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中学入試募集要項

（令和４年度）



募集・出願
2月3日(木)

適性検査 第1回 第2回 第3回 第4回 創発学

30名 20名

午前 ー 8:30

午後 14:30 ー

適性検査
Ⅰ･Ⅱ

2科4科
選択

国語
+

得意科目

2科4科
選択

国語
+

得意科目

適性検査
Ⅰ･Ⅱ

　当日

　20:00～
　当日

　15:00～
　当日

　20:00～
　当日

　15:00～
　当日

　20:00～
　当日

　20:00～
2月10日(木)
16:00まで

2月8日(火)
16:00まで

2月8日(火)
16:00まで

2月8日(火)
16:00まで

2月8日(火)
16:00まで

2月10日(木)
16:00まで

合格発表～

　2月10日(木）

　　16:00〆切

合格発表～

　2月10日(木）

　　16:00〆切

入学試験時間・配点
適性検査

適性検査Ⅰ
（100点）

適性検査Ⅱ
（100点）

ー

ー

創発学

適性検査Ⅰ
（100点）

適性検査Ⅱ
（100点）

2時間目 15:55 ～ 16:45
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　　 1科目（100点）
 算数・英語・理科・社会より選択

集合時間 14:30 ～ 00:00 点呼

1時間目 14:50 ～ 15:40 国語（100点）

午　後　入　試

算数（100点）

理科（50点）

社会（50点）

第2回　/　第4回

2時間目 09:55 ～ 10:45

3時間目 11:00 ～ 11:30

4時間目 11:40 ～ 12:10

午　前　入　試

集合時間 08:30 ～ 00:00 点呼

1時間目 08:50 ～ 09:40 国語（100点）

第1回　/　第3回

英検取得者
英検取得者については級により加点措置があります。Web出願時に英検取得項目に級を入力し、試験当日
に英検合格証のコピーを持参してください。

出願資格 　　2022年3月小学校卒業見込みの男子

受験料 20,000円（複数回受験可）

出願期間
(Web出願)

1月10日(月)～1月31日(月)23：59まで
　　1月10日(月)～試験当日
　　　　　　　　　（試験開始30分前まで）

入学手続
(Web手続)

特待生
○優秀な成績の場合特待合格
○特待の種類はSS特待・S特待・A特待・B特待

○一度合格しても2月5日まで何度でもチャレンジ可
○合格した特待はそのままで上位をチャレンジ可

合格発表～　2月8日(火）　　16:00〆切

合格発表
(Web発表)

試験科目 　　2科4科選択・・・2科（国語・算数）または4科（国語・算数・理科・社会）の選択
　　適性検査・・・・適性検査　Ⅰ・Ⅱ
　　国語+得意科目・・・国語　+　1科目[算数・英語・理科・社会より1科目選択]
　　創発学・・・・・適性検査　Ⅰ・Ⅱ

2月1日(火) 2月5日(土)

募集人員 40名 30名

集合時間
8:30 ー

ー 14:30



合否の判定

◇ 試験は本校で行います。

◇

◇ 試験当日は午前入試は8時30分までに午後入試は14時30分までに登校してください。

◇

◇

◇ 午後の試験が始まるまで、保護者控室で、受験生と保護者が一緒に飲食・休憩ができます。

◇ 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。

◇ 当日は、試験終了まで校外に出られません。

◇

◇ 試験問題の持ち帰りはできません。また、点数の開示もありません。

※ 社会情勢により変更する場合があります。
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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。

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。

当日の持ち物は《写真票》《受験票》《筆記用具》《上履き》《下足入れ》《英検合格証の
コピー（英検合格者のみ）》です。
ペンケースなどは机に置いてもかまいませんが、計算機、計算機能の付いた時計・携帯電話
等の電子機器、定規、コンパスなどは使えませんので、カバンにしまってください。
腕時計の持ち込みも可能ですが、アラームは切っておいてください。試験は会場にある電波
時計を基準に行います。

試験当日の諸注意

試験開始30分まで受験ができます。試験時間の延長はありません。特別な事情が生じた場合
はご連絡ください。（TEL.03-3322-6331）

2科4科の判定
まず、2科受験生4科受験生全員の2科得点で全合格者の8割程度の合否を判定し、
その後、4科受験生から2割程度の合格を出します。

国+得意科目の判定 　2科合計点により合格を出します。

適性・創発の判定 　適性検査Ⅰ・Ⅱ合計点により合格を出します。



◇ 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。
　　☆2022年1月8日9時よりWeb出願の基本事項入力が可能となります。
　　☆下記の期間内に出願をしてください。

　1月10日（月）　9:00　～　2月 5日（土）試験開始30分前
創発学
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Ｗｅｂ出願

出願期間　2021年1月10日より受験料の支払い・受験票の印刷ができます

2月1日（火）
適性検査

　1月10日（月）　9:00　～　1月31日（月）23:59第１回
第２回

2月3日（木） 第３回 　1月10日（月）　9:00　～　2月 3日（木）試験開始30分前

2月5日（土）
第４回

STEP1



画面の指示に従い入力
☆事前情報の登録　2022年1月8日9時より登録可能

①メールアドレス・パスワードを登録します。

②説明会等の予約を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緊急連絡等にも利用します。

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）

受験料の支払い方法選択　→支払完了メール確認
　2022年1月10日9時より受験料の支払い・受験番号の発行スタート
☆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。

☆一旦納入された受験料は、理由のいかんを問わずお返し出来ません。

「受験票」・「写真票」を印刷

「写真票」に顔写真を貼付
　　☆顔写真データを事前に登録していない場合は「写真票」にお手持ちの写真を貼ってください。
　　　（写真のサイズは縦4㎝×横3㎝）

試験当日「受験票」・「写真票」・「英検合格証のコピー」（英検合格者のみ）を持参
　　☆試験当日「受験票」・「写真票」を忘れずにお持ちください。
　　☆試験当日英検合格者は「英検合格証のコピー」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。

☆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。お支払いには手数料がかかります。

　　☆受験料の支払い完了メールが届きましたら、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。
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STEP3

困ったとき

STEP2



※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。

Ｗｅｂ合格発表から入学までの流れ

合格発表サイトへアクセス
☆ 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。

☆ 受験した回を選び、ログインＩＤ（受験番号４桁）・パスワード（生年月日8桁-例：2009年5月5日生の
場合20090505）を入力してください。
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2月3日(木) 第３回 2月 3日(木)15：00　～　2月 8日(火)16:00

2月5日(土)
第４回 2月 5日(土)20：00　～　2月 8日(火)16:00

創発学 2月 5日(土)20：00　～　2月10日(木)16:00

合格発表・入学手続

合格発表アクセス・入学手続期間

2月1日(火)

適性検査 2月 1日(火)20：00　～　2月10日(木)16:00

第１回 2月 1日(火)15：00　～　2月 8日(火)16:00

第２回 2月 1日(火)20：00　～　2月 8日(火)16:00

STEP1



入学金の支払いサイトへアクセス
☆ 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。

☆

入学金の支払い方法選択　→　支払完了メール確認
☆ 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出来ません。

STEP2 
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。

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。

※ ２月１３日に制服の採寸等があります。

※ 社会情勢により日程等を変更する場合があります。変更は配付書類又はＨＰでお知ら
せいたします。

受験した回を選び、ログインＩＤ（受験番号４桁）・パスワード（生年月日8桁-例：2009年5月5日生の
場合20090505）を入力してください。
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※ 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。

※ 入学金の支払い完了メールが届きましたら、入学手続完了です。

※

STEP2

困ったときは



5月以降（毎月） 年額

34,000円 34,000円 408,000円

5,000円 5,000円 60,000円

16,000円 16,000円 192,000円

75,000円 5,000円 120,000円

13,000円 13,000円

9,000円 9,000円

3,600円 3,600円

3,800円 3,800円 45,600円

159,400円 63,800円 861,200円

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

生徒会費 年額（内　入会金1,000円）

ＰＴＡ会費

教育充実費 月額

修学旅行積立金 月額

学年経費

年額（内　入会金3,000円）

中学1年次の学費等（2021年度実績）
費目 4月納入額

授業料 月額

同窓会費 年額

タブレットリース 月額

合計

　　　入学手続時納入金　280,000円　（入学金200,000円 及び 施設費80,000円）

学業成績による： 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。

　　　　　※納入された入学金は返還できません。

部活動による： 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（SS
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、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。

免除項目

ＳＳ特待 入学金　+　授業料　+　教育充実費　+　施設費

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。

受験生の祖父・父・兄弟が日本学園の卒業生また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。
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Ｓ特待 入学金　+　授業料　+　施設費

Ａ特待 授業料

Ｂ特待 教育充実費



Ｑ土曜日の授業はありますか？

Ａ土曜日は４時間目まで授業があります。

Ｑ日課以外の宿題はありますか？

Ａ

Ｑ塾に通う必要はありますか？

Ａ

Ｑ自転車通学は可能ですか？

Ａ

Ｑ携帯電話やポータブルミュージックプレイヤーなどの持ち込みについて教えてください。

Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａほとんどの生徒が何らかの部活動に入って活動しています。

部活動は盛んですか？
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各教科で、単元ごとなどに宿題が出されます。適宜ノート提出などもありますので、家でまとめてく
るような宿題が出ることもあります

中学生の学食利用はテイクアウトのみとなります。

出願に関するＱ＆Ａ

基本的には必要ありません。多くの生徒は、学校の授業と補習などだけで十分な理解をしています。
学習に不安がある場合は、まず担任に相談してください。

入学後、届出をした生徒に対して許可しています。

携帯電話に関しては、中学生は朝のホームルームで担任に預け、帰りのホームルームで返却となって
います。音楽機器などは持ち込み禁止です。高校に進んだらどちらも登校時に電源を切って個人での
管理となります。ルールが守られない場合には、保護者の方に学校に来ていただく場合もあります。

学食は中学生も利用できますか？



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。

202106
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