
 

1 
 

神田女学園高等学校 ２０１９年度 生徒募集要項 
 

Ⅰ. 募集要項 

◆ 内申は３年時２学期または後期の仮(５段階評定)とする。 

◆ 推薦並びに併願優遇で出願する際の欠席日数は、３年時１０日以内とする。 

◆ 埼玉県の方は、出願前に本校説明会での『個別相談』が必要です(出願基準等の確認が出来る資料をご持参ください)。 
 

１) 推薦入試 
試験日時 １月２２日(火) 8：30集合 

試験区分 単願推薦 
併願推薦 

※東京・神奈川を除く公立中在籍者対象 

募集定員 １００名(グローバルコース１５名/アドバンストコース２５名/フューチャーコース６０名) 

出願資格 

本校の教育理念を理解し、意欲的に学ぶ意志を持つ者で、以下の各条件を満たす者 

① ２０１９年３月中学校卒業見込みの女子   ② 中学校長の推薦する者 

③ 本校の出願基準を満たしている者              ④ 併願は隣接県対象(神奈川を除く) 

⑤ 単願の場合は、本校を第一志望とする者 

グローバルコース 

出願基準 

・３科１０ または ５科１７ 

・９科に１ ５科に２ がないこと 

・英語評価４以上 または 英検３級以上 

・３科１１ または ５科１８ 

・９科に１ ５科に２ がないこと 

・英語評価４以上 または 英検３級以上 

アドバンストコース 

出願基準 

・３科１０ または ５科１７ 

・９科に１ ５科に２ がないこと 

・３科１１ または ５科１８ 

・９科に１ ５科に２ がないこと 

フューチャーコース 

出願基準 

・５科の中から任意の３科９ または９科の中から 

任意の５科１５ 

・９科に１がないこと 

・３科９ または ５科１６ または ９科２７ 

・９科に１がないこと 

加点制度 

以下に該当する場合、出願基準に加点されます。但し加点は１ポイントのみです。 

●英検・漢検・数検・ニュース検定 ３級以上  ●入学時から中学３年生の１１月まで皆勤 

●生徒会長・生徒会役員・各種委員会委員長・クラブ部長などの経験者 

●その他、学校内・学校外の公式な活動で顕著な成績を修めた者 

事前相談 推薦入試を希望する場合、本学園教員と在籍中学校教員との事前相談が必要となります 

出願方法 Web出願のみ(『Ⅵ.出願方法について』をご確認ください) 

出願期間 入力・入金受付開始:１２/２０(木)～ / 発番開始:１/１５(火)～ / 締切：１/１６(水) 16：00 

受 験 料 20,000円 ※Web出願の際、別途手数料がかかります 

提出書類 

●写真票(受験料支払い後、マイページから印刷可能となります) 

●調査書(単願者：東京私立中学高等学校協会標準書式 併願者：公立高校出願用と同じもの) 

●推薦書(本学園指定 ホームページよりダウンロードしてください) 

書類提出方法 簡易書留(角２封筒)にて郵送 １月１６日(水)消印有効 

グローバルコース 

試験科目 
英語(５０分) / 面接(個人) 

アドバンストコース 

試験科目 
国語(５０分) / 面接(個人) 

フューチャーコース 

試験科目 
国語(５０分) / 面接(個人) 

合格発表 1月２２日(火) 14：00～ 本校ホームページにて発表 併せて校内に掲示 

入学手続き 

① 「入学手続納入金」納入期限：1月２５日(金)       12：00まで 

② 制服採寸・学校指定用品購入日:１月２５日(金) 12：30～15：00(単願の方は必ずご来校ください) 

※ 併願推薦合格者で手続きの延期を希望する場合は、公立高校一般入試合格発表翌日まで認め 

ます(Web出願時に併願校等を入力してください)。 

【延納期限】 

千葉県：３月７日(木) 16：00まで 

埼玉県：３月９日(土) 12：00まで 
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２) 一般入試 

試験日時 ２月１０日(日) 8：30集合 

試験区分 併願優遇 一般 

募集定員 １００名(グローバルコース１５名/アドバンストコース２５名/フューチャーコース６０名) 

出願資格 

本校の教育理念を理解し、意欲的に学ぶ意志を

持つ者で、以下の条件を満たす者 

① ２０１９年３月中学校卒業見込みの女子 

② 本校の出願基準を満たしている者 

本校の教育理念を理解し、意欲的に学ぶ意志を

持つ者で、以下の条件を満たす者 

① ２０１９年３月中学校卒業見込みの女子、また

は２０１８年３月に中学校を卒業した女子 

グローバルコース 

出願基準 

・３科１１ または ５科１８ 

・９科に１ ５科に２ がないこと 

・英語評価４以上 または 英検３級以上 

出願にあたっての基準等はありません 
アドバンストコース 

出願基準 

・３科１１ または ５科１８ 

・９科に１ ５科に２ がないこと 

フューチャーコース 

出願基準 

・３科９ または ５科１６ または９科２７ 

・９科に１がないこと 

加点制度 

以下に該当する場合、出願基準に加点されま

す。但し加点は１ポイントのみです。 

●英検・漢検・数検・ニュース検定 ３級以上 

●入学時から中学３年生の１１月まで皆勤 

●生徒会長・生徒会役員・各種委員会委員長・ 

クラブ部長などの経験者 

●その他、学校内・学校外の公式な活動で顕著 

な成績を修めた者 

― 

入試相談 併願優遇を希望する場合、事前に本学園教員と在籍中学校教員との入試相談が必要となります 

出願方法 Web出願のみ(『Ⅵ.出願方法について』をご覧ください) 

出願期間 入力・入金受付開始:１２/２０(木)～ / 発番開始:１/２５(金)～ 

出願締切 併願優遇…２/２(土) 16：00 / 一般…２/６(水) 16：00 

受 験 料 20,000円 ※Web出願の際、別途手数料がかかります 

提出書類 
●写真票(受験料支払い後、マイページから印刷可能となります) 

●調査書(在籍中学校の校長発行) ※公立高校出願用と同じもの 

書類提出期間 
簡易書留(角２封筒)にて１月２５日(金)～２月２日

(土)消印有効 

簡易書留(角２封筒)にて１月２５日(金)～２月６日

(水)消印有効 

グローバルコース 

試験科目 
英語(５０分) / 面接(個人) 

国語・数学・英語(各５０分) / 面接(個人) 
アドバンストコース 

試験科目 
国語(５０分) / 面接(個人) 

フューチャーコース 

試験科目 
国語(５０分) / 面接(個人) 

合格発表 ２月１０日(日) 18：00～ 本校ホームページにて発表            

入学手続き 

① 「入学手続納入金」納入期限：２月１６日(土)       12：00まで 

② 制服採寸・学校指定用品購入日:３月９日(土) 9：00～12：00 

※ 併願優遇・一般入試合格者で手続きの延期を希望する場合は、公立高校一般入試合格発表 

翌日まで認めます(ネット出願時に併願校を明記してください)。 

【延納期限】 

神奈川県：２月２８日(木) 16：00まで  千葉県：３月７日(木) 16：00まで 

東京都：３月   ２日(土) 12：00まで   埼玉県：３月９日(土) 12：00まで 
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３) 特待生選抜入試 (グローバルコース・アドバンストコース対象)  

本校では、2 月１１日(月・祝)に『特待生選抜入試』を実施し、当該入試の結果が特に優秀な受験生に対して特待生として入学

金等を免除する制度があります(次年度以降は進級時の審査を経て継続します)。 

またフューチャーコースの受験生で、 

ケース 1…グローバル・アドバンスト各コースへのスライド合格を希望する受験生 

ケース 2…グローバル・アドバンスト各コースにスライド合格を希望し、かつ特待も希望する受験生 

以上の場合も、この特待生選抜入試にチャレンジすることでスライド合格、特待合格のチャンスがあります。 
 

特待の種類は以下の 3 つです。 
 

● 特待Ⅰ：入学金 250,000円免除 ＋ 特別奨学金（200,000 円×３年間）支給 

● 特待Ⅱ：入学金 250,000円免除 ＋ 特別奨学金（150,000 円×３年間）支給 

● 特待Ⅲ：入学金 250,000円免除 ＋ 特別奨学金（100,000 円×３年間）支給 
 

※就学支援金申請の関係上、所得証明書のご提出をお願いしております。予めご確認ください。 
 

 

Ⅱ. 入学手続き 
それぞれの手続き締切期限までに、出願時にご登録いただきましたWebサイトから入学手続納入金を納めていただきます。 

詳細は合格者全員に郵送される「入学手続き書類」にてご確認ください。 
 

１) 入学手続納入金 300,000円 (入学金 250,000円 施設拡充費 50,000円) 
 

２) １年時生徒納入金（参考：2018 年度） ※GC：グローバルコース AC・FC：アドバンストコース・フューチャーコース 
 

コース 授 業 料 設備維持費 生 徒 会 費 父母の会費 積 立 金 修学旅行積立金 合 計 

GC 396,000 円 90,000 円 6,000 円 12,000 円     132,000 円 60,000 円     696,000 円 

AC・FC 396,000 円 90,000 円 6,000 円 12,000 円   108,000 円 60,000 円 672,000 円 
 

● 手続き後に入学を辞退された場合、入学手続納入金は返金いたしません。 

● 入学手続き後に辞退する場合は、必ず３月１５日（金）までに電話連絡のうえ、入学辞退届を郵送または FAX にて 

３月１８日(月）16：00 必着でお送りください。 

● 制服等指定用品購入費として、120,000円程度別途必要です。（制服一式、体育着、通学かばん、通学靴等） 

● 教材費(副教材費)につきましては、４月に別途ご案内させていただきます。 

● 入学後、タブレット端末機器(60,000 円程度)をご購入いただきます。 

※生徒納入金は、社会情勢等により変更になる可能性もございます。 
 

【補助金制度】 

私立高等学校等就学支援金制度 

【助成金制度】 

東京都が実施する授業料軽減助成金制度（東京都在住者対象） 

試験日時 2月１１日（月・祝） 8：30集合 

受験資格 推薦合格者のうち特待生を希望する者 / 併願優遇・一般入試受験者で本校への特待入学を希望する者 

出願方法 Web出願のみ(P４ 『Ⅵ.出願方法について』をご覧ください) 

出願期間 入力・入金受付開始:１２/２０(木)～ / 発番開始:１/２５(金)～ / 締切：２/６(水) 16：00 

提出書類 
●写真票(受験料支払い後、マイページから印刷可能となります) 

●調査書(在籍中学校の校長発行) ※公立高校出願用と同じもので結構です 

書類提出期間 
P２ ２)一般入試試験区分「一般」に準ずる  

但し、既に出願・受験済みの方は、新たに書類提出の必要はございません 

受 験 料 
20,000円 但し、既に帰国入試・推薦入試(単願推薦・併願推薦)・一般入試(併願優遇・一般)を出願・受験

済みの方は、別途受験料をお支払いいただく必要はございません。 

試験科目 国語・数学・英語(各５０分) / 面接(個人) ※面接は本校を初めて受験する生徒のみ 

合格発表 ２月１１日(月・祝) 18：00～ 本校ホームページにて発表 
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Ⅲ. 試験後の行事日程 

１) 新入生オリエンテーション ２０１９年 ３月２２日(金) 9:30～ 
 

２) 入学式   ２０１９年 ４月  ６日(土) 10:00～ 

 

Ⅳ. 試験当日の持ち物 
● 受験票(写真要)：ご自身で印刷し、試験当日に必ずお持ちください。 
● 筆記用具(下敷き・コンパス・定規は使用できません) 

※上履きは必要ありません。また、水分補給のための飲料は持ち込み可能です。携帯電話の持ち込みは可能ですが、 

試験時間中は電源をお切りいただきます。 

 

Ⅴ. 注意事項 
 

 

● 本校敷地内に駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関でご来校ください。 
 

● 災害時(地震などの天変地異)は、本校教職員の指示に従っていただきます。 
 

● 荒天や交通機関に乱れがある場合は、本校ホームページで対応についてご連絡いたします。 

● インフルエンザに罹り、医師の判断で出願受験日の外出が許可されない場合は、ご相談のうえ別日受験を設定いたします。

お早めにご連絡ください。 

 

Ⅵ. 出願方法について(Webでの出願のみです) 
 

手順① 出願期間内に本校HPのWeb出願サイトにアクセスし、登録を行ってください。その後必要事項の入力をお願いします。 
 

手順② 受験料は「クレジットカード決済」、または「金融機関ATM」のいずれかでお支払いください。 
 

手順③ 受験料の支払いを確認すると、支払完了メールが送信されます。案内に従って、Web出願の際に作成されるマイペー

ジから、受験票・写真票・宛名票を必ずA４サイズで印刷してください。写真を貼付した写真票、調査書、推薦書(推薦

入試に出願した生徒のみ)を角２封筒に封入し、宛名票をはがれないよう貼付の上、『簡易書留』で郵送してください。  

 

● Web出願の詳細につきましては、２０１８年１２月１０日（月）より、本校HPにてご案内いたします。 
 

● 入試の受験回数を追加する場合は､マイページから申込が可能です。 
 

● 一度納入された受験料は受験の有無にかかわらず、いかなる理由があっても返金いたしません。 

 

Ⅶ. 帰国生入試  
 

帰国生入試 第１回 １１月２４日（土） 8：30 第２回 １２月２２日（土） 8：30 

試験科目 国語（基礎学力） / 英語（エッセイライティング） / 面接（日本語・英語） 

※帰国生入試の詳細は、帰国生入試用２０１９年度生徒募集要項をご確認ください。 

 

【Web出願について】 
 

Web環境等によってインターネットでの出願が困難な場合は、入試広報部までご相談ください。 
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