
２０２１年度

募集要項
（令和３年度）



2021年度（令和3年度）入試の出題範囲について

東京都教育委員会から2021年度（令和3年度）都立高校の入試についての配慮事項が発表され
ました。その中で中学3年生の学習内容から次の項目を出題範囲から除外することが決定されて
います。
日本学園は東京都教育委員会の試験範囲除外に準じて入試試験問題を作成いたします。

試験範囲から除外する内容

関係代名詞のうち、主格のthat.which.who及び目的格
のthat.whichの制限的用法
※同様の働きをもつ接触節も出題しない。

国語 中学3年生の教科書で学習する漢字

数学 三平方の定理

標本調査

英語



（※１）

・3科12以上または
  　5科20以上
・5科に2がないこと

・9科27以上 ・9科27以上
・体育が3以上であること

英検・漢検・数検
準2級以上は3科内申に+1

※検定以外の加点はありません

・英検･漢検･数検3級以上
・3年間精勤
・部活動優遇
・校友子弟(3親等まで）
・特記事項

　9科内申に加点あり（要相談）

Ｗｅｂ発表

Ｗｅｂ手続

※1

※2 3年2学期末の成績です。2学期制の場合は後期の仮評定となります。

※3 出願方法についてはWeb出願のページをご覧ください。

☆

☆

☆ 三年間コースの変更はできません。
☆

総合進学コース スポーツコース
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校友優遇（2親等の親族-祖父・父・兄弟が卒業生または在校生）の方は学費の一部を免除します。
事前に「校友受験願」を提出してください。（用紙は本校事務室窓口で受け取ってください）

スポーツコースは硬式野球部・サッカー部・バスケットボール部・バレーボール部・柔道部のいずれかに入部
する者で事前相談を受けた者のみとなります。

出願書類
提出期間
（※3）

　　　1月15日（金）9時　～　1月21日（木）　必着
　　　　・写真票（Web出願後にプリントアウトしたもの）
　　　　・調査書（公立高校提出用）
　　　　・推薦書（在籍中学校の先生による本校入試相談で中学校へ配付）
　
　●全て封筒に入れWeb出願後にプリントアウトした宛名票を封筒に貼り付け簡易書留で郵送
　●郵送が間に合わなければ1月21日8時～正午の間に持参

推薦入試で合格した方は一般入試を受験できません。ただし、特別進学コース合格者のみ一般入試
で特待チャレンジができます。

合格発表

入学手続
1月23日（土）9時　～　1月24日（日）16時

推薦入試のみ特別進学コース合格者はＳ特待とします。

推薦入試

1月22日（金）

1月15日（金）9時　～　1月20日（水）23時59分

試験科目

Web出願期間

　2021年3月中学校卒業見込みの男子
 

在籍中学校の先生による本校入試相談が済んでいること
出願資格

作文　・　面接（個人）

募集人員

試験日

127名

加点措置

推薦基準
（※2）

　　　　　　　　　　　・3年次の欠席10日以内
　　　　　　　　　　　・9科に1がないこと

特別進学コース



特別進学コース 総合進学コース 特別進学コース 総合進学コース
（※1） （※2）

・3科10以上または
 　 5科17以上
・5科に2がないこと
・9科30以上

・9科29以上

英検・漢検・数検
準2級以上は3科内申に+1

※検定以外の加点はあり
ません

・英検･漢検･数検3級以上
・3年間精勤
・部活動優遇
・校友子弟(3親等まで）
・特記事項
　
9科内申に加点あり（要相談）

Ｗｅｂ発表

Ｗｅｂ手続

※1

※2

※3 3年2学期末の成績です。2学期制の場合は後期の仮評定となります。

※4 出願方法についてはWeb出願のページをご覧ください。

☆

☆

☆ 三年間コースの変更はできません。
☆

-　2　-

校友優遇（2親等の親族-祖父・父・兄弟が卒業生または在校生）の方は学費の一部を免除します。
事前に「校友受験願」を提出してください。（用紙は本校事務室窓口で受け取ってください）

併願優遇 一般　第１回

90名

総合進学コース併願優遇から特別進学コースにチャレンジができます。Web出願の際に「総合進学コース（特
別進学）希望」を選択してください。受験番号も試験会場も特別進学コースと同じになります。

合格発表

入学手続

2021年3月中学校卒業見込みの男子

　　　　　・3年次の欠席10日以内
　　　　　・9科に1がないこと

加点措置

一般入試の特別進学コース受験生が特別進学コースの合格点をとれない場合、総合進学コースの合格点を上
回っていれば、総合進学コースの合格になります。

推薦入試で合格した方は一般入試を受験できません。ただし、特別進学コース合格者のみ一般入試
で特待チャレンジができます。

　　　　　1月25日（月）9時　～　2月8日（月）　必着
　　　　　・写真票（Web出願後にプリントアウトしたもの）
　　　　　・調査書（公立高校提出用）
　　　　　・併願届（併願優遇の場合のみ）

　●全て封筒に入れWeb出願後にプリントアウトした宛先用紙を封筒に貼り付け簡易書留で郵送
　●郵送が間に合わなければ2月8日8時～正午の間に持参

出願書類
提出期間
（※4）

特別進学コース合格者の内、英検2級取得者は入学金免除。準2級取得者は入学金半額免除となりま
す。Web出願の際に英検の項目に入力し、英検合格証のコピーを出願書類と共に郵送してください。

 2月11日（木・祝）9時　～　2月19日（金）16時

 2月11日（木・祝）9時　～　3月 3日（水）16時

併願優遇/一般第1回入試

出願資格
2021年3月中学校卒業見込みの男子

在籍中学校の先生による本校入試相談が済んでいること

募集人員

Web出願期間

試験日

試験科目

推薦基準
（※3）

　　　　　1月25日（月）9時　～　2月7日（日）　23時59分

2月10日（水）

英語・国語・数学・面接（特別進学は個人・総合進学はグループ）



特別進学コース 総合進学コース

（※2）

Ｗｅｂ発表

Ｗｅｂ手続

※1 3年2学期末の成績です。2学期制の場合は後期の仮評定となります。
※2

※3 出願方法についてはWeb出願のページをご覧ください。

☆

☆

☆ 三年間コースの変更はできません。
☆
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Web出願期間 　　　　　1月25日（月）9時　～　2月12日（金）　23時59分

出願書類
提出期間
（※3）

　　　　　1月25日（月）　～　2月13日（土）　必着
　　　　　・写真票（Web出願後にプリントアウトしたもの）
　　　　　・調査書（公立高校提出用）
　　　　　・併願届（併願優遇の場合のみ）

　●全て封筒に入れWeb出願後にプリントアウトした宛先用紙を封筒に貼り付け簡易書留で郵送
　●郵送が間に合わなければ2月13日8時～正午の間に持参

推薦入試で合格した方は一般入試を受験できません。ただし、特別進学コース合格者のみ一般入試で
特待チャレンジができます。

合格発表

入学手続

校友優遇（2親等の親族-祖父・父・兄弟が卒業生または在校生）の方は学費の一部を免除します。事
前に「校友受験願」を提出してください。（用紙は本校事務室窓口で受け取ってください）

一般入試の特別進学コース受験生が特別進学コースの合格点をとれない場合、総合進学コースの合格点を上
回っていれば、総合進学コースの合格になります。

 2月15日（月）9時　～　2月19日（金）16時

 2月15日（月）9時　～　3月 3日（水）16時

特別進学コース合格者の内、英検2級取得者は入学金免除。準2級取得者は入学金半額免除となりま
す。Web出願の際に英検の項目に入力し、英検合格証のコピーを出願書類と共に郵送してください。

併願優遇/一般第2回入試

一般　第2回

出願資格
2021年3月中学校卒業見込みの男子

募集人員 38名

特別進学コース

　 2021年3月中学校卒業見込みの男子

在籍中学校の先生による本校入試相談が済んでいること

加点措置

併願優遇

試験日 2月14日（日）

試験科目 英語・国語・数学・面接（特別進学は個人・総合進学はグループ）

推薦基準
（※1）

・3科10以上または5科17以上
・5科に2がないこと
・9科30以上
・3年次の欠席10日以内
・9科に1がないこと

　英検・漢検・数検
　準2級以上は3科内申に+1

※検定以外の加点はありません



● 初回受験料は20,000円です。2回目以降の受験料は各回10,000円となります。
● お支払方法等はWeb出願のページをご覧ください。

8:20 集　合 8:20

8:30 点呼・諸注意 8:30

8:40　～　9:30 1.　英　語 8:40　～　9:30

9:40　～　　　 2.　国　語 9:45　～ 10:35

3.　数　学 10:50　～ 11:40

4.　面　接 　  11:50　～

※ 学力試験は特別進学コース、総合進学コース共通の問題です。

※ 試験問題の持ち帰りはできません。

※ 個人の点数の開示はいたしません。

◇ 試験は本校で行います。
◇ 当日の持ち物は≪受験票・筆記用具・上履き・靴入れ≫です。
◇ 試験当日は8時20分までに登校してください。
◇ 付き添いの方の控室の用意があります。駐車場はありませんのでお車での来校はご遠慮ください。
◇ 試験会場では、受験番号を確認し、受験票を机の上に置いてください。
◇ 試験当日、受験票を忘れた場合は事務室にお申し出ください。
◇ 推薦入試では、原則として、試験開始後の入室は認められません。
◇ 併願優遇・一般入試では、原則として、試験開始後30分以降の入室は認められません。
◇

◇

◇

◇ 当日は、試験終了まで校外に出られません。
◇ 地震や降雪等により交通機関に支障のある場合は、試験日や試験開始時間を遅らせることがあります。
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電卓、計算機能付きの時計、携帯電話等の持ち込みはできません。
なお、時計のアラームは切っておいてください。

面接は本人だけに行い、保護者の方には行いません。
なお、面接を受けずに帰った場合は試験放棄と見なします。

各教室に電波時計があります。腕時計の持ち込みはできますが、電波時計の時間を基準に試験を行い
ます。

試験当日の諸注意

面接終了順に下校

受験料

面接終了順に下校

点呼・諸注意

併願優遇 / 第1回・第2回一般入試

2月10日　/　14日

集　合

時間割

推薦入試

1月22日

1.　作　文

2.　面　接



高校一年次の学費等（2020年度実績）

4月納入額 5月以降月額 年額

37,000円 37,000円 444,000円

8,500円 8,500円 102,000円

7,500円 7,500円 90,000円

13,000円 年額（入会金1,000円） - 13,000円

9,000円 年額（入会金3,000円） - 9,000円

3,600円 年額 - 3,600円

80,000円 年額 - 80,000円

特別進学　　55,000円 110,000円

総合進学　　35,000円 90,000円

スポーツ　　25,000円 80,000円

特別進学コース 213,600円 851,600円

総合進学コース 193,600円 831,600円

スポーツコース 183,600円 821,600円

入学金 250,000円　（入学手続時納入）
※お住いの地域や世帯年収により各種の軽減制度があります。詳しくは本校の奨学金担当にお問い合わせください。

奨学金と学費補助
特待生制度

日本学園奨学金制度

校友優遇制度

公の学費助成制度

公の学費貸付制度

東京都の入学支度金制度

58,000円

5,000円

合計

費目

授業料

教育充実費

修学旅行積立金

生徒会費

施設費

学年経費

ＰＴＡ会費

同窓会費

Ｂ特待

特別進学コースの入学試験において優秀な成績の者は特待生合格とします。入試の得点によ
り4段階（ＳＳ特待～Ｂ特待）の特待に分かれます。入学後の成績により､年次入れ替えがあ
ります。
各部活動等において特に優秀で引き続き本校での活動が期待される生徒について4段階（Ｓ
Ｓ特待～Ｂ特待）の特待を設けています。採用は能力だけでなく学業・生活態度を基に中学
校長からの推薦を受け、面接を行って決定します。入学後の部活動での成績・生活態度など
により、年次入れ替えがあります。

入学金・授業料・教育充実費・施設費

入学金・授業料・施設費

学業成績による：

授業料

教育充実費

免除項目

部活動による　：

ＳＳ特待

Ｓ特待

Ａ特待

世帯年収により、国と東京都の授業料助成制度があります。一定基準以下の世帯には授業料相当額の軽減とな
ります。
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勉学意欲があり、人物良好な生徒のうち、経済的理由により学費の支弁が困難な生徒に対して学費を全額また
は一部免除する制度です。また、在学中家計急変のため学費免除の必要が生じた生徒は希望により緊急時学費
免除を審査し決定します。返済の必要はありません。

東京都育英資金・神奈川県奨学金等、各都道府県において、希望者で条件に合う生徒に対して貸与する制度で
す。

都内に在住している保護者に対し、入学時に納入する経費の一部を融資する制度です。

受験生の祖父・父・兄弟が日本学園の卒業生又は在校生である場合は学費の一部優遇があります。出願の際、
または出願前に必ず「校友受験願」を提出してください。用紙は本校事務室窓口で受け取ってください。
また、兄弟で同時に入学する場合も優遇措置がありますので事前にご相談ください。



Ｗｅｂ出願となります
◇ 出願受付はWeb出願のみとなります。出願の為の来校は不要です。
◇ 平日・休日にかかわらず24時間出願ができます。
◇ 各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払いが選べます。

Ｗｅｂ出願の流れ

出願サイトへアクセス
　　☆本校ホームページからアクセスできます。

　　☆パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかでアクセスしてください。

　　☆2021年1月8日9時よりWeb出願の基本事項入力が開始できます。

画面の指示に従い入力
　　☆事前情報の登録

① メールアドレス・パスワードを登録します。

② オープンキャンパス・部活動体験等の予約をWebでされた方は既に登録が完了しております。

③

④ メールアドレスが登録できない場合は、「Step1：E-mail送信」画面の＜重要＞をお読みください。

　　☆マイページにログイン/志願者情報入力
① 画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。

② 必須項目は必ず入力してください。

③ 受験料の払い込みが完了するまでは、何度でも修正・変更が可能です。

④ マイページにて顔写真データをアップロードし、顔写真の事前登録もできます。（任意）

推薦入試

併願・一般入試　第1回

併願・一般入試　第2回

1月15日（金）9時　～　1月20日（水）23時59分
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ご登録いただいたメールアドレスは手続き完了メールの他、調査書受領メール・緊急連絡等にも利
用します。

1月25日（月）9時　～　2月 7日（日）23時59分

1月25日（月）9時　～　2月12日（金）23時59分

出願について

STEP1

STEP2



受験料の支払い方法選択　→支払完了メール確認
　　☆受験料の支払いは出願期間のみとなりますのでご注意ください。

　　☆各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーのいずれかでお支払いを済ませてください。

　　☆一旦納入された受験料は、理由のいかんを問わずお返しいたしません。

受験票・写真票・宛名票を印刷

写真票・調査書等を送付

　　☆「受験票」・「写真票」・「宛名票」をそれぞれ切り取ってください。

出願書類提出締切

試験当日受験票を持参
　　☆試験当日「受験票」を忘れずにお持ちください。

STEP2 ここをクリック

☆ サイトの画面下の「お問い合わせ先」をクリックしてください

STEP2 

☆ パソコン・スマートフォン・タブレットでの入力環境が整わない場合は本校へご相談ください。

日本学園ＨＰのお問い合わせフォームまたは日本学園へ直接電話（03-3322-6331）してください。
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締切当日持参の場合は正午締切

締切当日持参の場合は正午締切

締切当日持参の場合は正午締切

推薦入試

併願・一般入試　第1回

併願・一般入試　第2回

1月21日（木）必着

2月 8日（月）必着

2月13日（土）必着

　　☆郵送された調査書等が本校へ到着後「調査書受領完了メール」を登録されたアドレスにお送りしま
　　　す。（出願数により到着後数日かかる場合があります。）

　　　（写真のサイズは縦4㎝×横3㎝）

　　☆事前に調査書-厳封（推薦入試の場合は推薦書・併願優遇の場合は併願届も同封）を中学校の先生よ
　　　り受け取っておいてください。

　　☆受験料の支払い完了メールが届いたら、マイページにログインして出願書類を自宅やコンビニ等で
　　　印刷してください。

　　☆中学校から受け取った封筒（調査書等が厳封されているもの）と「写真票」を角２の封筒に入れて
　　　「宛名票」を貼り、郵便局で「簡易書留」郵便で郵送してください。

STEP3

困ったときは

Ａ４用紙 角２封筒



Ｗｅｂ合格発表から入学までの流れ

推薦入試

一般入試

合格発表サイトへアクセス
☆ 下記の期間内に本校ホームページからアクセスできます。

☆ パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかでアクセスしてください。

☆

合格発表アクセス期間

受験した回を選び、ログインＩＤ（受験番号）・パスワード（生年月日8桁-例：2005年5月5日生の場合
20050505）を入力してください。

推薦入試 　　1月23日（土）9時　～　1月24日（日）16時

併願・一般入試　第1回 2月11日（木・祝）9時　～　2月19日（金）16時

併願・一般入試　第2回 　　2月15日（月）9時　～　2月19日（金）16時
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合格発表/入学手続

※合格発表はＷｅｂ発表のみとなります。掲示・合格通知書の受け渡しはありません。

STEP1



入学金の支払い方法の選択
☆ 下記の期間内に本校ホームページからアクセスできます。

☆ パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかでアクセスしてください。

☆

入学金受付期間

※一般入試合格者のうち、受験した公立の合格発表が3月3日以降の方は事前にご連絡ください。
　ご連絡いただいた場合は合格発表の翌日までお待ちいたします。

☆ 入学金の支払いは受付期間のみとなりますのでご注意ください。

☆ 各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーのいずれかでお支払いを済ませてください。

☆ 一旦納入された入学金は、理由のいかんを問わずお返しいたしません。

※登校日までに書類が届かない場合はご連絡ください。

STEP2 

入学手続き後の登校日

☆ 2月11日　推薦入試合格者の書類提出・受取　制服採寸・体育着等注文
☆ 3月 8日　一般入試合格者の書類提出・受取　制服採寸・体育着等注文
☆ 4月 1日　書類提出　体育着等の受取
☆ 4月 7日　入学式

※新入生説明会はありません。受け取った書類をよくお読みください。
※登校日の服装は自由です。新しい制服は入学式から着用してください。
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併願・一般入試　第1回 2月11日（木・祝）9時　～　3月 3日（水）16時

併願・一般入試　第2回 　　2月15日（月）9時　～　3月 3日（水）16時

推薦入試 　　1月23日（土）9時　～　1月24日（日）16時

受験した回を選び、ログインＩＤ（受験番号）・パスワード（生年月日8桁-例：2005年5月5日生の場合
20050505）を入力してください。

☆ 特待等で入学金が免除されている場合でも入学金0円で決済を行ってください。

☆ 登校日に来校できない場合は必ずご連絡ください。

☆ 入学金の支払い完了メールが届いたら、入学手続完了です。

☆ 入学手続きが完了した方へ入学の為の書類をご自宅へ郵送いたします。

☆ 必要書類を登校日に提出してください。

STEP2

STEP3



個人情報のお取り扱いについて

ご登録いただきました個人情報は厳重かつ安全な管理のもと、当学園で必
要な場合のみ使用し、また第三者への開示はいたしません。
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