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東京家政学院高等学校

生徒募集要項

出願資格
2022年3月中学校を卒業見込みの女子
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出願手続
〇 Web出願となります。Web出願が困難な場合はお問い合わせください。
〇 出願情報の入力は、すべての入試において12月20日(月)9:00から可能です。
〇 入学検定料のお支払いは、推薦入試は1月15日(土)9:00から、一般入試は1月25日(火)9:00から可能です。
＊クレジットカード、コンビニエンスストア・ペイジー(金融機関ATM)などをご利用ください。
〇 入学検定料のお支払い後、出願書類を郵送(簡易書留)にて提出してください。
〇 Web出願の詳細については、「2022年度入試 出願手続について」をご覧ください。
※ 調査書の受領書は、受領後3日以内に中学校長宛に発送いたします。
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入学検定料
20,000円
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＊納入された検定料はいかなる理由があっても返還できません。

入試について

推薦入試《単願推薦》
◆ 出願基準
①
②
③
④
⑤

本校を第１志望とする者
全科目の内申点に１がないこと
３年次の欠席日数が７日以内であること(特別な事情がある場合を除く)
本校の指定する内申点の基準を満たしていること(1学期または2学期、前期または後期受験用）
事前に入試相談を済ませ、エントリーシートを提出していること

募集コース
試験日
募集人員

リベラルアーツコース または アドバンストコース
1月22日(土)
80名(併願推薦も含む)
1月15日(土)～1月19日(水)16:00書類必着
＊Web出願後、郵送(簡易書留)にて出願書類を提出してください。
20,000円
(1) 写真票(写真貼付) (2) 調査書(厳封、所定用紙) (3) 推薦書(所定用紙)
(4) 志望理由書(所定用紙)
リベラルアーツコース
アドバンストコース

出願期間
検定料
出願書類
内申点
の基準

5科のうち3科 10 または 5科 16 または 9科 29

特別活動の
加点上限
特別活動の加点項目
加点2

加点1

3科1点 5科1点 9科2点

5科 19 または 9科 32
5科2点 9科2点

リベラルアーツコース
英検・漢検・数検のいずれかが準2級以上
3年間皆勤
クラブでの顕著な実績*③
3年間精勤(9日以内) クラブで3年間活動
英検・漢検・数検のいずれかが3級*①
9科のいずれかの内申点が4以上*②
生徒会での顕著な活動 ボランティア活動*③

アドバンストコース
英検・漢検・数検のいずれかが準2級以上
3年間精勤(9日以内) クラブで3年間活動
英検・漢検・数検のいずれかが3級*①
5科のいずれかの内申点が4以上*②
*①*②２つまで併用可 *③活動報告書を提出

◆ 入試当日から入学手続までのスケジュール
試験内容
合格発表
入学手続
入学金

集合時間
8:30
開始時間
8:50
①個人面接(10分)
随時終了
Web発表
1月22日(土)16:00～20:00 本校ホームページにて発表いたします。
Web手続
1月23日(日)23:00までに入学金を納入してください。
200,000円

◆ チャレンジ入試について
推薦入試合格者を対象に2月10日(木)に行います。
クラス分けの資料となりますので必ず受験してください。
高得点者は、アドバンストコースへのスライド合格および特待資格の取得が可能です。
受験料は必要ありません。受験票を必ず持参してください。
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生徒募集要項

推薦入試《併願推薦》
◆ 出願基準
①
②
③
④
⑤

他校（公立、私立を問わず）を第1志望とし、東京都・神奈川県以外の公立中学校に在籍する者
全科目の内申点に１がないこと
３年次の欠席日数が７日以内であること(特別な事情がある場合を除く)
本校の指定する内申点の基準を満たしていること(1学期または2学期、前期または後期受験用）
事前に入試相談を済ませ、エントリーシートを提出していること

募集コース
試験日
募集人員

リベラルアーツコース または アドバンストコース
1月22日(土)
80名(単願推薦も含む)
1月15日(土)～1月19日(水)16:00書類必着
＊Web出願後、郵送(簡易書留)にて出願書類を提出してください。
20,000円

出願期間
検定料
出願書類
内申点
の基準

(1) 写真票(写真貼付)

加点1

(3) 推薦書(所定用紙)

リベラルアーツコース

アドバンストコース

5科のうち3科 10 または 5科 17 または 9科 30

5科 20 または 9科 33

特別活動の
加点上限
特別活動の加点項目
加点2

(2) 調査書(厳封、所定用紙)

5科1点 9科2点

5科2点 9科2点

リベラルアーツコース
英検・漢検・数検のいずれかが準2級以上
3年間皆勤
クラブでの顕著な実績*③
3年間精勤(9日以内) クラブで3年間活動
英検・漢検・数検のいずれかが3級*①
9科のいずれかの内申点が4以上*②
生徒会での顕著な活動 ボランティア活動*③

アドバンストコース
英検・漢検・数検のいずれかが準2級以上
3年間精勤(9日以内) クラブで3年間活動
英検・漢検・数検のいずれかが3級*①
5科のいずれかの内申点が4以上*②
*①*②２つまで併用可

*③活動報告書を提出

◆ 入試当日から入学手続までのスケジュール
集合時間
試験内容
合格発表
入学手続
入学金

科目
Web発表
Web手続

8:30
開始時間
8:50
① 適性テスト(国語・数学・英語 / 計60分・100点)
＊1科目20分程度の基礎学力テスト
② 個人面接(10分)
随時終了
1月22日(土)16:00～20:00 本校ホームページにて発表いたします。
公立高校前期発表翌日23:00までに入学金を納入してください。
200,000円

◆ チャレンジ入試について
推薦入試合格者を対象に2月10日(木)に行います。
クラス分けの資料となりますので必ず受験してください。
高得点者は、アドバンストコースへのスライド合格および特待資格の取得が可能です。
受験料は必要ありません。受験票を必ず持参してください。

◆ 出願後の受験辞退について
必ず中学校の先生(担任)からご連絡いただきますようお伝えください。
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一般入試《併願優遇》
◆ 出願基準
①
②
③
④
⑤

他校（公立、私立を問わず）を第1志望とし、東京都・神奈川県の公立中学校に在籍する者
全科目の内申点に１がないこと
３年次の欠席日数が７日以内であること(特別な事情がある場合を除く)
本校の指定する内申点の基準を満たしていること(1学期または2学期、前期または後期受験用）
事前に入試相談を済ませ、エントリーシートを提出していること
＊都立推薦入試に合格した場合は、出願する必要はありません。出願を辞退する場合はお知らせください。

募集コース
試験日
募集人員

リベラルアーツコース または アドバンストコース
〈第1回〉 2月10日(木)
〈第2回〉 2月12日(土)
80名(一般も含む)
1月25日(火)～2月7日(月)16:00書類必着
2月11日(金)のみ窓口出願可
＊Web出願後、郵送(簡易書留)にて出願書類を提出してください。
20,000円

出願期間
検定料
出願書類

(1) 写真票(写真貼付)

内申点
の基準

リベラルアーツコース

アドバンストコース

5科のうち 3科 10 または 5科 17 または 9科 30

5科 20 または 9科 33

特別活動の
加点上限
特別活動の加点項目
加点2

加点1

(2) 調査書(厳封、公立高校の様式、私立協会標準様式でも可)

5科1点 9科2点

5科2点 9科2点

リベラルアーツコース
英検・漢検・数検のいずれかが準2級以上
3年間皆勤
クラブでの顕著な実績*③
3年間精勤(9日以内) クラブで3年間活動
英検・漢検・数検のいずれかが3級*①
9科のいずれかの内申点が4以上*②
生徒会での顕著な活動 ボランティア活動*③

アドバンストコース
英検・漢検・数検のいずれかが準2級以上
3年間精勤(9日以内) クラブで3年間活動
英検・漢検・数検のいずれかが3級*①
5科のいずれかの内申点が4以上*②
*①*②２つまで併用可 *③活動報告書を提出

◆ 入試当日から入学手続までのスケジュール
〈第1回〉〈第2回〉共通
集合時間
8:30
開始時間
8:50
① 筆記テスト(各科目100点 合計300点)
1
8：50～9：40
国語
試験内容
科目
2
9：55～10：45
英語
3
11：00～11：50 数学
昼食
② 12：30～
個人面接(10分)
随時終了
合格発表
Web発表
入試当日16:00～20:00 本校ホームページにて発表いたします。
入学手続
Web手続
公立高校前期発表翌日23:00までに入学金を納入してください。
入学金
200,000円

◆ 出願後の受験辞退について
必ず中学校の先生(担任)からご連絡いただきますようお伝えください。

一般入試《一般》
◆ 出願基準
特にありません。出願資格を満たしていれば、受験できます。

◆ 試験について

〈第1回〉〈第2回〉共通

一般入試(併願優遇)と同日、同形式で実施します。出願手続・試験内容・合格発表も同じです。
詳しくは一般入試(併願優遇)をご覧ください。
本校を第1志望で受験される方には、第1志望優遇制度があります。詳細はお問い合わせください。
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合格発表・入学手続について
○
○
○
〇

すべての入試において、本校ホームページにて発表いたします。
合格通知は、郵送いたします。
合否についての電話等でのお問い合わせは、一切お受けできません。
入学金は合格発表後から所定の期日までに、入学手続専用サイトにて納入してください。
＊クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー(金融機関ATM)などをご利用いただけます。
※ 納入された入学金はいかなる理由があっても返還できません。
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試験当日の持ち物・注意
○ 受験票、筆記用具、目盛りつき三角定規一式・コンパス(数学受験)を持参してください。
午後に面接がある方は昼食をご用意ください。(学校外に出ることはできません)
○ 上履きは必要ありません。
○ 下敷きの使用、校内での携帯電話・スマートフォンの使用は認めません。
○ 試験終了まで、保護者との面会はできません。
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特待生制度
特待種別
特待Ｓ

特待Ａ

特待Ｂ

特待Ｃ

全ての入試が対象です

内容
入学金半額免除および
3年間の全額分の授業料相当額を
奨学金として支給
入学金半額免除および
1年間の全額分の授業料相当額を
奨学金として支給
入学金半額免除および
1年間の半額分の授業料相当額を
奨学金として支給

英検・漢検・数検のいずれかが2級であること
入試の合計点が80％以上

入試の合計点が75％以上
英検・漢検・数検のいずれかが準2級であること
調査書の内申点が５教科20以上であること
入試の合計点が70％以上

入学金半額免除

クラブ特待

基準(各項目のいずれかの条件を満たせば特待合格)
英検・漢検・数検のいずれかが準１級以上であること
入試の合計点が90％以上

実績に応じて特待Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃの資格を得ることができます

対象となるクラブ

・バドミントン部

・ソングリーダー(チアリーダー)部

・ソフトテニス部
・バスケットボール部
・吹奏楽部
＊希望する場合は練習会への参加が必要です。ご相談ください。

入学手続後の行事予定
◇ 新入生保護者連絡会……3月13日(日)
◇ 入学式……4月9日(土)

◇ 新入生登校日(講習など)……4月初旬(予定)
＊詳しくは後日お知らせします。

入学後の費用など
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＊下記金額は前年度入学生の実績によります。諸般の事情により変更が生じる場合があります。

◇ 入学手続時納入経費
◇ 入学後納入経費(年額)

入学金

200,000円

合計

654,100円

授業料
450,000円 施設設備資金
120,000円
環境整備費
PTA会費
15,600円
生徒会費
8,000円
図書費
※ 上記のほかに年度により徴収額の変動はありますが、学年行事費として３年間で約36万円、
修学旅行費として約20万円の経費負担があります。
※ 東京都入学支度金貸付制度(都内在住)を希望される方は、出願時にお問い合わせください。
内訳
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60,000円
500円

2022 年度入試 出願手続について
１．東京家政学院高等学校の出願について
○東京家政学院高等学校は、2022 年度入学試験において「インターネット出願」を導入しています。
○出願の申込手続は全て WEB 上で行うため、いつでもどこでも出願できます。

パソコン、スマートフォン、タブレット等に対応していますので、ご自宅で、外出先で、塾で、移動中でも出願
申込をしていただけます。
入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー（金融機関 ATM）などを
お使いいただけます。受験票は、ご自宅のプリンターで印刷していただきます。また、コンビニエンスストアにある

マルチコピー機を使っても簡単に印刷できます。
インターネット環境、印刷環境がない方は、本校までお電話にてお問い合せください。
○充実サポートで安心出願。
出願時の操作でわからないことは、 『インターネット出願サイト』内の『よくある質問』をご覧ください。それでも解決しない
場合は、24 時間対応のコールセンター（ミライコンパス）へお問合せください。システム操作面のサポートをいたします。
○すべてはマイページに。
イベント予約や出願時にメールアドレスを登録すると、イベント予約や出願申込の履歴確認、受験票の印刷も、すべては
このマイページの中で確認できます。

２．出願手続の期間
○推薦入試《単願推薦・併願推薦》
出願情報の入力

：12 月 20 日(月) 9:00～

入学検定料の支払い

： 1 月 15 日(土) 9:00～

出願書類の提出期間 ： 1 月 15 日(土) ～ 1 月 19 日(水) 必着 ＊郵送(簡易書留)にて提出
＊提出書類：写真票（写真貼付）、調査書（厳封、所定用紙）、推薦書（所定用紙）、志望理由書（単願推薦のみ、所定用紙）

○一般入試《併願優遇・一般》
出願情報の入力

：12 月 20 日(月) 9:00～

入学検定料の支払い

： 1 月 25 日(火) 9:00～

出願書類の提出期限 ：＜第 1 回（2/10）＞ 1 月 25 日(火) ～ 2 月 7 日(月) 必着 ＊郵送(簡易書留)にて提出
：＜第 2 回（2/12）＞ 1 月 25 日(火) ～ 2 月 7 日(月) 必着 ＊郵送(簡易書留)にて提出
2 月 11 日(金) ＊本校窓口に提出（9:00～12:00）
＊提出書類：写真票（写真貼付）、調査書（厳封、公立高校の様式、私立協会標準様式でも可）
（その他注意事項等）
・出願情報の入力は推薦入試《単願推薦・併願推薦》、一般入試《併願優遇・一般》ともに 12 月 20 日(月)より可能ですが、
受験票・写真票の印刷は入学検定料のお支払い完了後となりますので、ご注意ください。
・出願書類は、郵送（簡易書留）にてご提出ください。（2 月 11 日(金)のみ本校窓口に提出）
・出願サイトに関するお問い合わせは、サイト内記載のコールセンター（ミライコンパス）へお願いします。
・その他入試に関しては本校入試事務室へお問合せください。（平日:9 時～16 時、土:9 時～13 時 ＊日祝を除く）

東京家政学院高等学校 【入試全般に関するお問い合せ】
〒102-8341 東京都千代田区三番町 22 番地
TEL 03-3262-2559（入試事務室）
E-mail rose@chuko.kasei-gakuin.ac.jp
URL https://www.kasei-gakuin.ed.jp/

【出願サイトに関するお問い合せ】
24 時間対応コールセンターの電話番号は、出願サイト内に
記載されている「お問合せ先」をご覧ください
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３．出願手続の方法
○出願手続の流れ

① 本校ホームページ／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のバナーを設置
します。パソコン・スマートフォン・タブレット等でご利用いただけます。

② 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）を登録済みの方は、同じ ID をお使いください。

③ 顔写真データアップロード

顔写真データをアップロードしてください。アップロードしない場合は、受験票
印刷後に写真票に顔写真（4cm×3cm）を貼付してください。
＊写真は、無背景・無帽・カラー、3 か月以内に撮影したものに限ります。

④ 出願情報入力

出願情報を入力し、出願する試験を選択してください。
＊出願情報の入力は、出願サイト上で使用できる文字に限ります。本校が発行する
書類等は出願サイトで登録された文字を使用しますことをご了承ください。

⑤ 入学検定料決済

入学検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー
（金融機関 ATM)をご利用ください。なお、お支払いには別途手数料が
かかります。

⑥ 受験票印刷

入学検定料お支払い後、出願サイトのマイページから受験票の印刷が可能と
なります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。顔写真データを
アップロードしていない場合は、写真票に顔写真を貼付してください。

⑦ 出願書類提出

出願書類は、市販の封筒（角 2 サイズ）に入れて、受験票と一緒に印刷
される「宛名票」を貼り、期日までに郵送（簡易書留）してください。
＊2/11(金)本校窓口に提出する場合も、封筒に「宛名票」を貼付してください。

出願書類（調査書）受領

調査書の受領書は、提出書類（調査書）受領後 3 日以内に、中学校長
宛に発送します。

○受験票・写真票・宛名票の取扱い
宛名票

（サンプル）

＜受験票＞

＜写真票＞

＜宛名票＞

試験日当日にお持ちください

出願書類とともに提出ください

出願書類提出用の封筒に
貼付してください

＊顔写真をアップロードまたは貼付
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