
Web用
（スマホ対応）詳しくはホームページをご覧ください。

親切な事前相談や手続日自動延長制度

学力をのばすきめ細かなコース編成

併願受験もしやすいしくみ

2021年度

■本校HPでこんなことがチェックできます。
など

※バスはありません。徒歩通学です。

淑徳大学

淑徳大学

吉徳酒店

     洗心館
（武道場・第二特別教室）

EQUiAときわ台

2020年
完成

（約15分）

（約15分）

※2021年入試は特にお知らせが発生する可能性があります。入試当日以外も確認
　を行うように注意してください。
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（日）21　　　　　　　に予定しています。
（実施方法その他詳細は入学手続き時にご案内いたします）

4月8日（木）に予定しています。（詳細は入学手続き時にご案内いたします）

※説明動画等で詳しく説明いたします。

スーパー特進

単願（推薦）：9科39以上または5科21以上
併願（推薦／優遇）：9科41以上または5科22以上

男女9科36以上
※上記基準に該当しない場合でも、意欲の強い生徒は個別相談を受けてください。

英検・数検2級は評定に加算あり（各＋2）。
※その他、生徒会役員・委員会・クラブ活動・ボランティア活動等で
成果や活躍がみられると本校が特に認めた場合に優遇措置あり。

※評定（9科）の中に1つでも「1」があると不可。「2」については要相談。

単願（推薦）：9科39以上
併願（推薦／優遇）：9科41以上

男子90名
（推薦45名・一般45名）

女子90名
（推薦45名・一般45名）

特進選抜

留学
単願のみ

その他

中
学
の
評
定
（
中
学
3
年
）※

①本校HPトップページの「合格発表」サイトへアクセスすると、合否結果が発表されます。

※HPから閲覧できなかった場合、本校へ受験票を持参してご来校いただければ受付にて対応い
　たします。

①合格発表同様に「入学手続き」サイトへアクセスし、入学手続き金の納入を行ってくだ
　さい。
※入学手続き金の納入はクレジット決済またはコンビニ振込みとなります。
 （別途手数料がかかります）

②手続き金の納入が完了したら、所定の書類を持参して手続期間中に本校窓口へご来校
　ください。入学手続きが完了となります。

③手続期間中に制服採寸と指定用品の注文をできる日があります。（詳細はP3欄外参照）

①本校HPトップページの「Web出願」サイトへアクセスし、手続きを行ってください。
②受験料の納入が完了したら、出願書類を提出してください。（郵送）
　出願手続きが完了となります。

※受験料の納入はクレジット決済またはコンビニ振込みとなります。
 （別途手数料がかかります）

②試験当日に合格発表と入学手続に関する書類を配布します。持ち帰って、必ず保護
　者と一緒に確認しておいてください。

受験票（各自印刷）、

および

志願コースに関わらず、推薦入試適性検査および一般入試筆記試験は各々同一問題で行いますが、
選考基準は各コースにより異なります。
スーパー特進コースと特進選抜コースは得点により決定します。
※スーパー特進コース合格者の中で、特進選抜コースの入学を希望する場合（コース繰り下げ）は入学手続き時にお申し出ください。

本校の指定する諸条件を満たす場合、面接免除を出願時に申請することが可能です。
諸条件は12月に本校HPで発表します。

および

スーパー特進コース合格者の中で、入学試験（推薦入試および一般入試）の成績が特に優れた生徒は、
入学金・施設費・授業料が奨学金として全額支給されます（「就学支援金」と合算）。
なお、授業料等の金額はP5をご覧ください。　※年次審査あり

出願

詳細は試験当日の配布書類参照

内申基準等

選考方法等

詳細はP3・4参照

詳細は試験当日の配布書類参照

※5段階9教科素点　●評定が上記基準に満たない場合も、積極的に相談してください。 ●単願推薦希望者は事前の個別相談をしてください。
●本校が特に認めた場合は、中学2年生3学期の評定を参考にする場合があります。
●本校入学後の学校生活において、病気・負傷や障がい等のために配慮を要する場合は、事前に個別相談を受けてください。

説明動画や個別相談で入試について詳しくご説明いたします。ぜひ、積極的にご利用ください。

●面接免除制度

1. 入試当日の来校について
マスク着用、来校前の検温など、当日の来校に関する諸条件を本校ホームページ
に掲示いたします（12月中旬予定）。条件を満たせない場合は、受験すること
ができない場合もありますので、必ずあらかじめご確認ください。（受験日変更
について相談可能。但し、追加日程は予定しておりません。）

2. 保護者控室について
当日は保護者控室をご用意しますが、混雑防止のため特別な事情がなければ同
行はご遠慮ください。（例年、受験生のみの来校が一般的です）

コロナ情勢に関するお願い重要

①
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（実施方法その他詳細は入学手続き時にご案内いたします）

4月8日（木）に予定しています。（詳細は入学手続き時にご案内いたします）

※説明動画等で詳しく説明いたします。

スーパー特進

単願（推薦）：9科39以上または5科21以上
併願（推薦／優遇）：9科41以上または5科22以上
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※上記基準に該当しない場合でも、意欲の強い生徒は個別相談を受けてください。
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①本校HPトップページの「合格発表」サイトへアクセスすると、合否結果が発表されます。

※HPから閲覧できなかった場合、本校へ受験票を持参してご来校いただければ受付にて対応い
　たします。

①合格発表同様に「入学手続き」サイトへアクセスし、入学手続き金の納入を行ってくだ
　さい。
※入学手続き金の納入はクレジット決済またはコンビニ振込みとなります。
 （別途手数料がかかります）

②手続き金の納入が完了したら、所定の書類を持参して手続期間中に本校窓口へご来校
　ください。入学手続きが完了となります。

③手続期間中に制服採寸と指定用品の注文をできる日があります。（詳細はP3欄外参照）

①本校HPトップページの「Web出願」サイトへアクセスし、手続きを行ってください。
②受験料の納入が完了したら、出願書類を提出してください。（郵送）
　出願手続きが完了となります。

※受験料の納入はクレジット決済またはコンビニ振込みとなります。
 （別途手数料がかかります）

②試験当日に合格発表と入学手続に関する書類を配布します。持ち帰って、必ず保護
　者と一緒に確認しておいてください。

受験票（各自印刷）、

および

志願コースに関わらず、推薦入試適性検査および一般入試筆記試験は各々同一問題で行いますが、
選考基準は各コースにより異なります。
スーパー特進コースと特進選抜コースは得点により決定します。
※スーパー特進コース合格者の中で、特進選抜コースの入学を希望する場合（コース繰り下げ）は入学手続き時にお申し出ください。

本校の指定する諸条件を満たす場合、面接免除を出願時に申請することが可能です。
諸条件は12月に本校HPで発表します。

および

スーパー特進コース合格者の中で、入学試験（推薦入試および一般入試）の成績が特に優れた生徒は、
入学金・施設費・授業料が奨学金として全額支給されます（「就学支援金」と合算）。
なお、授業料等の金額はP5をご覧ください。　※年次審査あり
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内申基準等

選考方法等

詳細はP3・4参照

詳細は試験当日の配布書類参照

※5段階9教科素点　●評定が上記基準に満たない場合も、積極的に相談してください。 ●単願推薦希望者は事前の個別相談をしてください。
●本校が特に認めた場合は、中学2年生3学期の評定を参考にする場合があります。
●本校入学後の学校生活において、病気・負傷や障がい等のために配慮を要する場合は、事前に個別相談を受けてください。

説明動画や個別相談で入試について詳しくご説明いたします。ぜひ、積極的にご利用ください。

●面接免除制度

1. 入試当日の来校について
マスク着用、来校前の検温など、当日の来校に関する諸条件を本校ホームページ
に掲示いたします（12月中旬予定）。条件を満たせない場合は、受験すること
ができない場合もありますので、必ずあらかじめご確認ください。（受験日変更
について相談可能。但し、追加日程は予定しておりません。）

2. 保護者控室について
当日は保護者控室をご用意しますが、混雑防止のため特別な事情がなければ同
行はご遠慮ください。（例年、受験生のみの来校が一般的です）

コロナ情勢に関するお願い重要
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（金） （金） （日）

1月23日（土） 13：00～翌日正午 1月25日（月） 13：00～翌日正午 2月12日（金） 13：00～翌日正午 2月15日（月） 13：00～翌日正午

合格発表日当日～1月25日（月）正午 合格発表日当日～公立高校一般入試発表日☆4 23：59
〔併願者〕合格発表日当日～公立高校一般入試発表日☆4 23：59 

〔単願者〕合格発表日当日～2月15日（月） 23：59

〔単願者・併願者〕2月16日（火）～3月11日（木）1月26日（火）～3月11日（木）

2021年3月　中学校卒業見込みの男女

12月21日（月） 0：00～1月17日（日） 23：59
＊Web入力はこの期間で終了となりますのでご注意ください。

1月15日（金）～1月18日（月）必着

（日）（木・祝）

☆1  併願：東京都、神奈川県を除く隣接県公立中学校出身者対象です。（詳しくは説明会にて）
☆2  留学コースは推薦入試（単願）のみです。事前に個別相談を必ず受けてください。
☆3  併願：優遇制度（東京都と神奈川県の公立中学校出身者を対象に優遇措置）を含みます。（詳しくは説明動画や本校HP参照）
☆4  公立高校一般入試発表日：東京都 3月2日（火）、埼玉県 3月8日（月）、神奈川県 3月1日（月）、千葉県 3月5日（金）。その他地域にお住まいの方はお問い合わせください。
☆5  日時詳細は試験当日配布の入学手続書類参照。また、窓口来校期間内に制服採寸と指定用品の注文をできる日が含まれます。〈1月26日（火）と2月16日（火）は採寸等
　　  実施予定。 その他の日程および詳細は入学手続書類参照〉

◆東京都入学支度金（都内在住者に限る）をご希望の方は、事前に本校事務室へお申し出ください。（12月下旬より相談可）

 A：調査書（公立高校提出用を利用）  B：志望理由書　 C：推薦書
＊B・Cは本校HPのトップページより入手できます。＊願書の印刷・提出は不要です。

帰国生入試：上記と同じ日程（全部で4回）で実施します。詳細は「2021年度 帰国生入試要項」にてご確認ください。（HP参照）

☆1 ☆3

①本校HPから「Web出願」サイトへアクセスし、出願情報を入力してください。
②受験料のお支払い手続きを画面上で行ってください。
＊12月21日（月）より事前登録が可能です。

①受験料のお支払い後、出願サイト内の「宛名ラベル」を印刷してください。
②下の必要書類を準備し、印刷した「宛名ラベル」を封筒（各自準備）に貼付して、
　郵送（簡易書留・速達）してください。

（1）出願情報
入力

 （事前登録）

（1）入学手続き
　　 金納入

（2）窓口来校

出願
（P6参照）

（1）（2）を行うことで
出願完了となります

（2）書類提出
（郵送）

（1）出願情報
入力

 （事前登録）

（2）書類提出
（郵送）

集合時間／試験会場

持ち物ほか

8：15／本校（入校7：45～）

受験票（各自印刷 ＊P6参照）・筆記用具　※コロナ対応についてはP1のとおり 受験票（各自印刷 ＊P6参照）・筆記用具　※コロナ対応についてはP1のとおり

適性検査（英語）（国語）（数学）各100点満点　面接（面接免除制度有 P2参照）
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

筆記試験（英語）（国語）（数学）各100点満点　面接（面接免除制度有 P2参照）
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

集合時間／試験会場

持ち物ほか

8：15／本校（入校7：45～）

合格発表（特待生含む） 合格発表（特待生含む）

（P1参照） （P1参照）
（1）（2）を行うことで
手続き完了となります

25,000円　クレジットカード決済またはコンビニエンスストア振込み
＊本校窓口・銀行振込での入金は行えません。

2021年3月　中学校卒業見込みの男女または既に卒業した男女

25,000円　クレジットカード決済またはコンビニエンスストア振込み
＊本校窓口・銀行振込での入金は行えません。

12月21日（月） 0：00～1月31日（日） 23：59
＊Web入力はこの期間で終了となりますのでご注意ください。

1月25日（月）～2月1日（月）必着

◆東京都入学支度金（都内在住者に限る）をご希望の方は、事前に本校事務室へお申し出ください。（12月下旬より相談可）

 A：調査書（公立高校提出用を利用）  B：志望理由書
＊Bは本校HPのトップページより入手できます。＊願書の印刷・提出は不要です。

①本校HPから「Web出願」サイトへアクセスし、出願情報を入力してください。
②受験料のお支払い手続きを画面上で行ってください。
＊12月21日（月）より事前登録が可能です。

①受験料のお支払い後、出願サイト内の「宛名ラベル」を印刷してください。
②下の必要書類を準備し、印刷した「宛名ラベル」を封筒（各自準備）に貼付して、
　郵送（簡易書留・速達）してください。

出願
（P6参照）

（1）（2）を行うことで
出願完了となります

（1）入学手続き
　　 金納入

（2）窓口来校
（1）（2）を行うことで
手続き完了となります

男子45名・女子45名　計90名
スーパー特進コース 20名、特進選抜コース 50名、留学コース 20名 ☆2

男子45名・女子45名　計90名
スーパー特進コース 20名、特進選抜コース 70名

8：30

12：00～ 12：00～

8：40～9：30

9：45～10：35

10：50～11：40

8：30

8：40～9：30

9：45～10：35

10：50～11：40

☆5 ☆5
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（金） （金） （日）

1月23日（土） 13：00～翌日正午 1月25日（月） 13：00～翌日正午 2月12日（金） 13：00～翌日正午 2月15日（月） 13：00～翌日正午

合格発表日当日～1月25日（月）正午 合格発表日当日～公立高校一般入試発表日☆4 23：59
〔併願者〕合格発表日当日～公立高校一般入試発表日☆4 23：59 

〔単願者〕合格発表日当日～2月15日（月） 23：59

〔単願者・併願者〕2月16日（火）～3月11日（木）1月26日（火）～3月11日（木）

2021年3月　中学校卒業見込みの男女

12月21日（月） 0：00～1月17日（日） 23：59
＊Web入力はこの期間で終了となりますのでご注意ください。

1月15日（金）～1月18日（月）必着

（日）（木・祝）

☆1  併願：東京都、神奈川県を除く隣接県公立中学校出身者対象です。（詳しくは説明会にて）
☆2  留学コースは推薦入試（単願）のみです。事前に個別相談を必ず受けてください。
☆3  併願：優遇制度（東京都と神奈川県の公立中学校出身者を対象に優遇措置）を含みます。（詳しくは説明動画や本校HP参照）
☆4  公立高校一般入試発表日：東京都 3月2日（火）、埼玉県 3月8日（月）、神奈川県 3月1日（月）、千葉県 3月5日（金）。その他地域にお住まいの方はお問い合わせください。
☆5  日時詳細は試験当日配布の入学手続書類参照。また、窓口来校期間内に制服採寸と指定用品の注文をできる日が含まれます。〈1月26日（火）と2月16日（火）は採寸等
　　  実施予定。 その他の日程および詳細は入学手続書類参照〉

◆東京都入学支度金（都内在住者に限る）をご希望の方は、事前に本校事務室へお申し出ください。（12月下旬より相談可）

 A：調査書（公立高校提出用を利用）  B：志望理由書　 C：推薦書
＊B・Cは本校HPのトップページより入手できます。＊願書の印刷・提出は不要です。

帰国生入試：上記と同じ日程（全部で4回）で実施します。詳細は「2021年度 帰国生入試要項」にてご確認ください。（HP参照）

☆1 ☆3

①本校HPから「Web出願」サイトへアクセスし、出願情報を入力してください。
②受験料のお支払い手続きを画面上で行ってください。
＊12月21日（月）より事前登録が可能です。

①受験料のお支払い後、出願サイト内の「宛名ラベル」を印刷してください。
②下の必要書類を準備し、印刷した「宛名ラベル」を封筒（各自準備）に貼付して、
　郵送（簡易書留・速達）してください。

（1）出願情報
入力

 （事前登録）

（1）入学手続き
　　 金納入

（2）窓口来校

出願
（P6参照）

（1）（2）を行うことで
出願完了となります

（2）書類提出
（郵送）

（1）出願情報
入力

 （事前登録）

（2）書類提出
（郵送）

集合時間／試験会場

持ち物ほか

8：15／本校（入校7：45～）

受験票（各自印刷 ＊P6参照）・筆記用具　※コロナ対応についてはP1のとおり 受験票（各自印刷 ＊P6参照）・筆記用具　※コロナ対応についてはP1のとおり

適性検査（英語）（国語）（数学）各100点満点　面接（面接免除制度有 P2参照）
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

筆記試験（英語）（国語）（数学）各100点満点　面接（面接免除制度有 P2参照）
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

集合時間／試験会場

持ち物ほか

8：15／本校（入校7：45～）

合格発表（特待生含む） 合格発表（特待生含む）

（P1参照） （P1参照）
（1）（2）を行うことで
手続き完了となります

25,000円　クレジットカード決済またはコンビニエンスストア振込み
＊本校窓口・銀行振込での入金は行えません。

2021年3月　中学校卒業見込みの男女または既に卒業した男女

25,000円　クレジットカード決済またはコンビニエンスストア振込み
＊本校窓口・銀行振込での入金は行えません。

12月21日（月） 0：00～1月31日（日） 23：59
＊Web入力はこの期間で終了となりますのでご注意ください。

1月25日（月）～2月1日（月）必着

◆東京都入学支度金（都内在住者に限る）をご希望の方は、事前に本校事務室へお申し出ください。（12月下旬より相談可）

 A：調査書（公立高校提出用を利用）  B：志望理由書
＊Bは本校HPのトップページより入手できます。＊願書の印刷・提出は不要です。

①本校HPから「Web出願」サイトへアクセスし、出願情報を入力してください。
②受験料のお支払い手続きを画面上で行ってください。
＊12月21日（月）より事前登録が可能です。

①受験料のお支払い後、出願サイト内の「宛名ラベル」を印刷してください。
②下の必要書類を準備し、印刷した「宛名ラベル」を封筒（各自準備）に貼付して、
　郵送（簡易書留・速達）してください。

出願
（P6参照）

（1）（2）を行うことで
出願完了となります

（1）入学手続き
　　 金納入

（2）窓口来校
（1）（2）を行うことで
手続き完了となります

男子45名・女子45名　計90名
スーパー特進コース 20名、特進選抜コース 50名、留学コース 20名 ☆2

男子45名・女子45名　計90名
スーパー特進コース 20名、特進選抜コース 70名

8：30

12：00～ 12：00～

8：40～9：30

9：45～10：35

10：50～11：40

8：30

8：40～9：30

9：45～10：35

10：50～11：40

☆5 ☆5
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40,700円
43,600円
99,100円

53,500円

12,000円
12,000円

420,000円

67,300円
58,400円

309,500円

22,500円
25,000円

10,000円

677,500円

110,900円

所得に応じて就学支援金が国から支給されます。支給対象者：世帯年収910万円未満、
支給額：年額118,800円～（年収により変動）【2020年度現在】詳細は東京都私学就学支援金センターまで

※2

2019

一括教材費は学年ごとおよび選択科目、在籍コースにより多少異なります。

■入学金等

■授業料等

留学コースの授業料、維持費等は上記と異なります。（詳細は説明会でご案内します。）
　　 スーパー特進コースの場合、全員参加の特別講座等費用が別途必要になります。

※2  制服代および指定用品は替シャツの他、小物（タイピン、バッグ等）の購入数により異なります。

※1  諸経費は2021年より徴収。詳細は入学手続書類参照

・本校HPトップページの「Web出願」サイトへアクセスし、手続きを行ってください。
　（パソコン、スマホ、タブレットでご利用いただけます）
※12月21日（月）より事前登録が可能です。

・必要情報を入力し、受験生の写真データをアップロードしてください。
　（紙の写真を貼り付けすることはできません。願書に印刷されます。※受験票に写真は表示されません）
  （1）正面の上半身・脱帽・背景なし （2）最近3ヶ月以内撮影のもの
  （3）カラー・白黒どちらでも可 （4）携帯電話やデジカメの撮影データ利用可
■Web出願の入力や操作案内について
入力や写真のアップロード、支払い、印刷方法など、詳細は入力画面に記載されておりますので、
ご確認ください。また、本校HPでもご案内しますので、合わせてご確認ください。

出願手続きから試験当日までの流れ

・志望理由書と推薦書（推薦入試受験生のみ）は本校HPのトップページより入手できます。
・調査書は中学校の先生へご依頼ください。（書式は中学校で作成した公立高校提出用）
・受験料のお支払い後、出願サイト内のマイページより印刷した「宛名ラベル」を封筒（各自
　準備）に貼付して、郵送（簡易書留・速達）してください。

書類提出（郵送）

・本校で出願書類の確認処理が済み次第、出願完了メールが送信されます。
 （登録されたメールアドレスに届きます）
・中学校から調査書の受領書を求められた場合は、出願完了メールをご利用ください。
※到着時期（目安）は次のとおりです。
　推薦入試（1月）：1月19日・20日、一般入試（2月）：2月2日・3日

出願完了メール

出願情報入力

・受験料の払い込みは、クレジット決済またはコンビニ振込みから選択できます。
※一旦入金された受験料はご返金できませんので、あらかじめご了承ください。
※受験料のお支払い（クレジット決済またはコンビニ振込み）には、別途手数料がかかります。
　手数料は支払い方法により異なります。詳細は入力画面でご確認ください。なお、本校窓口・銀行
　振込は行っていません。
※受験料の入金後は、入力内容を出願サイトにて訂正することができません。
　訂正がある場合は本校までお問い合わせください。

受験料払込

・受験料の入金確認後、登録されたメールアドレスに入金完了メールが送信されます。
※入金から返信までの所要時間（目安）…クレジット決済 即時　コンビニ振込み 30分程
※出願完了メールを受信できない場合は、メールの受信拒否が設定されている場合があります。
　お手数ですが「@shukutoku.ed.jp」のドメインを受信できるように設定してください。

入金完了メール

・出願完了メール受信後、「受験票」を印刷して、試験当日にご持参ください。
 （事前郵送等不要）
・メールまたは「Web出願」サイトの「マイページ」から印刷することができます。
※印刷環境がない場合は、本校にて事前印刷が可能ですが、試験当日は混雑する可能性があります
　のでご注意ください。
※受験票の印刷は出願完了メール到着後となります。

受験票印刷

・各自印刷した受験票をお持ちの上、来校してください。
 （願書の持参は不要です）

試験当日

■Web出願環境がない方について
本校窓口にてWeb出願（事前登録含む）用のパソコンをご用意しておりますので、よろしければご利用ください。入力方法など質問や相談も承ります。
〈推薦入試は1月15日、一般入試は1月25日～1月30日〉 ※事前予約・詳細要相談。

手続き日までに一括納入

1学期に一括

学期ごとに一括納入

「出願情報入力」～「書類提出」まですべて行うことで出願完了となります。
書類提出後は出願完了メールが届くまでお待ちください。
※途中保存が出来ないため、「出願情報入力」を開始したら、入金処理まですべて行ってください。入力の途中でブラウザを
　閉じたり、受験料の入金まで進まないと、はじめからやり直しとなりますのでご注意ください。

出願

出願完了メールが届きます。出願完了メールが届き次第、受験票の印刷が可能となります。
試験当日までに印刷してください。（出願完了メールが出願書類の受領書となります）

併願受験希望の場合、入学手続きの期日や
延納金等の支払いはどうなりますか？

手続期日は出願時の入力区分（単願・併願）によって自動決
定します。（マイページにて確認可）併願希望者は、併願先
にかかわらず住所地の公立高校一般入試発表日（P3欄外）
まで手続きを自動延長でき、延納金等も一切必要ありませ
ん。また、入学辞退に関するご連絡は不要です。

併願先に何か制限はありますか？

公立・国立・私立高校のいずれも併願可能で、学校数制限も
ありません。進学先についても、合格した高校の中から自由
に選べます。また、事前相談をした場合でも、出願辞退は可
能で本校への連絡は不要です。但し、出願後に受験を辞退
する場合はご連絡ください。HPの辞退申請フォームをご利用
ください。

併願受験をしたいのですが、
どの日程を利用すればいいでしょうか？

適性検査や筆記試験はどのようなものに
なりますか？

都内および神奈川県の公立中学校の生徒さんが併願を希望
する場合は、推薦入試（1月）ではなく一般入試（2月）を受験
することになっています。「併願優遇」という優遇措置を積
極的に利用してください。その他隣接県（埼玉・千葉）の生
徒さんは、推薦・一般ともにどちらも受験可能です。国立・
私立中学校の生徒さんは個別に異なります。いずれの場合
も優遇制度に関する事前の個別相談をお勧めいたします。

よろしければ過去問題集（声の教育社出版）を参考にして
ください。問題集に掲載されているのは1日分のみ（6年分
収録）になりますが、試験日にかかわらず全ての受験生に
とって、問題傾向の確認や試験準備に役立つと思います。
なお、出題範囲については例年同様で、削減予定はありま
せん。

受験票
印刷

諸経費（教材等宅配費用、一括教材費等）※1

ご寄付のお願い　本校では、施設・教育のため、皆さまに1口50,000円（1口以上幾口でも結構です）の任意のご寄付をお願いしております。
　　　　　　　　（この寄付は任意のもので入学の条件ではありません。）

本校では、遠隔学習や今後のICT教育推進に活用していくため、ICT機器を1人1台ずつ購入していただきます。2021年度
新入生はiPad（50,000円程度※）を指定する予定で、学校で一括購入いたします。詳細は、入学手続書類をご覧ください。
あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  ※金額は2020年9月現在

ICT機器
購入について
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40,700円
43,600円
99,100円

53,500円

12,000円
12,000円

420,000円

67,300円
58,400円

309,500円

22,500円
25,000円

10,000円

677,500円

110,900円

所得に応じて就学支援金が国から支給されます。支給対象者：世帯年収910万円未満、
支給額：年額118,800円～（年収により変動）【2020年度現在】詳細は東京都私学就学支援金センターまで

※2

2019

一括教材費は学年ごとおよび選択科目、在籍コースにより多少異なります。

■入学金等

■授業料等

留学コースの授業料、維持費等は上記と異なります。（詳細は説明会でご案内します。）
　　 スーパー特進コースの場合、全員参加の特別講座等費用が別途必要になります。

※2  制服代および指定用品は替シャツの他、小物（タイピン、バッグ等）の購入数により異なります。

※1  諸経費は2021年より徴収。詳細は入学手続書類参照

・本校HPトップページの「Web出願」サイトへアクセスし、手続きを行ってください。
　（パソコン、スマホ、タブレットでご利用いただけます）
※12月21日（月）より事前登録が可能です。

・必要情報を入力し、受験生の写真データをアップロードしてください。
　（紙の写真を貼り付けすることはできません。願書に印刷されます。※受験票に写真は表示されません）
  （1）正面の上半身・脱帽・背景なし （2）最近3ヶ月以内撮影のもの
  （3）カラー・白黒どちらでも可 （4）携帯電話やデジカメの撮影データ利用可
■Web出願の入力や操作案内について
入力や写真のアップロード、支払い、印刷方法など、詳細は入力画面に記載されておりますので、
ご確認ください。また、本校HPでもご案内しますので、合わせてご確認ください。

出願手続きから試験当日までの流れ

・志望理由書と推薦書（推薦入試受験生のみ）は本校HPのトップページより入手できます。
・調査書は中学校の先生へご依頼ください。（書式は中学校で作成した公立高校提出用）
・受験料のお支払い後、出願サイト内のマイページより印刷した「宛名ラベル」を封筒（各自
　準備）に貼付して、郵送（簡易書留・速達）してください。

書類提出（郵送）

・本校で出願書類の確認処理が済み次第、出願完了メールが送信されます。
 （登録されたメールアドレスに届きます）
・中学校から調査書の受領書を求められた場合は、出願完了メールをご利用ください。
※到着時期（目安）は次のとおりです。
　推薦入試（1月）：1月19日・20日、一般入試（2月）：2月2日・3日

出願完了メール

出願情報入力

・受験料の払い込みは、クレジット決済またはコンビニ振込みから選択できます。
※一旦入金された受験料はご返金できませんので、あらかじめご了承ください。
※受験料のお支払い（クレジット決済またはコンビニ振込み）には、別途手数料がかかります。
　手数料は支払い方法により異なります。詳細は入力画面でご確認ください。なお、本校窓口・銀行
　振込は行っていません。
※受験料の入金後は、入力内容を出願サイトにて訂正することができません。
　訂正がある場合は本校までお問い合わせください。

受験料払込

・受験料の入金確認後、登録されたメールアドレスに入金完了メールが送信されます。
※入金から返信までの所要時間（目安）…クレジット決済 即時　コンビニ振込み 30分程
※出願完了メールを受信できない場合は、メールの受信拒否が設定されている場合があります。
　お手数ですが「@shukutoku.ed.jp」のドメインを受信できるように設定してください。

入金完了メール

・出願完了メール受信後、「受験票」を印刷して、試験当日にご持参ください。
 （事前郵送等不要）
・メールまたは「Web出願」サイトの「マイページ」から印刷することができます。
※印刷環境がない場合は、本校にて事前印刷が可能ですが、試験当日は混雑する可能性があります
　のでご注意ください。
※受験票の印刷は出願完了メール到着後となります。

受験票印刷

・各自印刷した受験票をお持ちの上、来校してください。
 （願書の持参は不要です）

試験当日

■Web出願環境がない方について
本校窓口にてWeb出願（事前登録含む）用のパソコンをご用意しておりますので、よろしければご利用ください。入力方法など質問や相談も承ります。
〈推薦入試は1月15日、一般入試は1月25日～1月30日〉 ※事前予約・詳細要相談。

手続き日までに一括納入

1学期に一括

学期ごとに一括納入

「出願情報入力」～「書類提出」まですべて行うことで出願完了となります。
書類提出後は出願完了メールが届くまでお待ちください。
※途中保存が出来ないため、「出願情報入力」を開始したら、入金処理まですべて行ってください。入力の途中でブラウザを
　閉じたり、受験料の入金まで進まないと、はじめからやり直しとなりますのでご注意ください。

出願

出願完了メールが届きます。出願完了メールが届き次第、受験票の印刷が可能となります。
試験当日までに印刷してください。（出願完了メールが出願書類の受領書となります）

併願受験希望の場合、入学手続きの期日や
延納金等の支払いはどうなりますか？

手続期日は出願時の入力区分（単願・併願）によって自動決
定します。（マイページにて確認可）併願希望者は、併願先
にかかわらず住所地の公立高校一般入試発表日（P3欄外）
まで手続きを自動延長でき、延納金等も一切必要ありませ
ん。また、入学辞退に関するご連絡は不要です。

併願先に何か制限はありますか？

公立・国立・私立高校のいずれも併願可能で、学校数制限も
ありません。進学先についても、合格した高校の中から自由
に選べます。また、事前相談をした場合でも、出願辞退は可
能で本校への連絡は不要です。但し、出願後に受験を辞退
する場合はご連絡ください。HPの辞退申請フォームをご利用
ください。

併願受験をしたいのですが、
どの日程を利用すればいいでしょうか？

適性検査や筆記試験はどのようなものに
なりますか？

都内および神奈川県の公立中学校の生徒さんが併願を希望
する場合は、推薦入試（1月）ではなく一般入試（2月）を受験
することになっています。「併願優遇」という優遇措置を積
極的に利用してください。その他隣接県（埼玉・千葉）の生
徒さんは、推薦・一般ともにどちらも受験可能です。国立・
私立中学校の生徒さんは個別に異なります。いずれの場合
も優遇制度に関する事前の個別相談をお勧めいたします。

よろしければ過去問題集（声の教育社出版）を参考にして
ください。問題集に掲載されているのは1日分のみ（6年分
収録）になりますが、試験日にかかわらず全ての受験生に
とって、問題傾向の確認や試験準備に役立つと思います。
なお、出題範囲については例年同様で、削減予定はありま
せん。

受験票
印刷

諸経費（教材等宅配費用、一括教材費等）※1

ご寄付のお願い　本校では、施設・教育のため、皆さまに1口50,000円（1口以上幾口でも結構です）の任意のご寄付をお願いしております。
　　　　　　　　（この寄付は任意のもので入学の条件ではありません。）

本校では、遠隔学習や今後のICT教育推進に活用していくため、ICT機器を1人1台ずつ購入していただきます。2021年度
新入生はiPad（50,000円程度※）を指定する予定で、学校で一括購入いたします。詳細は、入学手続書類をご覧ください。
あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  ※金額は2020年9月現在

ICT機器
購入について
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Web用
（スマホ対応）詳しくはホームページをご覧ください。

親切な事前相談や手続日自動延長制度

学力をのばすきめ細かなコース編成

併願受験もしやすいしくみ

2021年度

■本校HPでこんなことがチェックできます。
など

※バスはありません。徒歩通学です。

淑徳大学

淑徳大学

吉徳酒店

     洗心館
（武道場・第二特別教室）

EQUiAときわ台

2020年
完成

（約15分）

（約15分）

※2021年入試は特にお知らせが発生する可能性があります。入試当日以外も確認
　を行うように注意してください。
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