなります（電話・メールでのお問い合わせにはお答えできません）。 
ＱＱ２２．．延延納納⼿⼿続続ききととはは何何でですすかか？？  
 中学の 1 期⼊試と⾼校の併願推薦および⼀般⼊試では延納⼿続きをすることにより⼊学の決定を延ばすことができます。詳しくは
各⼊試の⼊学⼿続きをご覧ください。 
ＱＱ３３．．進進学学ククララススににはは単単願願推推薦薦とと第第⼀⼀志志望望ででははどどちちららがが⼊⼊りりややすすいいでですすかか？？  
 ⾼校⼊試での単願推薦は「特進クラス」を⽬指す⽣徒を第⼀の対象にしています。応募状況や⼊試の結果により特進クラスでの⼊
学とならなかった場合に進学クラスでの⼊学となりますので，進学クラスを第⼀希望とする場合は第⼀志望⼊試を選んでください。 
ＱＱ４４．．⾼⾼校校のの特特進進ククララススをを希希望望ししてていいまますすがが，，⼀⼀般般⼊⼊試試ででははどどれれくくららいいのの⼈⼈数数がが合合格格ししまますすかか？？  
 特進クラスは，推薦（単願・併願）で募集枠が埋まった場合は⼀般⼊試での特進クラスへの⼊学はありません。したがって，特進
クラスを第⼀希望とする場合は単願推薦または併願推薦を選択してください。 
■学学校校生生活活にに関関すするる QQ&&AA 

ＱＱ１１．．学学校校ににププーールルははあありりまますすかか。。ままたた，，⽔⽔泳泳部部ははあありりまますすかか？？  
 プールはありません。また，⽔泳部はありますが学校での活動はなく，中体連や⾼体連主催の⼤会のみ派遣を認めています。  
ＱＱ２２．．学学校校ののククララブブ活活動動にになないい競競技技ででのの⼤⼤会会参参加加やや芸芸能能活活動動もも派派遣遣ととななりりまますすかか？？  
 本校のクラブにない競技等での⼤会参加は派遣の扱いとなりません。ただし，国体等で派遣依頼がある場合は⽋席とせず派遣を認
める場合もあります。また，芸能活動による⽋席も派遣の扱いとはなりません。 
ＱＱ３３．．利利⽤⽤ししてていいるる IICCTT 機機器器ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  
 本校では⽣徒⼀⼈ひとりに iPad を持って頂き，授業や⾃宅学習等に利⽤しています。⼊学後に渡す iPad は３年間のレンタルであ
り，学校で⼀括管理していますので，学校指定のアプリ以外はインストールできません。なお，セルラーモデルなので WiFi がなくて
も使⽤できますが，ご家庭で使⽤する際は WiFi に接続できる環境を整えておいてください。 




