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スーパー特進東大選抜コース募集
午後入試や特待生、返金制度などうれしいしくみ

スライド合格でチャレンジを応援
東大選抜、スーパー特進ともにスライド合格制度を実施

複数回受験による追加料金なし

英語入試は作文と計算問題でチャレンジ可能
英検3級以上の取得者にニュース、選べる日時も魅力

詳しくはホームページをご覧ください。 Web用
（スマホ対応）

淑徳中学校
2021年度

入学 試 験 要 項
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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

■試験会場（淑徳中学校）

淑徳中学校
淑徳高等学校

2020年
完成

■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。

（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。

〈　　　　　　　　〉出願から入学手続きまで
この一冊でわかる
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スーパー特進東大選抜入試に注目、スライド合格あり
2018年3月の第1期生卒業以来、東大や医学部をはじめとするハイレベルな合格実績を実現してきた東大
選抜コース。2019年入学生より2クラス編成に拡充し、今年も70名を募集します。2月2日と3日はスライド合
格の実施も魅力。入学後、がんばり次第で東大選抜コースへステップアップするチャンスもあります。

2021年入試TOPICS

セレクト

2月1日、2日、3日ともに午後入試を実施
入学手続きは2月11日（祝）まで、また辞退者は2月末まで返金可
東大選抜、スーパー特進、英語入試ともに、午後入試を実施。また、試験はすべて当日合格発表し、入
学手続きは2月11日までお待ちします。手続き後に辞退する場合は、2月末までなら入学手続き金を全額
返金いたします。

4

英語入試は作文と計算問題でチャレンジできる
英検3級※以上の資格保持者は英語入試を利用できます。書類審査、作文、算数（四則計算）、面接（英
語）で受験可能。受験日は2月1・2日の全3回から選択でき、一般入試と組み合わせて受験することもで
きます。得点により東大選抜とスーパー特進の合格を判定。サンプルや詳細はHPをご覧ください。

※英検3級またはそれに準ずる資格があれば出願可。

セレクト

セレクト

同一受験料で最大4回出願可能
同時出願の場合、受験料25,000円で最大4回まで出願可能。追加料金は不要です。実際の受験日を後
からじっくり検討できます。受験生からは「挑戦しやすい」と好評。また、スーパー特進コースの合格資格
を保持したまま、東大選抜コース（特待生）入試にチャレンジすることもできます。

5

セレクト

セレクト

スーパー特進東大選抜コース合格者は特待生のチャンス
2月1日と2月2日の東大選抜コース入試合格者のうち、成績優秀者は特待生といたします。合格の目安と
なる得点は60％（120点／200点満点）程度ですが、65％以上を得点基準として下記のとおり、特待生とし
ての特典（奨学金支給「就学支援金」と合算）があります。入学後の進級時に、新たに特待生となるチャ
ンスもあります。（詳細は学校説明会にて）

種　類 S特待

授業料＋入学金・施設費
712,000円※

得点75％

授業料
420,000円※

得点70％

入学金
250,000円

得点65％

A特待 B特待

奨学金の支給額

合格基準

※2年次以降の特待生は年次審査あり ※2月3日は特待生対象外

出願手続きから試験当日までの流れ

・1月10日から可能です。
・本校HPトップページの「Web出願」サイトへアクセスし、手続を行ってください。
  （パソコン、スマホ、タブレットでご利用いただけます）
　※途中保存が出来ないため、「出願情報入力」を開始ししたら、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。

・個人情報、出願入試日程等を入力し、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

・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。
※入金が完了しないと「出願者」となりませんので、十分ご注意ください。
　なお、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出願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。

出願完了
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。
※印刷環境が無い場合は、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）
・入校時間やその他持ち物等詳細はP3・4をご確認ください。試験当日

■Web出願環境がない方について
出願期間中、本校窓口にてWeb出願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。 〈1月20日から利用可〉 ※事前予約・詳細要相談

Web
（インターネット）

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
い時は、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. 保護者控室および昼食会場について
保護者控室および昼食会場は例年校内にご用意しておりますが、
2021年入試では次のとおりといたします。休息を取る環境等を十
分にご用意できず誠に申し訳ありませんが、受験生の皆様の安全性
配慮を重視して決定いたしましたので、何卒ご理解くださいますよ
うお願い申し上げます。
・保護者控室はご用意いたしますが、保護者の皆様も1の諸条件を
　満たした上でのご入場となります。また校内においては、本校関係

　者の指示に従ってくださいますよう、あらかじめご了承ください。
・昼食会場は、誠に申し訳ありませんが、ご用意ができません。2月
　1日の午前・午後入試を連続で受験する場合も同様です。大変心
　苦しいところですが、近隣の飲食店等をご利用頂き、再度ご入校
　くださいますようお願い申し上げます。
・飲み物は校内自販機による購入も可能ですが、数に限りがありま
　すので、できるだけ各自であらかじめ用意することをお勧めいた
　します。

・その他の飲食に関する詳細（試験中の休み時間のことなど）は、
　本校ホームページ情報をご覧ください。（12月中旬「よくあるQ＆
　A」として公開予定）

3. その他
今後の情勢により、変更や追加情報が出る場合があります。ご来校
前のホームページや当日会場内のお知らせもご注意の上、ご理解と
ご協力をお願い申し上げます。

コロナ情勢に関するお願い重要

X05402{1}



セレクト

セレクト

セレクト

スーパー特進東大選抜入試に注目、スライド合格あり
2018年3月の第1期生卒業以来、東大や医学部をはじめとするハイレベルな合格実績を実現してきた東大
選抜コース。2019年入学生より2クラス編成に拡充し、今年も70名を募集します。2月2日と3日はスライド合
格の実施も魅力。入学後、がんばり次第で東大選抜コースへステップアップするチャンスもあります。

2021年入試TOPICS

セレクト

2月1日、2日、3日ともに午後入試を実施
入学手続きは2月11日（祝）まで、また辞退者は2月末まで返金可
東大選抜、スーパー特進、英語入試ともに、午後入試を実施。また、試験はすべて当日合格発表し、入
学手続きは2月11日までお待ちします。手続き後に辞退する場合は、2月末までなら入学手続き金を全額
返金いたします。

4

英語入試は作文と計算問題でチャレンジできる
英検3級※以上の資格保持者は英語入試を利用できます。書類審査、作文、算数（四則計算）、面接（英
語）で受験可能。受験日は2月1・2日の全3回から選択でき、一般入試と組み合わせて受験することもで
きます。得点により東大選抜とスーパー特進の合格を判定。サンプルや詳細はHPをご覧ください。

※英検3級またはそれに準ずる資格があれば出願可。

セレクト

セレクト

同一受験料で最大4回出願可能
同時出願の場合、受験料25,000円で最大4回まで出願可能。追加料金は不要です。実際の受験日を後
からじっくり検討できます。受験生からは「挑戦しやすい」と好評。また、スーパー特進コースの合格資格
を保持したまま、東大選抜コース（特待生）入試にチャレンジすることもできます。

5

セレクト

セレクト

スーパー特進東大選抜コース合格者は特待生のチャンス
2月1日と2月2日の東大選抜コース入試合格者のうち、成績優秀者は特待生といたします。合格の目安と
なる得点は60％（120点／200点満点）程度ですが、65％以上を得点基準として下記のとおり、特待生とし
ての特典（奨学金支給「就学支援金」と合算）があります。入学後の進級時に、新たに特待生となるチャ
ンスもあります。（詳細は学校説明会にて）

種　類 S特待

授業料＋入学金・施設費
712,000円※

得点75％

授業料
420,000円※

得点70％

入学金
250,000円

得点65％

A特待 B特待

奨学金の支給額

合格基準

※2年次以降の特待生は年次審査あり ※2月3日は特待生対象外

出願手続きから試験当日までの流れ

・1月10日から可能です。
・本校HPトップページの「Web出願」サイトへアクセスし、手続を行ってください。
  （パソコン、スマホ、タブレットでご利用いただけます）
　※途中保存が出来ないため、「出願情報入力」を開始ししたら、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。

・個人情報、出願入試日程等を入力し、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

・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。
※入金が完了しないと「出願者」となりませんので、十分ご注意ください。
　なお、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出願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。

出願完了
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。
※印刷環境が無い場合は、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）
・入校時間やその他持ち物等詳細はP3・4をご確認ください。試験当日

■Web出願環境がない方について
出願期間中、本校窓口にてWeb出願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。 〈1月20日から利用可〉 ※事前予約・詳細要相談

Web
（インターネット）

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
い時は、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. 保護者控室および昼食会場について
保護者控室および昼食会場は例年校内にご用意しておりますが、
2021年入試では次のとおりといたします。休息を取る環境等を十
分にご用意できず誠に申し訳ありませんが、受験生の皆様の安全性
配慮を重視して決定いたしましたので、何卒ご理解くださいますよ
うお願い申し上げます。
・保護者控室はご用意いたしますが、保護者の皆様も1の諸条件を
　満たした上でのご入場となります。また校内においては、本校関係

　者の指示に従ってくださいますよう、あらかじめご了承ください。
・昼食会場は、誠に申し訳ありませんが、ご用意ができません。2月
　1日の午前・午後入試を連続で受験する場合も同様です。大変心
　苦しいところですが、近隣の飲食店等をご利用頂き、再度ご入校
　くださいますようお願い申し上げます。
・飲み物は校内自販機による購入も可能ですが、数に限りがありま
　すので、できるだけ各自であらかじめ用意することをお勧めいた
　します。

・その他の飲食に関する詳細（試験中の休み時間のことなど）は、
　本校ホームページ情報をご覧ください。（12月中旬「よくあるQ＆
　A」として公開予定）

3. その他
今後の情勢により、変更や追加情報が出る場合があります。ご来校
前のホームページや当日会場内のお知らせもご注意の上、ご理解と
ご協力をお願い申し上げます。
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スーパー特進東大選抜入試（特待生入試☆1）
英語入試

セレクト

セレクト セレクト セレクト

セレクトセレクト

男女35名

2月1日（月） 2月2日（火） 2月3日（水）
2月1日午前・2月1日午後・
2月2日の全3回実施☆4

（月）

男女25名

男女70名

1月10日（日） 0：00～
　　　　1月31日（日） 23：59

1月10日（日） 0：00～
　　　　2月1日（月） 23：59

1月10日（日） 0：00～
　　　　1月31日（日） 23：59

1月10日（日） 0：00～
　　　　2月3日（水） 14：00

左記日程と同じ

男女55名
（東大選抜30名、スーパー特進25名☆3）

男女20名
（東大選抜5名☆3、スーパー特進15名）

男女5名
（東大選抜☆3、スーパー特進）

セレクト
男女9名

（東大選抜1名、スーパー特進8名）
男女29名（東大選抜9名、スーパー特進20名）☆2

☆1. 特待生；スーパー特進東大選抜コース合格者のうち、成績優秀者は特待生といたします。（特待生詳細はP1参照）
☆2. 昨年度合格者数（参考）；昨年度の合格者数です。参考数値としてご覧ください。
☆3. スライド合格を実施いたします。

セレクト

15：00

15：05

15：10～16：00

16：10～17：00

集　合 15：00

15：05

15：10～16：00

16：10～17：00

集　合集　合 集　合

試験時間
（午前）

試験時間
（午後）

8：30

8：35
9：00～
　 　  9：30
9：40～
　 　  9：55
10：05～

15：00

15：05
15：30～
　  16：00
16：10～
     16：25
16：35～

諸注意
作　文
算　数
面　接

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。
③「Web出願」サイトから受験票を印刷して、試験当日にご持参ください。
＊入金が確認されると、「出願完了」となり受験票の印刷が可能になります。

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。
③「Web出願」サイトから受験票を印刷して、試験当日にご持参ください。
＊入金が確認されると、「出願完了」となり受験票の印刷が可能になります。

2科/国語・算数：各50分/各100点
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

2科/国語・算数：各50分/各100点
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

2科/4科選択（2科：国語・算数  4科：国語・算数・社会・理科）
国語・算数：各50分/各100点  社会・理科：各25分/各50点

※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

書類審査（英語資格）
算数（四則計算）：15分/50点
作文：30分/50点・面接☆5

筆記用具・受験票（各自印刷のこと）
＊上履き不要、携帯電話の試験会場への持ち込み禁止（保護者または学校預かり）

筆記用具・受験票（各自印刷のこと）
＊上履き不要、携帯電話の試験会場への持ち込み禁止（保護者または学校預かり）

15：00　＊14：00～ 入校可 15：00 ＊14：00～ 入校可 ＊14：00～ 入校可＊7：30～ 入校可

出願方法

持ち物

合格発表（ホームページ）

（1）入学手続き
　　金納入

（2）窓口来校

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・銀行振込は行いません。同時出願の場合、全4回のうち複数回の出願でも同額です。

※この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。

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・銀行振込は行いません。同時出願の場合、全4回のうち複数回の出願でも同額です。

※2月3日は実施なし。

左記日程と同じ
※2月3日は実施なし。

男女48名男女107名（東大選抜60名、スーパー特進47名）

合格発表日翌日～2月17日（水）
※この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。

合格発表日翌日～2月17日（水）

2月1日（月） 22：30～2月11日（祝） 14：00 2月2日（火） 22：30～2月11日（祝） 14：00 2月3日（水） 22：30～2月11日（祝） 14：00

左記持ち物に加え
英語資格書類（厳守）

2月1日（月） 19：00～2月11日（祝） 14：00

（P5・6参照）

（P2参照）

合格発表日～2月11日（祝）14：00
「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。

合格発表日～2月11日（祝）14：00
「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。

（1）（2）を行う
ことで手続き完了
となります

※校内掲示はありません

帰国生入試：12月5日（土）に実施します。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）

☆4. 英語入試日時；2月1日～2日の一般入試の日時に実施。
☆5．英語入試試験科目；書類審査（英語資格）は英検3級またはそれに準ずる資格書類（コピー）を当日（入室後）提出。作文は日本語。面接は英語。（サンプル問題他、詳細はHP参照）
●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。
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スーパー特進東大選抜入試（特待生入試☆1）
英語入試

セレクト

セレクト セレクト セレクト

セレクトセレクト

男女35名

2月1日（月） 2月2日（火） 2月3日（水）
2月1日午前・2月1日午後・
2月2日の全3回実施☆4

（月）

男女25名

男女70名

1月10日（日） 0：00～
　　　　1月31日（日） 23：59

1月10日（日） 0：00～
　　　　2月1日（月） 23：59

1月10日（日） 0：00～
　　　　1月31日（日） 23：59

1月10日（日） 0：00～
　　　　2月3日（水） 14：00

左記日程と同じ

男女55名
（東大選抜30名、スーパー特進25名☆3）

男女20名
（東大選抜5名☆3、スーパー特進15名）

男女5名
（東大選抜☆3、スーパー特進）

セレクト
男女9名

（東大選抜1名、スーパー特進8名）
男女29名（東大選抜9名、スーパー特進20名）☆2

☆1. 特待生；スーパー特進東大選抜コース合格者のうち、成績優秀者は特待生といたします。（特待生詳細はP1参照）
☆2. 昨年度合格者数（参考）；昨年度の合格者数です。参考数値としてご覧ください。
☆3. スライド合格を実施いたします。

セレクト

15：00

15：05

15：10～16：00

16：10～17：00

集　合 15：00

15：05

15：10～16：00

16：10～17：00

集　合集　合 集　合

試験時間
（午前）

試験時間
（午後）

8：30

8：35
9：00～
　 　  9：30
9：40～
　 　  9：55
10：05～

15：00

15：05
15：30～
　  16：00
16：10～
     16：25
16：35～

諸注意
作　文
算　数
面　接

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。
③「Web出願」サイトから受験票を印刷して、試験当日にご持参ください。
＊入金が確認されると、「出願完了」となり受験票の印刷が可能になります。

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。
③「Web出願」サイトから受験票を印刷して、試験当日にご持参ください。
＊入金が確認されると、「出願完了」となり受験票の印刷が可能になります。

2科/国語・算数：各50分/各100点
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

2科/国語・算数：各50分/各100点
※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

2科/4科選択（2科：国語・算数  4科：国語・算数・社会・理科）
国語・算数：各50分/各100点  社会・理科：各25分/各50点

※出題範囲は例年と同様で削減予定はありません。

書類審査（英語資格）
算数（四則計算）：15分/50点
作文：30分/50点・面接☆5

筆記用具・受験票（各自印刷のこと）
＊上履き不要、携帯電話の試験会場への持ち込み禁止（保護者または学校預かり）

筆記用具・受験票（各自印刷のこと）
＊上履き不要、携帯電話の試験会場への持ち込み禁止（保護者または学校預かり）

15：00　＊14：00～ 入校可 15：00 ＊14：00～ 入校可 ＊14：00～ 入校可＊7：30～ 入校可

出願方法

持ち物

合格発表（ホームページ）

（1）入学手続き
　　金納入

（2）窓口来校

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・銀行振込は行いません。同時出願の場合、全4回のうち複数回の出願でも同額です。

※この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。

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・銀行振込は行いません。同時出願の場合、全4回のうち複数回の出願でも同額です。

※2月3日は実施なし。

左記日程と同じ
※2月3日は実施なし。

男女48名男女107名（東大選抜60名、スーパー特進47名）

合格発表日翌日～2月17日（水）
※この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。

合格発表日翌日～2月17日（水）

2月1日（月） 22：30～2月11日（祝） 14：00 2月2日（火） 22：30～2月11日（祝） 14：00 2月3日（水） 22：30～2月11日（祝） 14：00

左記持ち物に加え
英語資格書類（厳守）

2月1日（月） 19：00～2月11日（祝） 14：00

（P5・6参照）

（P2参照）

合格発表日～2月11日（祝）14：00
「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。

合格発表日～2月11日（祝）14：00
「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。

（1）（2）を行う
ことで手続き完了
となります

※校内掲示はありません

帰国生入試：12月5日（土）に実施します。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）

☆4. 英語入試日時；2月1日～2日の一般入試の日時に実施。
☆5．英語入試試験科目；書類審査（英語資格）は英検3級またはそれに準ずる資格書類（コピー）を当日（入室後）提出。作文は日本語。面接は英語。（サンプル問題他、詳細はHP参照）
●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。
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2科/4科選択制の入試では
合格判定はどのようにするのでしょうか？

①全受験者を対象に、2科合計点で合否判定。②4科受験
生を対象に、4科合計点で合否判定。①②いずれかで判定
基準（得点）をクリアすれば合格となります。
※合格者の割合基準（合格者のうち2科受験生から〇割、4科受験生
　ら〇割合格）はありません。

複数回受験する場合、それまでの合格資格は
保持できますか？

合格資格は保持できます。例年、スーパー特進合格の後、東
大選抜入試にチャレンジする受験生や、東大選抜合格の
後、再度受験して特待生合格を目指す受験生も多数います。

入試が3種類（東大選抜・スーパー特進・英語）
あります。どのように違いますか？

合格の目安はどうなりますか？

東大選抜入試とスーパー特進入試では難易度や問題傾向
が異なります。過去問題集（声の教育社出版）や12月の学
校説明会の内容が参考になると思われます。また昨年度新
設した英語入試は、サンプル問題や詳細をHPに掲載します
のでご覧ください。

セレクト

セレクト セレクト

東大選抜入試は60％程度、スーパー特進入試は65％程度
の得点が合格目安です。これは合格ラインの大まかな参考
数値としてご理解ください。また入学後は、進級時にコース
替えがありますので、がんばり次第でスーパー特進コースか
ら東大選抜コースにステップアップできます。

セレクト

セレクト セレクト

ホームページもあわせてご覧ください。 入学手続き等について

1. 手続き方法
（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。
 　　〔2月11日（祝）14：00までに完了〕
　　 ※入学手続き金の納入（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。

（2）手続き金の納入が完了した後、次の「提出書類」を持参して手続き期間中に本校へご来校いただき入学許可証
　　および各種ご案内をお受取りください。

［入学手続き時の納入金］

※S特待の場合、入学金、施設費は奨学金より充当いたします。B特待の場合、入学金は奨学金より充当いたします。（年次審査あり）
※オリエンテーション費と諸経費に関して過不足が生じた場合は、入学後の一括教材費徴収時に過不足を清算します。

【提出書類】
①入学手続き金納入完了証明書
　支払い完了メール（2枚：入学金および入学手続き金）を印刷したもの
　※プリンター環境がない場合は、手続き時に校内で印刷することが可能です。但し、込み合うことがありますので、あらかじめご了承ください。
　※特待生（S特待・B特待）の場合は1枚（入学手続き金のみ）

②学籍データ変更届（該当者のみ。詳細は「2. 学籍データについて」をご覧ください。）

【手続き期間（窓口来校）】
合格発表日翌日～2月17日（水） 10：00～16：00
※土日祝日の受付については、2月6日（土）・7日（日）・11日（祝）のみとなります。〔2月13日（土）・14日（日）は受付不可〕
※2月6日（土）・7日（日）・11日（祝）は混雑が予想されますので、ご注意ください。
※入学手続き後の辞退は速やかにご連絡ください。（HPの「入学辞退申請フォーム」利用）
※次の期日までに入学辞退の申し出があった場合に限り、返還手数料を除いた納付金を返還いたします。（寄付金は返還できません）

入学辞退返金締切日　2021年2月28日（日） 13：00

［制服と指定用品の購入］
次の日程で購入受付を本校にて実施予定です。入学手続き完了後、受験生同行の上お申込みください。品目や注文
および支払い方法、納品等詳細は本校HP（1月中旬）に掲載いたしますので必ずご覧ください。

　2月6日（土）・7日（日）・10日（水）・11日（祝）・16日（火）・17日（水）
　いずれも10：00～16：00（事前予約不要）
※日時の変更が発生していないかご来校前に本校HPをご確認ください。
※制服採寸来校前に制服注文Webサイトに登録（入力）が必要です。（入学手続金支払い完了メールにて案内予定）

2. 学籍データについて
ご入学後、在校生の個人情報は「学籍データ」として登録されます。出願時にご家庭で入力した次の項目をそのまま

移行します。データ内容は、身分証明書やクラス名簿、各種証明書等に使用いたします。修正や変更が生じる場合は、
必ず変更届をご提出ください。
※学籍データ変更届は本校ホームページから各自印刷、記入して持参提出。印刷できなかった方は、入学手続き当日もご用意しておりま  
　すのでお申し出ください。

【登録項目】
生徒名簿・フリガナ・性別・生年月日・出身校（所在地および名称）・卒業年度・郵便番号および現住所・電話番号（自
宅）・電話番号（緊急時/携帯など）
※いずれも入学年の4月1日現在の内容でご登録ください。
※転居等の事情で4月1日以降の住所等が未定の場合は、その旨をお申し出ください。

8日（木）に予定しています。（詳細は入学手続時にご案内いたします）

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。
　※校内掲示はありません。
　※補欠を出す場合は、2月5日に該当者にお知らせいたします。
　　 補欠が繰り上げ合格となる場合は、2月11日に該当者にお知らせいたします。
　　 いずれも、出願時登録のメール宛にお知らせいたします。

入学金

250,000円

施設費

42,000円

オリエンテーション費

22,000円

PTA入会金

10,000円

諸経費

25,000円

合計

349,000円

合格発表

2月21日（日）に予定しています。
（実施方法その他詳細は2月5日までに本校HPでご案内いたします）

新入生
保護者会

3月21日（日）に予定しています。
（実施方法その他詳細は入学手続時にご案内いたします）新入生登校日

入学式

合格発表から入学式までの流れ

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。
②手続き金の納入が完了したら、所定の書類を持参して2月17日までに本校窓口へ
　ご来校ください。入学手続きが完了となります。
　2月末までに、転勤その他何らかの事情で入学を辞退する場合は、入学手続き金全額
　を返還いたします。
③制服採寸と指定用品の注文・販売を校内で実施します。

入学手続き

詳細はP6参照

（教材等宅配費用、一括教材費等）

X05402{5}



2科/4科選択制の入試では
合格判定はどのようにするのでしょうか？

①全受験者を対象に、2科合計点で合否判定。②4科受験
生を対象に、4科合計点で合否判定。①②いずれかで判定
基準（得点）をクリアすれば合格となります。
※合格者の割合基準（合格者のうち2科受験生から〇割、4科受験生
　ら〇割合格）はありません。

複数回受験する場合、それまでの合格資格は
保持できますか？

合格資格は保持できます。例年、スーパー特進合格の後、東
大選抜入試にチャレンジする受験生や、東大選抜合格の
後、再度受験して特待生合格を目指す受験生も多数います。

入試が3種類（東大選抜・スーパー特進・英語）
あります。どのように違いますか？

合格の目安はどうなりますか？

東大選抜入試とスーパー特進入試では難易度や問題傾向
が異なります。過去問題集（声の教育社出版）や12月の学
校説明会の内容が参考になると思われます。また昨年度新
設した英語入試は、サンプル問題や詳細をHPに掲載します
のでご覧ください。

セレクト

セレクト セレクト

東大選抜入試は60％程度、スーパー特進入試は65％程度
の得点が合格目安です。これは合格ラインの大まかな参考
数値としてご理解ください。また入学後は、進級時にコース
替えがありますので、がんばり次第でスーパー特進コースか
ら東大選抜コースにステップアップできます。

セレクト

セレクト セレクト

ホームページもあわせてご覧ください。 入学手続き等について

1. 手続き方法
（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。
 　　〔2月11日（祝）14：00までに完了〕
　　 ※入学手続き金の納入（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。

（2）手続き金の納入が完了した後、次の「提出書類」を持参して手続き期間中に本校へご来校いただき入学許可証
　　および各種ご案内をお受取りください。

［入学手続き時の納入金］

※S特待の場合、入学金、施設費は奨学金より充当いたします。B特待の場合、入学金は奨学金より充当いたします。（年次審査あり）
※オリエンテーション費と諸経費に関して過不足が生じた場合は、入学後の一括教材費徴収時に過不足を清算します。

【提出書類】
①入学手続き金納入完了証明書
　支払い完了メール（2枚：入学金および入学手続き金）を印刷したもの
　※プリンター環境がない場合は、手続き時に校内で印刷することが可能です。但し、込み合うことがありますので、あらかじめご了承ください。
　※特待生（S特待・B特待）の場合は1枚（入学手続き金のみ）

②学籍データ変更届（該当者のみ。詳細は「2. 学籍データについて」をご覧ください。）

【手続き期間（窓口来校）】
合格発表日翌日～2月17日（水） 10：00～16：00
※土日祝日の受付については、2月6日（土）・7日（日）・11日（祝）のみとなります。〔2月13日（土）・14日（日）は受付不可〕
※2月6日（土）・7日（日）・11日（祝）は混雑が予想されますので、ご注意ください。
※入学手続き後の辞退は速やかにご連絡ください。（HPの「入学辞退申請フォーム」利用）
※次の期日までに入学辞退の申し出があった場合に限り、返還手数料を除いた納付金を返還いたします。（寄付金は返還できません）

入学辞退返金締切日　2021年2月28日（日） 13：00

［制服と指定用品の購入］
次の日程で購入受付を本校にて実施予定です。入学手続き完了後、受験生同行の上お申込みください。品目や注文
および支払い方法、納品等詳細は本校HP（1月中旬）に掲載いたしますので必ずご覧ください。

　2月6日（土）・7日（日）・10日（水）・11日（祝）・16日（火）・17日（水）
　いずれも10：00～16：00（事前予約不要）
※日時の変更が発生していないかご来校前に本校HPをご確認ください。
※制服採寸来校前に制服注文Webサイトに登録（入力）が必要です。（入学手続金支払い完了メールにて案内予定）

2. 学籍データについて
ご入学後、在校生の個人情報は「学籍データ」として登録されます。出願時にご家庭で入力した次の項目をそのまま

移行します。データ内容は、身分証明書やクラス名簿、各種証明書等に使用いたします。修正や変更が生じる場合は、
必ず変更届をご提出ください。
※学籍データ変更届は本校ホームページから各自印刷、記入して持参提出。印刷できなかった方は、入学手続き当日もご用意しておりま  
　すのでお申し出ください。

【登録項目】
生徒名簿・フリガナ・性別・生年月日・出身校（所在地および名称）・卒業年度・郵便番号および現住所・電話番号（自
宅）・電話番号（緊急時/携帯など）
※いずれも入学年の4月1日現在の内容でご登録ください。
※転居等の事情で4月1日以降の住所等が未定の場合は、その旨をお申し出ください。

8日（木）に予定しています。（詳細は入学手続時にご案内いたします）

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。
　※校内掲示はありません。
　※補欠を出す場合は、2月5日に該当者にお知らせいたします。
　　 補欠が繰り上げ合格となる場合は、2月11日に該当者にお知らせいたします。
　　 いずれも、出願時登録のメール宛にお知らせいたします。

入学金

250,000円

施設費

42,000円

オリエンテーション費

22,000円

PTA入会金

10,000円

諸経費

25,000円

合計

349,000円

合格発表

2月21日（日）に予定しています。
（実施方法その他詳細は2月5日までに本校HPでご案内いたします）

新入生
保護者会

3月21日（日）に予定しています。
（実施方法その他詳細は入学手続時にご案内いたします）新入生登校日

入学式

合格発表から入学式までの流れ

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。
②手続き金の納入が完了したら、所定の書類を持参して2月17日までに本校窓口へ
　ご来校ください。入学手続きが完了となります。
　2月末までに、転勤その他何らかの事情で入学を辞退する場合は、入学手続き金全額
　を返還いたします。
③制服採寸と指定用品の注文・販売を校内で実施します。

入学手続き

詳細はP6参照

（教材等宅配費用、一括教材費等）
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42,900円

57,400円

68,700円

45,800円

100,300円

62,800円

12,000円

12,000円

686,800円

114,500円

420,000円

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（2021年納入額をP6に記載）

■授業料等

※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学期に一括納入

学期ごとに一括納入

7 8

下記費用は2019年度の納入費用です。今後の諸経費は、学年ごとに改定されることがあります。
詳細および宿泊行事については、説明会配布資料やホームページをご覧ください。

「生徒総合保障制度」について

本校では強制ではありませんが、全員が「生徒総合保障制度」に加入していただき、育英費用、賠償責任費用、日常生活中
のケガなど万が一の事故に対応できるようお願いしております。（同様の保険にすでにご加入の方は、そちらでの対応が可
能です。）

※学期ごとに必要な費用、諸会費等を学期初めに一括してプリントによりお知らせいたします（一括教材費）。

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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42,900円

57,400円

68,700円

45,800円

100,300円

62,800円

12,000円

12,000円

686,800円

114,500円

420,000円

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（2021年納入額をP6に記載）

■授業料等

※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学期に一括納入

学期ごとに一括納入

7

下記費用は2019年度の納入費用です。今後の諸経費は、学年ごとに改定されることがあります。
詳細および宿泊行事については、説明会配布資料やホームページをご覧ください。

「生徒総合保障制度」について

本校では強制ではありませんが、全員が「生徒総合保障制度」に加入していただき、育英費用、賠償責任費用、日常生活中
のケガなど万が一の事故に対応できるようお願いしております。（同様の保険にすでにご加入の方は、そちらでの対応が可
能です。）

※学期ごとに必要な費用、諸会費等を学期初めに一括してプリントによりお知らせいたします（一括教材費）。

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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淑徳中学校
〒174-8643 東京都板橋区前野町5-14-1　　TEL.03-3969-7411  FAX.03-3558-7992

セレクト

スーパー特進東大選抜コース募集
午後入試や特待生、返金制度などうれしいしくみ

スライド合格でチャレンジを応援
東大選抜、スーパー特進ともにスライド合格制度を実施

複数回受験による追加料金なし

英語入試は作文と計算問題でチャレンジ可能
英検3級以上の取得者にニュース、選べる日時も魅力

詳しくはホームページをご覧ください。 Web用
（スマホ対応）

淑徳中学校
2021年度

入学 試 験 要 項

セレクト

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

■試験会場（淑徳中学校）

淑徳中学校
淑徳高等学校

2020年
完成

■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。

（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。

〈　　　　　　　　〉出願から入学手続きまで
この一冊でわかる
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