
生徒募集要項

２０２０年度（令和２年度）

インターネット出願ガイドブック



STEP 1　本校ホームページ

http://www.edojo.jp

STEP 2　出願サイト

STEP 3　メールアドレス登録

STEP 4　ＩＤ・パスワード入力

STEP 5　出願情報入力

本校ホームページより、出願サイトにアクセスしてください。

スマートフォン、タブレットでもご利用いただけます。

本校ホームページ

本校ホームページのトップページ中央にあるバナー、または「ＭＥＮＵ」より、「ＷＥＢ出願」

を選択してください。

「中学出願手続き」を選択し、メールアドレスを登録してください。登録いただいたメールアド

レスに、出願登録用のＵＲＬをお送りしますので、アクセスしてください。

※すでに見学会等のイベント予約でご登録いただいている方は、同じＩＤ（メールアドレス）・パ

スワードをご利用ください。

※出願に必要な顔写真は、デジタルデータによる登録が必要になります。

　あらかじめ出願手続きをするパソコンやスマートフォンなどに、登録した

い顔写真のデータを取り込んでおいてください。詳しい操作方法は、「顔

写真登録ガイドサイト」http://www.mirai-compass.jp.net/photo_guide/

をご覧ください。

【写真の規定】

　● 正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）

　● ご本人のみが写っているもの

　● ＪＰＥＧ形式、またはＰＮＧ形式の画像データ

　● 推奨の画像サイズは横幅が「４５０ピクセル」、縦幅が「６００ピクセル」で、横幅と縦幅の比率が「３：４」の割合

● 低画質ではないもの（横幅が「２５０ピクセル」以上、縦幅が「２５０ピクセル」以上のもの）

● アップロードできるデータのファイルサイズは３ＭＢまで

パスワードの設定をしてください。

出願入試日程の選択、個人情報等を入力してください。

氏名の文字でパソコン表示できないものがある場合は、「正しく登録できない氏名等漢字の有無」

で あり を選択し、その文字に近い漢字で入力してください。

「保護者情報」欄の「緊急連絡先（説明）」は、以下の例に従って入力してください。

〈例〉　父携帯、母勤務先　等

出願手続の方法
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STEP 7　出願書類印刷

STEP 8　出願書類郵送

STEP 9　入試当日

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届きます。出願期間中にパソコンからＡ４サイズ

用紙にて、「受験票」「志願票」「宛名票」を印刷してください。

ご自宅で印刷していただいた「宛名票」を角２の封筒（Ａ４の用紙が折らずに入る大きさ）表面

に貼付して、５ページに記載されている提出書類を郵便局より簡易書留にて郵送してください。

※一般２科入試、一般４科入試（第２回、第３回）の検定料を１月２７日（月）２３：５９まで

に支払った方は、提出書類を１月３０日（木）必着で郵送してください。１月２８日（火）０：００

以降に支払った方は、提出書類を入試当日の指定の時間に、直接本校に持参してください。

※複数回の書類を１つの封筒で送るときは、封筒表面に「宛名票」を１枚だけ貼り、貼らなかっ

た「宛名票」は書類と一緒に封筒内に同封して送ってください。

「受験票」をお持ちの上、来校してください。

本校ホームページにて行います（校内での掲示発表はありません）

＊出願手続きに関してご不明な点がございましたら、中学入試担当までお電話にてお問い合わせください。

　（０３－３６５９－１２４１　平日９時～１７時／土曜日９時～１３時）

各試験の合格発表日に、本校ホームページより、合格発表ページにお進みください。

・合格された方は、本校ホームページ画面上より、入学手続きサイトにアクセスしてください。合格発表用のＩＤ

とパスワードを入力すると、入学手続きのご案内が表示されます。（手続きに必要な用紙、連絡はすべてインター

ネット上で見ることができます。）

・令和２年２月５日（水）２３：５９までに入学金納入の手続きをお済ませください。

※入学許可書のお渡し、制服採寸は２月９日（日）１３時～１６時に行います（採寸には約１時間かかりますので、

余裕を持ってお越しください）。また、新入生の登校日は２月１５日（土）、３月７日（土）の２回、それぞれ

１４時より行います。

合格発表（Web 発表）

STEP 6　支払い方法選択

受験料等を納入できるクレジットカード会社・コンビニエンスストア

受験料の支払い方法を選択してください。クレジットカード支払い、コンビニエンスストア支払

いまたはペイジー支払いから選べます。

受験料の支払いに関しては、所定の手数料がかかりますのでご了承ください。

支払い完了後は、入力された項目の誤りをインターネット上で訂正することはできませんので、

十分に確認したうえで手続きを行ってください。（手続き後の試験回の変更や、受験料の返金は

できませんのでご了承ください）
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試験期日
集合時間

募集人数

出願資格

選考方法

出願方法

出願期間

入学手続

試験科目

入学検定料
払込み期間

受 験 料

合格発表
(Web発表)

帰国生入試 ＡＯ入試 一般２科入試

筆記試験で判定（面接試験はありません）

各回 ￥２０,０００（一旦納入された受験料は、理由の如何に拘わらず、一切返還いたしません｡）

令和２年３月小学校卒業見込みの者。（現地校からの出願の場合は同等の資格を有する者）
※帰国生入試の出願資格は、「海外生活経験があり、帰国が小学校の入学式以降であること」です。

（全試験で合計２００名）

令和２年２月１日(土)
１４：３０

令和２年２月２日(日)
１４：３０

令和元年１１月２４日(日)
８：３０

基礎学力 国語・算数
（各１００点・４５分）

または

英語（含リスニング）、基礎学力 国語・算数
（各１００点・英語６０分、国算各４５分）

基礎学力 国語・算数
（各１００点・４５分）

または

英語（含リスニング）、基礎学力 国語・算数
（各１００点・英語６０分、国算各４５分）

国語
（１００点・５０分）

算数
（１００点・５０分）

①本校ホームページより出願サイトにアクセスし、ＩＤ・パスワードを登録してください。

②登録後、志願者･保護者の情報の入力と出願する試験の選択を行い、支払い方法をクレジットカード・
コンビニエンスストアまたはペイジー支払いから選んでください。

③クレジットカード支払いはそのまま画面上で行えます。コンビニエンスストアまたはペイジー支払
いを選択すると､「払込番号」が発行されるので、その番号を控えてコンビニエンスストアまたは
金融機関ＡＴＭで受験料をお支払いください。

④支払いが完了すると、登録したメールアドレスに確認のメールが届きます。出願期間になりました
ら、ご自宅のパソコンから「受験票」「志願票」「宛名票」を１枚のＡ４用紙に印刷してください。

⑤「受験票」「志願票」「宛名票」を印刷して切り離し、「宛名票」を角２の封筒（Ａ４サイズ）表面に
貼付して、５ページの提出書類を同封して郵便局窓口より簡易書留にて郵送してください。（複数
回の書類を１つの封筒で送るときは、封筒表面に「宛名票」を１枚だけ貼り、貼らなかった「宛名票」
は書類と一緒に封筒内に同封して送ってください）

⑥「受験票」は入試当日持参してください。

令和元年１１月１日(金)
０：００から

令和元年１１月２０日(水)
２３：５９まで

令和元年１２月２日(月)
０：００から

令和２年１月２７日(月)
２３：５９まで

令和元年１２月２日(月)
０：００から

令和２年２月１日(土)
２３：５９まで

令和元年１１月１５日(金)

～

令和元年１１月２１日(木)

（郵送必着）

令和２年１月１０日(金)

～

令和２年１月３０日(木)

（郵送必着）

令和２年１月１０日(金)

～

令和２年１月３０日(木)
（郵送必着）

※１月２７日２３：５９までに支払った方

令和２年２月２日(日)
１３：００～１４：００
（試験当日持参）

※１月２８日０：００以降に支払った方

令和元年１１月２４日(日)
１６：００

令和２年２月１日(土)
２２：００

令和２年２月２日(日)
２２：００

各回合格発表後から

　　  令和２年２月５日(水)　２３：５９　までに入学金を納入してください。
(クレジットカード・コンビニエンスストアまたはペイジー支払い）
＊東京都公立中高一貫校受検者のみ延納を認めます｡（詳細は入学手続きサイトでご確認ください。）

１. 入学試験要項
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令和２年２月１日(土)
２３：５９まで

令和元年１１月１５日(金)
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令和元年１１月２１日(木)

（郵送必着）

令和２年１月１０日(金)

～

令和２年１月３０日(木)

（郵送必着）

令和２年１月１０日(金)
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令和２年１月３０日(木)
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各回合格発表後から

　　  令和２年２月５日(水)　２３：５９　までに入学金を納入してください。
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＊東京都公立中高一貫校受検者のみ延納を認めます｡（詳細は入学手続きサイトでご確認ください。）

１. 入学試験要項

試験期日
集合時間

募集人数

選考方法

出願期間

試験科目

入学検定料
払込み期間

受 験 料

合格発表
(Web発表)

一般４科入試

第１回 第２回 第３回

筆記試験で判定（面接試験はありません）

各回 ￥２０,０００（一旦納入された受験料は、理由の如何に拘わらず、一切返還いたしません｡）

（全試験で合計２００名）

出願資格 令和２年３月小学校卒業見込みの者。（現地校からの出願の場合は同等の資格を有する者）

令和２年２月２日(日)
８：３０

令和２年２月３日(月)
８：３０

令和２年２月１日(土)
８：３０

国語（１００点・５０分）
算数（１００点・５０分）
理科（７５点・３５分）
社会（７５点・３５分）

国語（１００点・５０分）
算数（１００点・５０分）
理科（７５点・３５分）
社会（７５点・３５分）

国語（１００点・５０分）
算数（１００点・５０分）
理科（７５点・３５分）
社会（７５点・３５分）

令和元年１２月２日(月)
０：００から

令和２年１月２７日(月)
２３：５９まで

令和元年１２月２日(月)
０：００から

令和２年２月１日(土)
２３：５９まで

令和元年１２月２日(月)
０：００から

令和２年２月２日(日)
２３：５９まで

令和２年１月１０日(金)

～

令和２年１月３０日(木)

（郵送必着）

令和２年１月１０日(金)

～

令和２年１月３０日(木)
（郵送必着）

※１月２７日２３：５９までに支払った方

令和２年１月１０日(金)

～

令和２年１月３０日(木)
（郵送必着）

※１月２７日２３：５９までに支払った方

令和２年２月２日(日)

７：１５～８：００
（試験当日持参）

※１月２８日０：００以降に支払った方

令和２年２月３日(月)

令和２年２月１日(土)
１８：００

令和２年２月２日(日)
１８：００

令和２年２月３日(月)
１７：００

入学手続

(クレジットカード・コンビニエンスストアまたはペイジー支払い）
＊東京都公立中高一貫校受検者のみ延納を認めます｡（詳細は入学手続きサイトでご確認ください。）

各回合格発表後から

　　  令和２年２月５日(水)　２３：５９　までに入学金を納入してください。

出願方法

①本校ホームページより出願サイトにアクセスし、ＩＤ・パスワードを登録してください。

②登録後、志願者･保護者の情報の入力と出願する試験の選択を行い、支払い方法をクレジットカード・
コンビニエンスストアまたはペイジー支払いから選んでください。

③クレジットカード支払いはそのまま画面上で行えます。コンビニエンスストアまたはペイジー支払
いを選択すると､「払込番号」が発行されるので、その番号を控えてコンビニエンスストアまたは
金融機関ＡＴＭで受験料をお支払いください。

④支払いが完了すると、登録したメールアドレスに確認のメールが届きます。出願期間になりました
ら、ご自宅のパソコンから「受験票」「志願票」「宛名票」を１枚のＡ４用紙に印刷してください。

⑤「受験票」「志願票」「宛名票」を印刷して切り離し、「宛名票」を角２の封筒（Ａ４サイズ）表面に
貼付して、５ページの提出書類を同封して郵便局窓口より簡易書留にて郵送してください。（複数
回の書類を１つの封筒で送るときは、封筒表面に「宛名票」を１枚だけ貼り、貼らなかった「宛名票」
は書類と一緒に封筒内に同封して送ってください）

⑥「受験票」は入試当日持参してください。
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一般２科入試

一般４科入試

ＡＯ入試

帰国生入試

《帰国生入試》

※帰国生入試を受験された方は、ＡＯ入試に出願することはできません。ただし、一般入試は出願できます。

①志願票（出願サイトよりご自宅で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です。）

②本人、保護者記載の海外在留期間証明書（保護者の方の勤務先にて発行のもの）または海外
の在籍校の成績報告書のコピー

③英検４級以上、ＴＯＥＩＣ４５０点以上のいずれかを取得している場合は、その証明書のコピー

①基礎学力（国語・算数）の出題内容は、小学校で学習した内容がしっかりと定着しているかを確認する問題です。ただし、
速く正確に解くことが求められます。

②英語は英検３級程度の問題を出題します（リスニングを含みます）。

③２科（国語・算数）受験生は２科目の合計点で判定し、３科（英語・国語・算数）受験生は３科目のうち得点の高い
２科目の合計点で判定します。いずれも合格基準は２科合計１６０点（８０％）です。

《ＡＯ入試》

①基礎学力（国語・算数）の出題内容は、小学校で学習した内容がしっかりと定着しているかを確認する問題です。ただし、
速く正確に解くことが求められます。

②英語は英検３級程度の問題を出題します（リスニングを含みます）。

③２科（国語・算数）受験生は、２科目の合計点で判定し、合格基準は１６０点（８０％）です。３科（英語・国語・算数）受験生は、
２科（国・算）または３科（国・算・英）の合計点のうち、得点率の高い方で判定します。合格基準は２科合計では１６０点、
３科合計では２４０点（いずれも８０％）です。

④漢検・数検のいずれかで３級以上を取得している場合は、その証明書のコピーを出願時に提出してください。ボーダー
ライン近辺で優遇します。

《一般２科入試》

①総合点で合否を判定しますので科目ごとの足切り点はありません。

②合格の目安は、２科合計１３０点（６５％）以上です。

《一般４科入試》

①総合点で合否を判定しますので科目ごとの足切り点はありません。

②合格の目安は、４科合計２１０点（６０％）以上です。

③一般４科入試を複数回受験した方は、ボーダーライン近辺で優遇します。

英検等取得による得点優遇（入試の得点に、下記の点数が加算されます）

※「英検２級以上」は、ＴＯＥＩＣ４５０点以上を取得している方も含みます。また、この条件を満たして入学された
方は、英語は一般生徒とは別に、取出し授業を受けることができます。

①志願票（出願サイトよりご自宅で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です。）

②漢検・数検のいずれかで３級以上を取得している場合は、その証明書のコピー

③英検４級以上、ＴＯＥＩＣ４５０点以上のいずれかを取得している場合は、その証明書のコピー

①志願票（出願サイトよりご自宅で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です。）

②英検４級以上、ＴＯＥＩＣ４５０点以上のいずれかを取得している場合は、その証明書のコピー

２. 出願時の提出書類

３. 合格基準等について

英検準２級英検２級以上※

帰国生・ＡＯ（２科判定）・一般２科入試２科目判定

３科目判定

４科目判定

ＡＯ（３科判定）入試

一般４科入試

英検３級 英検４級

１０２０ ５ ３

１５３０ ８ ４

２０４０ １０ ５
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一般２科入試

一般４科入試

ＡＯ入試

帰国生入試

《帰国生入試》

※帰国生入試を受験された方は、ＡＯ入試に出願することはできません。ただし、一般入試は出願できます。

①志願票（出願サイトよりご自宅で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です。）

②本人、保護者記載の海外在留期間証明書（保護者の方の勤務先にて発行のもの）または海外
の在籍校の成績報告書のコピー

③英検４級以上、ＴＯＥＩＣ４５０点以上のいずれかを取得している場合は、その証明書のコピー

①基礎学力（国語・算数）の出題内容は、小学校で学習した内容がしっかりと定着しているかを確認する問題です。ただし、
速く正確に解くことが求められます。

②英語は英検３級程度の問題を出題します（リスニングを含みます）。

③２科（国語・算数）受験生は２科目の合計点で判定し、３科（英語・国語・算数）受験生は３科目のうち得点の高い
２科目の合計点で判定します。いずれも合格基準は２科合計１６０点（８０％）です。

《ＡＯ入試》

①基礎学力（国語・算数）の出題内容は、小学校で学習した内容がしっかりと定着しているかを確認する問題です。ただし、
速く正確に解くことが求められます。

②英語は英検３級程度の問題を出題します（リスニングを含みます）。

③２科（国語・算数）受験生は、２科目の合計点で判定し、合格基準は１６０点（８０％）です。３科（英語・国語・算数）受験生は、
２科（国・算）または３科（国・算・英）の合計点のうち、得点率の高い方で判定します。合格基準は２科合計では１６０点、
３科合計では２４０点（いずれも８０％）です。

④漢検・数検のいずれかで３級以上を取得している場合は、その証明書のコピーを出願時に提出してください。ボーダー
ライン近辺で優遇します。

《一般２科入試》

①総合点で合否を判定しますので科目ごとの足切り点はありません。

②合格の目安は、２科合計１３０点（６５％）以上です。

《一般４科入試》

①総合点で合否を判定しますので科目ごとの足切り点はありません。

②合格の目安は、４科合計２１０点（６０％）以上です。

③一般４科入試を複数回受験した方は、ボーダーライン近辺で優遇します。

英検等取得による得点優遇（入試の得点に、下記の点数が加算されます）

※「英検２級以上」は、ＴＯＥＩＣ４５０点以上を取得している方も含みます。また、この条件を満たして入学された
方は、英語は一般生徒とは別に、取出し授業を受けることができます。

①志願票（出願サイトよりご自宅で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です。）

②漢検・数検のいずれかで３級以上を取得している場合は、その証明書のコピー

③英検４級以上、ＴＯＥＩＣ４５０点以上のいずれかを取得している場合は、その証明書のコピー

①志願票（出願サイトよりご自宅で印刷したもの。顔写真はデジタルデータが必要です。）

②英検４級以上、ＴＯＥＩＣ４５０点以上のいずれかを取得している場合は、その証明書のコピー

２. 出願時の提出書類

３. 合格基準等について

英検準２級英検２級以上※

帰国生・ＡＯ（２科判定）・一般２科入試２科目判定

３科目判定

４科目判定

ＡＯ（３科判定）入試

一般４科入試

英検３級 英検４級

１０２０ ５ ３

１５３０ ８ ４

２０４０ １０ ５

①入学金 ￥２９０,０００

￥１３０,０００

￥５０,０００
（月額）

②諸経費

③入学後納入金

合計金額

（消費税を含む）

￥１２３，１６９

※制服・かばん等の価格（令和元年度実績）

・合格発表後から、令和２年２月５日 (水）２３：５９までに納入してください。
（クレジットカード･コンビニエンスストアまたはペイジー支払いのいずれか）

・合格発表画面より、支払い手続き画面に入ることができます。

・初年度校外学習費・副教材費・文化教室等の費用です。
（お預り金の残金は次年度に繰り越します。２・３学年における諸経費は
各学年の６月頃にお知らせをし、７月～１２月頃に納入していただきます。）

・合格発表後から、令和２年２月１４日(金）２３：５９までに納入してください。
（クレジットカード･コンビニエンスストアまたはペイジー支払いのいずれか）

・合格発表画面より、支払い手続き画面に入ることができます。

・入学手続き後に辞退された場合は、諸経費のみ返金致します。

・毎月指定された銀行口座より、自動引
き落としされます。

・本校では、表記されている学納金以外
の納入金は一切ありません。

※他に通学カバン（￥１１,８８０）、スポーツバッ
グ（￥９,２８８）、バックパック（￥９,９７９）
の３点より選択購入。

Ａ特待　入学金（￥２９０,０００）及び１年間の授業料（￥３５,０００×１２）免除
ⅰ）帰国生入試
　　２科２００点満点で、得点が１９０点（９５％）以上
ⅱ）ＡＯ入試
　　２科２００点満点で、得点が１９０点（９５％）以上または３科３００点満点で、得点が２８５点（９５％）以上
ⅲ）一般２科入試
　　２科２００点満点で、得点が１７０点（８５％）以上
ⅳ）一般４科入試
　　４科３５０点満点で、得点が２８０点（８０％）以上

⑴すべての入試で適用します。

⑵入試の合計得点により、次の２種類の特待とします。

本学には入学後に家計状況急変等により学納金の納入が困難となった家庭を支援する「授業料減免制度」があります。

＊該当者は合格発表の際に同時に発表します。

＊授業料免除の特待生は、１年ごとに成績により更新（新規も含む）します。

授業料

維持費

施設設備費

生徒会費

後援会費

冬服セット合計

夏服セット合計

Ｐコート

体操着セット

シューズセット

内訳

￥３５,０００

￥７,０００

￥６,０００

￥１,０００

￥１,０００

￥５３,５１３

￥１８,０５７

￥２１,９２４

￥２０,６６４

￥９,０１１

Ｂ特待　入学金（￥２９０,０００）のみ免除
ⅰ）帰国生入試
　　２科２００点満点で、得点が１８５点以上
ⅱ）ＡＯ入試
　　２科２００点満点で、得点が１８５点以上または３科３００点満点で、得点が２８０点以上
ⅲ）一般２科入試
　　２科２００点満点で、得点が１６５点以上
ⅳ）一般４科入試
　　４科３５０点満点で、得点が２７０点以上

４. 入学に関わる納入金について

５. 特待生制度について

６. 授業料減免制度について
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１. 試験当日の予定

２. 諸連絡

○帰国生入試及び一般４科入試受験者は、８：３０までに試験会場に入室できるように集合してください。
○ＡＯ入試及び一般２科入試受験者は、１４：３０までに試験会場に入室できるように集合してください。
○試験会場は、入口に表示します。
○保護者の方の控室は、かたばみ会館大ホールです。
○受験生と保護者の方の待ち合わせ場所は、かたばみ会館大ホールとします。
○上履きは必要ありません。
○問題にラインマーカーを使用するのは可とします。コンパス・分度器は必要ありません。

３. 入試に関する時間変更等緊急連絡放送について（東京私立中学高等学校協会）

入学試験当日、大雪・大地震等の広域自然災害で、首都圏の交通機関が大幅に乱れ、入学試験に影響が出た場合、
入学試験日時等の変更をニッポン放送にて放送します。

帰国生入試　《１１月２４日》

　８：３０～　８：４０
　８：４５～　９：３０
　９：４５～１０：３０

１０：４５～１１：４５

１６：００

出欠確認・諸連絡
基礎学力（国語）　全員
基礎学力（算数）　全員
（２科受験者アンケート記入［１０分程度］→保護者控室へ誘導）
英語　※３科受験者
（試験終了後アンケート記入［１０分程度］→保護者控室へ誘導）
合格発表

放送期間：２月１日～５日　ニッポン放送の周波数　１２４２kHz

・当日の６：００頃から区別に随時、繰り返し放送されます。
・各学校の情報内容を放送する、しないの判断はニッポン放送が行います。
・交通機関の部分的混乱の場合では放送されない場合もあります。
　その際は学校（０３－３６５９－１２４１）までお問い合わせください。

７. 入学試験　当日の連絡

一般４科入試　第１回・第２回・第３回　《２月１日・２日・３日》

　８：３０～　８：４０
　８：４５～　９：３５
　９：５０～１０：４０
１０：５５～１１：３０
１１：４５～１２：２０
　
１８：００
※第３回は１７：００

出欠確認・諸連絡
国語
算数
理科
社会
（試験終了後アンケート記入［１０分程度］→保護者控室へ誘導）
合格発表

ＡＯ入試　《２月１日午後》

１４：３０～１４：４０
１４：４５～１５：３０
１５：４５～１６：３０
　
１６：４５～１７：４５

２２：００

出欠確認・諸連絡
基礎学力（国語）
基礎学力（算数）
（２科受験者アンケート記入［１０分程度］→保護者控室へ誘導）
英語　※３科受験者
（試験終了後アンケート記入［１０分程度］→保護者控室へ誘導）
合格発表

一般２科入試　《２月２日午後》

１４：３０～１４：４０
１４：４５～１５：３５
１５：５０～１６：４０
　
２２：００

出欠確認・諸連絡
国語
算数
（試験終了後アンケート記入［１０分程度］→保護者控室へ誘導）
合格発表
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