試験に関する諸注意

インターネット出願について

（ 1 ）試験会場の開場は 7:30 です。誘導にしたがって入場してください。
（ 2 ）来校の際には公共交通機関を利用し、車での送迎は絶対におやめください。近隣へのご配慮をお願いいたします。
（ 3 ）試験前日、または当日に公共交通機関の乱れが予想される場合は、試験時間を変更する場合があります。詳しくは本校ホームページ
でお知らせいたします。
（ 4 ）携帯電話を教室に持ち込むことはできますが、電源を切って鞄にしまってください。
（ 5 ）時計を着用して受験することはできますが、アラームなどが鳴らない設定にしてください。なお、計算機能付時計やスマートウォッチな
どの使用はできません。
（ 6 ）保護者の方の控え室はオレンジホールです。
（ 7 ）合否に関するお問い合わせには一切応じられません。
（ 8 ）いったん納入された入学検定料・入学手続金は返還いたしません。
（ 9 ）出願に際して、入力した内容に事実と異なるものがあった場合には、入学許可を取り消すことがあります。
（10）出願に際して、入力いただいた住所、氏名等の個人情報は、入学試験および入学手続関連の業務のみに利用いたします。

■平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■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方法が選べます。

●利用可能期間
出願サイトへの入力と入学検定料のお支払いは、2020 年 12 月 20 日（日）から可能です。また、推薦入試の受験票印刷は
2021 年１月 15 日（金）のみ、一般入試の受験票印刷は 2021 年１月 25 日（月）から 30 日（土）まで可能です。

●出願手続きの方法

よくあるご質問
◆推薦入試・一般入試共通

本校ホームページ

Ｑ．男女別の定員枠はありますか？
Ａ．推薦入試（男女合わせて 40 名）、一般入試（男女合わせて 52 名）。
ともに、男女別の定員枠はありませんが、入学者の男女比が 1:1 に近づくように、男女それぞれ入試結果上位から順に合格者を確
定します。繰上合格を出す際も、入学者の男女比が 1:1 に近づくように、男女の人数を調整します。

出願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（12 月初旬の予定）
。
「インターネット出願」のバナーより出願サイトにアクセ
スしてください。

▼
出願サイト

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

▼

Ｑ．帰国生の募集枠はありますか？
Ａ．帰国生の募集枠はありませんが、出願時に本校が指定する「帰国生」の条件（在留経験１年以上で、2020 年４月以降に帰国し
た者）を満たす方は、一般入試での合格判定において若干の考慮をいたします。
該当する方には、本校所定の「海外在留証明書」の提出をお願いしております。
書類を本校ホームページよりダウンロードし、印刷してご使用ください。

Ｑ．入試当日の時間割を教えてください。
Ｑ．入試当日に気をつけることはありますか？
〇推薦入試

ユーザ ID（メールアドレス）と
パスワードの登録
▼

〇一般入試

１限目

8:40 〜 9:20

国語

１限目

8:40 〜 9:30

国語

２限目

9:40 〜 10:20

数学

２限目

9:50 〜 10:40

数学

３限目

10:40 〜 11:20

英語

３限目

11:05 〜 12:05

４限目

11:40 〜

面接（個人）

４限目

13:00 〜（予定） 面接（グループ）

Ａ．推薦入試・一般入試のいずれも、面接を行います。受験生のみなさんは身だしなみやマナーなどにも気を配ってください。服装は、
みなさんが通学している学校の制服（正装）が望ましいです。制服が無い場合は一般的な制服に準じた服装にするとよいでしょう。

Ｑ．推薦入試と一般入試の両方に出願すると優遇されることはありますか？
Ａ．推薦入試受験者が一般入試を受験した場合、評定加算点に加え特別加算点「20 点」が加算されます。
推薦入試受験者が繰上合格候補者となった場合、繰上合格を出す際に、その者を優先します。

Ｑ．合格発表はどのように行いますか？
Ａ．「インターネット（本校ホームページ）」および「本校掲示」で、合格者・繰上合格候補者の受験番号一覧を発表します。
合格者への書類受け渡しは、掲示での合格発表日 10:00 〜 12:00 に本校窓口で行います。合格書類（入学手続書類）の受け取
りがない場合は入学辞退とみなします。また、繰上合格候補者に配付する書類はありません。

◆一般入試について
Ｑ．グループ面接はどのように行われるのですか？
Ａ．受験生３人ほどのグループで面接（15 分程度）を行います。
質問は受験生一人一人に対して行われるので、
グループ内でのディスカッションをするようなことはありません。出願時に提出する
「面
接のための資料」の内容に沿って、
「本校を志望する理由」や「本校に入学したら取り組んでみたいこと」などについて質問します。

Ｑ．延納手続は必要ですか？
Ａ．特に必要はありません。詳しくは「一般入学試験

募集要項」の「入学手続」欄をご覧ください。

Ｑ．繰上合格候補者になった場合はどうすればよいのですか？
Ａ．入学手続締め切り時点で募集人数に満たない場合、繰上合格候補者を順次繰上合格とします。繰上合格者には、都立高校入試（第
一次募集）の合格発表日である 3 月 2 日（火）14:00 〜 16:00 に本校から電話にて入学意思の有無を確認させていただきます。
募集人数に達した段階で繰上合格は終了となりますので、繰上合格候補者のすべてが繰上合格になるわけではありません。
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顔写真データの登録

英語（リスニングあり）

※面接開始時間は変更する場合があります

メールアドレス登録（初回のみ）が必要となります。アドレスは、手続き完了メー
ル送信、緊急連絡にも利用します。スマートフォン・携帯メールの迷惑メール対策
をされている場合は、アドレス @e-shiharai.net の受信を許可してください。

2021（令和 3）年度

入学試験要項

（推薦入試・一般入試）

出願サイトのトップ画面よりログインすると、マイページが表示されます。顔写真を
アップロードしてください。
【写真データについて】
・正面上半身、脱帽、制服着用（または制服に準ずる正装）、眼鏡着用者は着用
・出願期間から３ヶ月以内撮影（カラー、白黒どちらでも可）
・画像データは 3MB 未満の JPEG 形式または PNG 形式
・サイズ目安はタテ４㎝ × ヨコ３㎝

▼
出願情報入力

志願者情報を入力し、入試日程等の入力・選択を行ってください。

▼
検定料支払方法選択

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（現金）、
ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、
ペイジー（ネッ
トバンキング）が利用できます。いずれかの支払い方法を選択してください。
支払方法によって手数料が異なります。なお、いったん納入された入学検定料は
理由の如何を問わず返金できません。

▼
受験票印刷

入学検定料のお支払い後、支払い完了メールが届きます。出願サイトのマイペー
ジより期間内に受験票をダウンロードして、ご自宅やコンビニエンスストア等で印
刷してください。（白のＡ４サイズ普通紙／横向きで印刷／カラー・白黒印刷可）

▼
出願書類郵送

受験票とともに、出願書類の送付に必要な本校宛のあて先も印刷されます。該当
部分を切り取り、
出願書類を送付する封筒に貼付して、
出願期間内必着で届くよう、
簡易書留にて郵送してください。

▼
入試当日

受験票は試験当日、必ずご持参ください。
〒 181-0002 東京都三鷹市牟礼 4-3-1 TEL0422-79-6228( 入試担当 ) https://www.hosei.ed.jp/
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2021 年度

法政大学高等学校 推薦入学試験 募集要項
出願について

募集人員

出願資格

提出書類

男女 40 名
(１)
(２)
(３)
(４)

本校を第一志望とする者
在学する中学校の学校長が責任を持って推薦できる者
2021( 令和３) 年３月に国内・海外日本人中学校を卒業見込の者
公立高校に提出される成績一覧表の調査書評定９教科の単純合計が 38 以上であり、その教科評定の
中に２以下がないこと。
※ 入試相談は実施しておりません。

A．推 薦 書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
B．調 査 書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
C．志望理由書（本校所定用紙 A４サイズ計２枚に記入してください）
※本校所定用紙は本校ホームページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
※調査書受領後、数日以内に受領確認メールをお送りします。印刷して中学校の先生にお渡しください。

入学検定料

25,000 円
※お支払い方法は、各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー・金融機関 ATM（現金）、ペイ
ジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバンキング）からお選びください。

出願方法

以下の①、②の手続きを行ってください。
①出
 願サイトでの手続き…本校ホームページより出願サイトに移動の上、各項目を入力・送信し、受験票
を印刷してください。
②「提出書類」の郵送…定められた期間内に上記の「提出書類」を郵送してください。
※①、②の両方の手続きをもって出願完了となりますのでご注意ください。
※インターネット環境がない場合は事前に本校までご連絡ください。

・インターネット出願期間 １月15日（金）０:00 ～１月15日（金）17:00 まで
※ 12 月20日（日）より出願サイトでのデータ入力および入学検定料のお支払いは可能です。
出願期間
・書類受付期間 １月15日（金）～１月18日（月）17:00 まで
（受験票印刷期間）
※上記「提出書類」を郵送してください。
（期間内必着・簡易書留で郵送のこと）
※受験票とともに印刷される本校の住所が記載された用紙を切り取り、封筒に貼付のうえ郵送してください。

2021 年度
募集人員
出願資格

試験日 / 会場
選抜方法

加算点

選抜方法

持ち物

１月22日（金）８:30 集合 / 本校校舎 〒181-0002 東京都三鷹市牟礼４-３-１
・書類審査
・適性検査（国語、数学、英語各 40 分／各 100 点）300 点満点
・面接（受験生個人 15 分程度）
・受験票（出願サイトより各自で印刷し、試験日当日に持参してください）
・筆記用具（鉛筆 /シャープペンシル、消しゴム） ※これ以外の筆記用具は必要ありません。
・昼食、飲み物（面接の待ち時間に各自で昼食をとる形になります） ※上履きは不要です。

合格発表・入学手続きについて
合格発表

１月22日（金） 本校ホームページにて合格者の受験番号を発表します。
１月23日（土） 10:00 ～ 12:00 本校掲示発表および合格通知書、入学手続書類の配付を行います。
定められた期間内に次の（Ⅰ）と（Ⅱ）を行ってください。（Ⅰ）と（Ⅱ）の両方の手続きをもって入学手続きが
完了となります。
（Ⅰ）受験票を持参のうえ、本校窓口にて入学手続書類のお受け取り
（Ⅱ）入学金決済サイトから、入学手続金の納入

入学手続
（入学金納入） （Ⅰ）入学手続書類配付期間 １月23日（土）10:00 ～ 12:00
※本校窓口にて配付します。お受け取りがない場合は入学辞退とみなします。
（Ⅱ）入学手続金納入期間 １月23日（土）10:00 ～１月24日（日）15:00 まで
※入学金決済サイトへのご案内は入学手続書類に同封します。

300,000 円
※お支払い方法は、各種クレジットカード、ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバ
入学金
ンキング）からお選びください。
（入学手続金）
※コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
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持ち物

2021 年度 受験スケジュール

出願について

男女 52 名
2021（令和３）年３月までに中学校を卒業または卒業見込の者
A．調査書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
B．面接のための資料（本校所定用紙を使用し、志願者本人が記入したもの）
C．海外在留証明書（在留経験１年以上で、2020 年４月以降に帰国した者のみ）
提出書類
※本校所定用紙は、本校ホームページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
※推薦入試出願者は「A．調査書」の提出は必要ありません。
※調査書受領後、数日以内に受領確認メールをお送りします。印刷して中学校の先生にお渡しください。
25,000 円
入学検定料
※お支払い方法は、各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー・金融機関 ATM（現金）、ペイ
ジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバンキング）からお選びください。
以下の①、②の手続きを行ってください。
①出
 願サイトでの手続き…本校ホームページより出願サイトに移動の上、各項目を入力・送信し、受験票
を印刷してください。
出願方法
②「提出書類」の郵送…定められた期間内に上記の「提出書類」を郵送してください。
※①、②の両方の手続きをもって出願完了となりますのでご注意ください。
※インターネット環境がない場合は事前に本校までご連絡ください。
・インターネット出願期間 １月25日（月）０:00 ～１月30日（土）17:00 まで
※ 12 月20日（日）より出願サイトでのデータ入力および入学検定料のお支払いは可能です。
出願期間
・書類受付期間 １月25日（月）～２月１日（月）17:00 まで
（受験票印刷期間）
※上記「提出書類」を郵送してください。
（期間内必着・簡易書留で郵送のこと）
※受験票とともに印刷される本校の住所が記載された用紙を切り取り、封筒に貼付のうえ郵送してください。

試 験について
試験日 / 会場

法政大学高等学校 一般入学試験 募集要項

試 験について

２月10日（水）８:30 集合 / 本校校舎 〒181-0002 東京都三鷹市牟礼４-３-１
・筆記試験（国語 50 分 /100 点、数学 50 分 /100 点、英語 60 分 /150 点）350 点満点
・グループ面接（受験生３名、１グループで 15 分程度）
・提出書類の調査書に記載された評定（公立高校に提出される成績一覧表の調査書評定）で９教科の単純
合計が 32 以上であり、その教科評定の中に２以下がない者については、筆記試験の総合得点に下記の加
算を行います。
評定合計 40 以上 /30 点、36 以上 39 以下 /20 点、32 以上 35 以下 /10 点
・推薦入試受験者にはさらに20 点の加算を行います。
・受験票（出願サイトから各自で印刷し、試験日当日に持参してください）
・筆記用具（鉛筆 /シャープペンシル、消しゴム）※これ以外の筆記用具は必要ありません。
・昼食、飲み物（面接の待ち時間に各自で昼食をとる形になります）※上履きは不要です。

合格発表・入学手続きについて

２月11日（木）13:00 ～ 本校ホームページにて合格者・繰上合格候補者の受験番号を発表します。
合格発表
２月12日（金）10:00 ～ 12:00 本校掲示発表および合格通知書・入学手続書類の配付を行います。
繰上合格者には、３月２日（火）14:00 ～ 16:00 に、出願サイトで緊急連絡先として登録された電話番号に
連絡し、入学のご意思の有無をお伺いいたします。なお、電話が繋がらなかった場合や、入学のご意思が不
繰上合格発表
明の場合は入学辞退とみなします。入学のご意思がある場合は、同日中に入学金納入サイトより入学手続金
の納入が必要となります。また、繰上合格は候補者のうち推薦入試受験者を優先いたします。
定められた期間内に次の（Ⅰ）と（Ⅱ）を行ってください。（Ⅰ）と（Ⅱ）の両方の手続きをもって入学手続きが
完了となります。
（Ⅰ）受験票を持参のうえ、本校窓口にて入学手続書類のお受け取り
（Ⅱ）入学金決済サイトから、入学手続金の納入
（Ⅰ）入学手続書類配付期間 ２月12日（金）10:00 ～ 12:00
※本校窓口にて配付します。お受け取りがない場合は入学辞退とみなします。
入学手続
（Ⅱ）入学手続金納入期間 ２月12日（金）10:00 ～３月２日（火）13:00 まで
（入学金納入）
※入学金決済サイトへのご案内は入学手続書類に同封します。
・東京都立高受験者は３月２日（火）13:00 ／神奈川県立高受験者は３月１日（月）13:00 ／埼玉県立高
受験者は３月８日（月）13:00 ／千葉県立高受験者は３月５日（金）13:00まで、手続きを延期できます。
・上記以外の道府県立高校受験者につきましては本校までご連絡ください。
・入学手続きの延期に、書類や電話等での申請は一切必要ありません。
・本校窓口の開室時間は 月～金 ９:00 ～ 17:00 、土 ９:00 ～ 12:00 です。
300,000 円
入学金
※お支払い方法は、各種クレジットカード、ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネット
バンキング）からお選びください。
（入学手続金）
※コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
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推薦入試

一般入試

12月20日（日）

12月20日（日）
Webフォーム入力可能期間
入学検定料支払い可能期間

・
・
・
・

インターネット出願期間
１月15日（金）
０:00 ～ 17:00
１月16日（土）
１月17日（日）

書類提出期間
１月15日（金）
～
１月18日（月）17:00 必着
（簡易書留）

出願 完了

１月18日（月）

Webフォーム入力可能期間
入学検定料支払い可能期間

・
・
・
・

・
・
・
・

１月25日（月）
１月26日（火）インターネット出願期間

書類提出期間
１月25日（月）
１月25日（月）
～
～
１月28日（木）
（月）17:00 必着
１月29日（金） １月30日（土）17:00 ２月１日
（簡易書留）
１月30日（土）
１月27日（水）

１月31日（日）
２月1日（月）

１月22日（金）

１月23日（土）

出願 完了

・
・
・
・

入 学 試 験 ・ 合 格 発 表（ 本 校 H P ）
合格発表（掲示）
入学手続書類配付
１月23日（土）10:00 ～ 12:00

入学手続期間
１月24日（日） １月23日（土）10:00 ～１月24日（日）15:00

２月10日（水）

入学試験

２月11日（木）

合格発表（本校 HP）

２月12日（金）

合格発表（掲示）
入学手続書類配付
2 月12日（金）10:00 ～ 12:00

・
・
・
・
・

入学手続期間
2 月12日（金）10:00 ～３月２日（火）13:00

※都立高校入試（第一次募集）の合格発表日
【入学手続締切】３月２日（火）13:00
３月２日（火）（東京都以外の公立高校受験者は、その公立高
校の合格発表日13:00）
【繰上合格発表】３月２日（火）14:00 ～ 16:00

初年度納入金

※ 2020 年度高校１年生実績（※変更することがあります。）

入学金

300,000 円

年

885,352 円（前期納入分 471,852 円 後期納入分 413,500 円） ＊年２回銀行自動引き落とし

額

（内訳） ①授業料
②教育充実費
③実験実習料
④体育実習料
入学後の
⑤生徒会費（入会金 3,000 円を
学費
含む）
⑥ PTA 入会金
⑦ PTA 会費
⑧クラス費
⑨教材費

516,000 円
225,000 円
15,000 円
9,000 円
9,000 円
10,000 円
6,000 円
12,000 円
7,100 円

⑩日本スポーツ振興センター
災害共済掛金
⑪連絡網サービス
⑫健康診断料
⑬ E-Learning 費用
⑭防災備品費
⑮外部試験受験料
⑯クラスランチ費
⑰スキー教室費

1,930 円
924 円
4,675 円
5,500 円
2,133 円
7,190 円
10,900 円
43,000 円

＊諸般の事情により変更することがあります。
奨学金等

東京都育英資金（奨学金）の貸し付けならびに本校独自の奨学金制度があります。

◎教育振興資金

ご協力のお願い

法政大学中学高等学校では、入学後に「法政大学中学高等学校 教育振興資金」への寄付をお願いしております。
教育環境の維持のみならず、さらなるソフト・ハード両面の充実・発展を目的としたもので、いただきましたご寄付につきま
しては、生徒の学びの場に還元されるものです。
任意のものでございますが、趣旨のご理解と皆様からのご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。
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2021 年度

法政大学高等学校 推薦入学試験 募集要項
出願について

募集人員

出願資格

提出書類

男女 40 名
(１)
(２)
(３)
(４)

本校を第一志望とする者
在学する中学校の学校長が責任を持って推薦できる者
2021( 令和３) 年３月に国内・海外日本人中学校を卒業見込の者
公立高校に提出される成績一覧表の調査書評定９教科の単純合計が 38 以上であり、その教科評定の
中に２以下がないこと。
※ 入試相談は実施しておりません。

A．推 薦 書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
B．調 査 書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
C．志望理由書（本校所定用紙 A４サイズ計２枚に記入してください）
※本校所定用紙は本校ホームページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
※調査書受領後、数日以内に受領確認メールをお送りします。印刷して中学校の先生にお渡しください。

入学検定料

25,000 円
※お支払い方法は、各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー・金融機関 ATM（現金）、ペイ
ジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバンキング）からお選びください。

出願方法

以下の①、②の手続きを行ってください。
①出
 願サイトでの手続き…本校ホームページより出願サイトに移動の上、各項目を入力・送信し、受験票
を印刷してください。
②「提出書類」の郵送…定められた期間内に上記の「提出書類」を郵送してください。
※①、②の両方の手続きをもって出願完了となりますのでご注意ください。
※インターネット環境がない場合は事前に本校までご連絡ください。

・インターネット出願期間 １月15日（金）０:00 ～１月15日（金）17:00 まで
※ 12 月20日（日）より出願サイトでのデータ入力および入学検定料のお支払いは可能です。
出願期間
・書類受付期間 １月15日（金）～１月18日（月）17:00 まで
（受験票印刷期間）
※上記「提出書類」を郵送してください。
（期間内必着・簡易書留で郵送のこと）
※受験票とともに印刷される本校の住所が記載された用紙を切り取り、封筒に貼付のうえ郵送してください。

2021 年度
募集人員
出願資格

試験日 / 会場
選抜方法

加算点

選抜方法

持ち物

１月22日（金）８:30 集合 / 本校校舎 〒181-0002 東京都三鷹市牟礼４-３-１
・書類審査
・適性検査（国語、数学、英語各 40 分／各 100 点）300 点満点
・面接（受験生個人 15 分程度）
・受験票（出願サイトより各自で印刷し、試験日当日に持参してください）
・筆記用具（鉛筆 /シャープペンシル、消しゴム） ※これ以外の筆記用具は必要ありません。
・昼食、飲み物（面接の待ち時間に各自で昼食をとる形になります） ※上履きは不要です。

合格発表・入学手続きについて
合格発表

１月22日（金） 本校ホームページにて合格者の受験番号を発表します。
１月23日（土） 10:00 ～ 12:00 本校掲示発表および合格通知書、入学手続書類の配付を行います。
定められた期間内に次の（Ⅰ）と（Ⅱ）を行ってください。（Ⅰ）と（Ⅱ）の両方の手続きをもって入学手続きが
完了となります。
（Ⅰ）受験票を持参のうえ、本校窓口にて入学手続書類のお受け取り
（Ⅱ）入学金決済サイトから、入学手続金の納入

入学手続
（入学金納入） （Ⅰ）入学手続書類配付期間 １月23日（土）10:00 ～ 12:00
※本校窓口にて配付します。お受け取りがない場合は入学辞退とみなします。
（Ⅱ）入学手続金納入期間 １月23日（土）10:00 ～１月24日（日）15:00 まで
※入学金決済サイトへのご案内は入学手続書類に同封します。

300,000 円
※お支払い方法は、各種クレジットカード、ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバ
入学金
ンキング）からお選びください。
（入学手続金）
※コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
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持ち物

2021 年度 受験スケジュール

出願について

男女 52 名
2021（令和３）年３月までに中学校を卒業または卒業見込の者
A．調査書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
B．面接のための資料（本校所定用紙を使用し、志願者本人が記入したもの）
C．海外在留証明書（在留経験１年以上で、2020 年４月以降に帰国した者のみ）
提出書類
※本校所定用紙は、本校ホームページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
※推薦入試出願者は「A．調査書」の提出は必要ありません。
※調査書受領後、数日以内に受領確認メールをお送りします。印刷して中学校の先生にお渡しください。
25,000 円
入学検定料
※お支払い方法は、各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー・金融機関 ATM（現金）、ペイ
ジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバンキング）からお選びください。
以下の①、②の手続きを行ってください。
①出
 願サイトでの手続き…本校ホームページより出願サイトに移動の上、各項目を入力・送信し、受験票
を印刷してください。
出願方法
②「提出書類」の郵送…定められた期間内に上記の「提出書類」を郵送してください。
※①、②の両方の手続きをもって出願完了となりますのでご注意ください。
※インターネット環境がない場合は事前に本校までご連絡ください。
・インターネット出願期間 １月25日（月）０:00 ～１月30日（土）17:00 まで
※ 12 月20日（日）より出願サイトでのデータ入力および入学検定料のお支払いは可能です。
出願期間
・書類受付期間 １月25日（月）～２月１日（月）17:00 まで
（受験票印刷期間）
※上記「提出書類」を郵送してください。
（期間内必着・簡易書留で郵送のこと）
※受験票とともに印刷される本校の住所が記載された用紙を切り取り、封筒に貼付のうえ郵送してください。

試 験について
試験日 / 会場

法政大学高等学校 一般入学試験 募集要項

試 験について

２月10日（水）８:30 集合 / 本校校舎 〒181-0002 東京都三鷹市牟礼４-３-１
・筆記試験（国語 50 分 /100 点、数学 50 分 /100 点、英語 60 分 /150 点）350 点満点
・グループ面接（受験生３名、１グループで 15 分程度）
・提出書類の調査書に記載された評定（公立高校に提出される成績一覧表の調査書評定）で９教科の単純
合計が 32 以上であり、その教科評定の中に２以下がない者については、筆記試験の総合得点に下記の加
算を行います。
評定合計 40 以上 /30 点、36 以上 39 以下 /20 点、32 以上 35 以下 /10 点
・推薦入試受験者にはさらに20 点の加算を行います。
・受験票（出願サイトから各自で印刷し、試験日当日に持参してください）
・筆記用具（鉛筆 /シャープペンシル、消しゴム）※これ以外の筆記用具は必要ありません。
・昼食、飲み物（面接の待ち時間に各自で昼食をとる形になります）※上履きは不要です。

合格発表・入学手続きについて

２月11日（木）13:00 ～ 本校ホームページにて合格者・繰上合格候補者の受験番号を発表します。
合格発表
２月12日（金）10:00 ～ 12:00 本校掲示発表および合格通知書・入学手続書類の配付を行います。
繰上合格者には、３月２日（火）14:00 ～ 16:00 に、出願サイトで緊急連絡先として登録された電話番号に
連絡し、入学のご意思の有無をお伺いいたします。なお、電話が繋がらなかった場合や、入学のご意思が不
繰上合格発表
明の場合は入学辞退とみなします。入学のご意思がある場合は、同日中に入学金納入サイトより入学手続金
の納入が必要となります。また、繰上合格は候補者のうち推薦入試受験者を優先いたします。
定められた期間内に次の（Ⅰ）と（Ⅱ）を行ってください。（Ⅰ）と（Ⅱ）の両方の手続きをもって入学手続きが
完了となります。
（Ⅰ）受験票を持参のうえ、本校窓口にて入学手続書類のお受け取り
（Ⅱ）入学金決済サイトから、入学手続金の納入
（Ⅰ）入学手続書類配付期間 ２月12日（金）10:00 ～ 12:00
※本校窓口にて配付します。お受け取りがない場合は入学辞退とみなします。
入学手続
（Ⅱ）入学手続金納入期間 ２月12日（金）10:00 ～３月２日（火）13:00 まで
（入学金納入）
※入学金決済サイトへのご案内は入学手続書類に同封します。
・東京都立高受験者は３月２日（火）13:00 ／神奈川県立高受験者は３月１日（月）13:00 ／埼玉県立高
受験者は３月８日（月）13:00 ／千葉県立高受験者は３月５日（金）13:00まで、手続きを延期できます。
・上記以外の道府県立高校受験者につきましては本校までご連絡ください。
・入学手続きの延期に、書類や電話等での申請は一切必要ありません。
・本校窓口の開室時間は 月～金 ９:00 ～ 17:00 、土 ９:00 ～ 12:00 です。
300,000 円
入学金
※お支払い方法は、各種クレジットカード、ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネット
バンキング）からお選びください。
（入学手続金）
※コンビニエンスストアでのお支払いはできません。

・2・

推薦入試

一般入試

12月20日（日）

12月20日（日）
Webフォーム入力可能期間
入学検定料支払い可能期間

・
・
・
・

インターネット出願期間
１月15日（金）
０:00 ～ 17:00
１月16日（土）
１月17日（日）

書類提出期間
１月15日（金）
～
１月18日（月）17:00 必着
（簡易書留）

出願 完了

１月18日（月）

Webフォーム入力可能期間
入学検定料支払い可能期間

・
・
・
・

・
・
・
・

１月25日（月）
１月26日（火）インターネット出願期間

書類提出期間
１月25日（月）
１月25日（月）
～
～
１月28日（木）
（月）17:00 必着
１月29日（金） １月30日（土）17:00 ２月１日
（簡易書留）
１月30日（土）
１月27日（水）

１月31日（日）
２月1日（月）

１月22日（金）

１月23日（土）

出願 完了

・
・
・
・

入 学 試 験 ・ 合 格 発 表（ 本 校 H P ）
合格発表（掲示）
入学手続書類配付
１月23日（土）10:00 ～ 12:00

入学手続期間
１月24日（日） １月23日（土）10:00 ～１月24日（日）15:00

２月10日（水）

入学試験

２月11日（木）

合格発表（本校 HP）

２月12日（金）

合格発表（掲示）
入学手続書類配付
2 月12日（金）10:00 ～ 12:00

・
・
・
・
・

入学手続期間
2 月12日（金）10:00 ～３月２日（火）13:00

※都立高校入試（第一次募集）の合格発表日
【入学手続締切】３月２日（火）13:00
３月２日（火）（東京都以外の公立高校受験者は、その公立高
校の合格発表日13:00）
【繰上合格発表】３月２日（火）14:00 ～ 16:00

初年度納入金

※ 2020 年度高校１年生実績（※変更することがあります。）

入学金

300,000 円

年

885,352 円（前期納入分 471,852 円 後期納入分 413,500 円） ＊年２回銀行自動引き落とし

額

（内訳） ①授業料
②教育充実費
③実験実習料
④体育実習料
入学後の
⑤生徒会費（入会金 3,000 円を
学費
含む）
⑥ PTA 入会金
⑦ PTA 会費
⑧クラス費
⑨教材費

516,000 円
225,000 円
15,000 円
9,000 円
9,000 円
10,000 円
6,000 円
12,000 円
7,100 円

⑩日本スポーツ振興センター
災害共済掛金
⑪連絡網サービス
⑫健康診断料
⑬ E-Learning 費用
⑭防災備品費
⑮外部試験受験料
⑯クラスランチ費
⑰スキー教室費

1,930 円
924 円
4,675 円
5,500 円
2,133 円
7,190 円
10,900 円
43,000 円

＊諸般の事情により変更することがあります。
奨学金等

東京都育英資金（奨学金）の貸し付けならびに本校独自の奨学金制度があります。

◎教育振興資金

ご協力のお願い

法政大学中学高等学校では、入学後に「法政大学中学高等学校 教育振興資金」への寄付をお願いしております。
教育環境の維持のみならず、さらなるソフト・ハード両面の充実・発展を目的としたもので、いただきましたご寄付につきま
しては、生徒の学びの場に還元されるものです。
任意のものでございますが、趣旨のご理解と皆様からのご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。
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2021 年度

法政大学高等学校 推薦入学試験 募集要項
出願について

募集人員

出願資格

提出書類

男女 40 名
(１)
(２)
(３)
(４)

本校を第一志望とする者
在学する中学校の学校長が責任を持って推薦できる者
2021( 令和３) 年３月に国内・海外日本人中学校を卒業見込の者
公立高校に提出される成績一覧表の調査書評定９教科の単純合計が 38 以上であり、その教科評定の
中に２以下がないこと。
※ 入試相談は実施しておりません。

A．推 薦 書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
B．調 査 書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
C．志望理由書（本校所定用紙 A４サイズ計２枚に記入してください）
※本校所定用紙は本校ホームページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
※調査書受領後、数日以内に受領確認メールをお送りします。印刷して中学校の先生にお渡しください。

入学検定料

25,000 円
※お支払い方法は、各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー・金融機関 ATM（現金）、ペイ
ジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバンキング）からお選びください。

出願方法

以下の①、②の手続きを行ってください。
①出
 願サイトでの手続き…本校ホームページより出願サイトに移動の上、各項目を入力・送信し、受験票
を印刷してください。
②「提出書類」の郵送…定められた期間内に上記の「提出書類」を郵送してください。
※①、②の両方の手続きをもって出願完了となりますのでご注意ください。
※インターネット環境がない場合は事前に本校までご連絡ください。

・インターネット出願期間 １月15日（金）０:00 ～１月15日（金）17:00 まで
※ 12 月20日（日）より出願サイトでのデータ入力および入学検定料のお支払いは可能です。
出願期間
・書類受付期間 １月15日（金）～１月18日（月）17:00 まで
（受験票印刷期間）
※上記「提出書類」を郵送してください。
（期間内必着・簡易書留で郵送のこと）
※受験票とともに印刷される本校の住所が記載された用紙を切り取り、封筒に貼付のうえ郵送してください。

2021 年度
募集人員
出願資格

試験日 / 会場
選抜方法

加算点

選抜方法

持ち物

１月22日（金）８:30 集合 / 本校校舎 〒181-0002 東京都三鷹市牟礼４-３-１
・書類審査
・適性検査（国語、数学、英語各 40 分／各 100 点）300 点満点
・面接（受験生個人 15 分程度）
・受験票（出願サイトより各自で印刷し、試験日当日に持参してください）
・筆記用具（鉛筆 /シャープペンシル、消しゴム） ※これ以外の筆記用具は必要ありません。
・昼食、飲み物（面接の待ち時間に各自で昼食をとる形になります） ※上履きは不要です。

合格発表・入学手続きについて
合格発表

１月22日（金） 本校ホームページにて合格者の受験番号を発表します。
１月23日（土） 10:00 ～ 12:00 本校掲示発表および合格通知書、入学手続書類の配付を行います。
定められた期間内に次の（Ⅰ）と（Ⅱ）を行ってください。（Ⅰ）と（Ⅱ）の両方の手続きをもって入学手続きが
完了となります。
（Ⅰ）受験票を持参のうえ、本校窓口にて入学手続書類のお受け取り
（Ⅱ）入学金決済サイトから、入学手続金の納入

入学手続
（入学金納入） （Ⅰ）入学手続書類配付期間 １月23日（土）10:00 ～ 12:00
※本校窓口にて配付します。お受け取りがない場合は入学辞退とみなします。
（Ⅱ）入学手続金納入期間 １月23日（土）10:00 ～１月24日（日）15:00 まで
※入学金決済サイトへのご案内は入学手続書類に同封します。

300,000 円
※お支払い方法は、各種クレジットカード、ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバ
入学金
ンキング）からお選びください。
（入学手続金）
※コンビニエンスストアでのお支払いはできません。

・1・

持ち物

2021 年度 受験スケジュール

出願について

男女 52 名
2021（令和３）年３月までに中学校を卒業または卒業見込の者
A．調査書（本校所定用紙を使用し、在学中学校に厳封で作成を依頼してください）
B．面接のための資料（本校所定用紙を使用し、志願者本人が記入したもの）
C．海外在留証明書（在留経験１年以上で、2020 年４月以降に帰国した者のみ）
提出書類
※本校所定用紙は、本校ホームページよりダウンロードし、印刷してお使いください。
※推薦入試出願者は「A．調査書」の提出は必要ありません。
※調査書受領後、数日以内に受領確認メールをお送りします。印刷して中学校の先生にお渡しください。
25,000 円
入学検定料
※お支払い方法は、各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー・金融機関 ATM（現金）、ペイ
ジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネットバンキング）からお選びください。
以下の①、②の手続きを行ってください。
①出
 願サイトでの手続き…本校ホームページより出願サイトに移動の上、各項目を入力・送信し、受験票
を印刷してください。
出願方法
②「提出書類」の郵送…定められた期間内に上記の「提出書類」を郵送してください。
※①、②の両方の手続きをもって出願完了となりますのでご注意ください。
※インターネット環境がない場合は事前に本校までご連絡ください。
・インターネット出願期間 １月25日（月）０:00 ～１月30日（土）17:00 まで
※ 12 月20日（日）より出願サイトでのデータ入力および入学検定料のお支払いは可能です。
出願期間
・書類受付期間 １月25日（月）～２月１日（月）17:00 まで
（受験票印刷期間）
※上記「提出書類」を郵送してください。
（期間内必着・簡易書留で郵送のこと）
※受験票とともに印刷される本校の住所が記載された用紙を切り取り、封筒に貼付のうえ郵送してください。

試 験について
試験日 / 会場

法政大学高等学校 一般入学試験 募集要項

試 験について

２月10日（水）８:30 集合 / 本校校舎 〒181-0002 東京都三鷹市牟礼４-３-１
・筆記試験（国語 50 分 /100 点、数学 50 分 /100 点、英語 60 分 /150 点）350 点満点
・グループ面接（受験生３名、１グループで 15 分程度）
・提出書類の調査書に記載された評定（公立高校に提出される成績一覧表の調査書評定）で９教科の単純
合計が 32 以上であり、その教科評定の中に２以下がない者については、筆記試験の総合得点に下記の加
算を行います。
評定合計 40 以上 /30 点、36 以上 39 以下 /20 点、32 以上 35 以下 /10 点
・推薦入試受験者にはさらに20 点の加算を行います。
・受験票（出願サイトから各自で印刷し、試験日当日に持参してください）
・筆記用具（鉛筆 /シャープペンシル、消しゴム）※これ以外の筆記用具は必要ありません。
・昼食、飲み物（面接の待ち時間に各自で昼食をとる形になります）※上履きは不要です。

合格発表・入学手続きについて

２月11日（木）13:00 ～ 本校ホームページにて合格者・繰上合格候補者の受験番号を発表します。
合格発表
２月12日（金）10:00 ～ 12:00 本校掲示発表および合格通知書・入学手続書類の配付を行います。
繰上合格者には、３月２日（火）14:00 ～ 16:00 に、出願サイトで緊急連絡先として登録された電話番号に
連絡し、入学のご意思の有無をお伺いいたします。なお、電話が繋がらなかった場合や、入学のご意思が不
繰上合格発表
明の場合は入学辞退とみなします。入学のご意思がある場合は、同日中に入学金納入サイトより入学手続金
の納入が必要となります。また、繰上合格は候補者のうち推薦入試受験者を優先いたします。
定められた期間内に次の（Ⅰ）と（Ⅱ）を行ってください。（Ⅰ）と（Ⅱ）の両方の手続きをもって入学手続きが
完了となります。
（Ⅰ）受験票を持参のうえ、本校窓口にて入学手続書類のお受け取り
（Ⅱ）入学金決済サイトから、入学手続金の納入
（Ⅰ）入学手続書類配付期間 ２月12日（金）10:00 ～ 12:00
※本校窓口にて配付します。お受け取りがない場合は入学辞退とみなします。
入学手続
（Ⅱ）入学手続金納入期間 ２月12日（金）10:00 ～３月２日（火）13:00 まで
（入学金納入）
※入学金決済サイトへのご案内は入学手続書類に同封します。
・東京都立高受験者は３月２日（火）13:00 ／神奈川県立高受験者は３月１日（月）13:00 ／埼玉県立高
受験者は３月８日（月）13:00 ／千葉県立高受験者は３月５日（金）13:00まで、手続きを延期できます。
・上記以外の道府県立高校受験者につきましては本校までご連絡ください。
・入学手続きの延期に、書類や電話等での申請は一切必要ありません。
・本校窓口の開室時間は 月～金 ９:00 ～ 17:00 、土 ９:00 ～ 12:00 です。
300,000 円
入学金
※お支払い方法は、各種クレジットカード、ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、ペイジー（ネット
バンキング）からお選びください。
（入学手続金）
※コンビニエンスストアでのお支払いはできません。

・2・

推薦入試

一般入試

12月20日（日）

12月20日（日）
Webフォーム入力可能期間
入学検定料支払い可能期間

・
・
・
・

インターネット出願期間
１月15日（金）
０:00 ～ 17:00
１月16日（土）
１月17日（日）

書類提出期間
１月15日（金）
～
１月18日（月）17:00 必着
（簡易書留）

出願 完了

１月18日（月）

Webフォーム入力可能期間
入学検定料支払い可能期間

・
・
・
・

・
・
・
・

１月25日（月）
１月26日（火）インターネット出願期間

書類提出期間
１月25日（月）
１月25日（月）
～
～
１月28日（木）
（月）17:00 必着
１月29日（金） １月30日（土）17:00 ２月１日
（簡易書留）
１月30日（土）
１月27日（水）

１月31日（日）
２月1日（月）

１月22日（金）

１月23日（土）

出願 完了

・
・
・
・

入 学 試 験 ・ 合 格 発 表（ 本 校 H P ）
合格発表（掲示）
入学手続書類配付
１月23日（土）10:00 ～ 12:00

入学手続期間
１月24日（日） １月23日（土）10:00 ～１月24日（日）15:00

２月10日（水）

入学試験

２月11日（木）

合格発表（本校 HP）

２月12日（金）

合格発表（掲示）
入学手続書類配付
2 月12日（金）10:00 ～ 12:00

・
・
・
・
・

入学手続期間
2 月12日（金）10:00 ～３月２日（火）13:00

※都立高校入試（第一次募集）の合格発表日
【入学手続締切】３月２日（火）13:00
３月２日（火）（東京都以外の公立高校受験者は、その公立高
校の合格発表日13:00）
【繰上合格発表】３月２日（火）14:00 ～ 16:00

初年度納入金

※ 2020 年度高校１年生実績（※変更することがあります。）

入学金

300,000 円

年

885,352 円（前期納入分 471,852 円 後期納入分 413,500 円） ＊年２回銀行自動引き落とし

額

（内訳） ①授業料
②教育充実費
③実験実習料
④体育実習料
入学後の
⑤生徒会費（入会金 3,000 円を
学費
含む）
⑥ PTA 入会金
⑦ PTA 会費
⑧クラス費
⑨教材費

516,000 円
225,000 円
15,000 円
9,000 円
9,000 円
10,000 円
6,000 円
12,000 円
7,100 円

⑩日本スポーツ振興センター
災害共済掛金
⑪連絡網サービス
⑫健康診断料
⑬ E-Learning 費用
⑭防災備品費
⑮外部試験受験料
⑯クラスランチ費
⑰スキー教室費

1,930 円
924 円
4,675 円
5,500 円
2,133 円
7,190 円
10,900 円
43,000 円

＊諸般の事情により変更することがあります。
奨学金等

東京都育英資金（奨学金）の貸し付けならびに本校独自の奨学金制度があります。

◎教育振興資金

ご協力のお願い

法政大学中学高等学校では、入学後に「法政大学中学高等学校 教育振興資金」への寄付をお願いしております。
教育環境の維持のみならず、さらなるソフト・ハード両面の充実・発展を目的としたもので、いただきましたご寄付につきま
しては、生徒の学びの場に還元されるものです。
任意のものでございますが、趣旨のご理解と皆様からのご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

・3・

試験に関する諸注意

インターネット出願について

（ 1 ）試験会場の開場は 7:30 です。誘導にしたがって入場してください。
（ 2 ）来校の際には公共交通機関を利用し、車での送迎は絶対におやめください。近隣へのご配慮をお願いいたします。
（ 3 ）試験前日、または当日に公共交通機関の乱れが予想される場合は、試験時間を変更する場合があります。詳しくは本校ホームページ
でお知らせいたします。
（ 4 ）携帯電話を教室に持ち込むことはできますが、電源を切って鞄にしまってください。
（ 5 ）時計を着用して受験することはできますが、アラームなどが鳴らない設定にしてください。なお、計算機能付時計やスマートウォッチな
どの使用はできません。
（ 6 ）保護者の方の控え室はオレンジホールです。
（ 7 ）合否に関するお問い合わせには一切応じられません。
（ 8 ）いったん納入された入学検定料・入学手続金は返還いたしません。
（ 9 ）出願に際して、入力した内容に事実と異なるものがあった場合には、入学許可を取り消すことがあります。
（10）出願に際して、入力いただいた住所、氏名等の個人情報は、入学試験および入学手続関連の業務のみに利用いたします。

■平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■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方法が選べます。

●利用可能期間
出願サイトへの入力と入学検定料のお支払いは、2020 年 12 月 20 日（日）から可能です。また、推薦入試の受験票印刷は
2021 年１月 15 日（金）のみ、一般入試の受験票印刷は 2021 年１月 25 日（月）から 30 日（土）まで可能です。

●出願手続きの方法

よくあるご質問
◆推薦入試・一般入試共通

本校ホームページ

Ｑ．男女別の定員枠はありますか？
Ａ．推薦入試（男女合わせて 40 名）、一般入試（男女合わせて 52 名）。
ともに、男女別の定員枠はありませんが、入学者の男女比が 1:1 に近づくように、男女それぞれ入試結果上位から順に合格者を確
定します。繰上合格を出す際も、入学者の男女比が 1:1 に近づくように、男女の人数を調整します。

出願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（12 月初旬の予定）
。
「インターネット出願」のバナーより出願サイトにアクセ
スしてください。

▼
出願サイト

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

▼

Ｑ．帰国生の募集枠はありますか？
Ａ．帰国生の募集枠はありませんが、出願時に本校が指定する「帰国生」の条件（在留経験１年以上で、2020 年４月以降に帰国し
た者）を満たす方は、一般入試での合格判定において若干の考慮をいたします。
該当する方には、本校所定の「海外在留証明書」の提出をお願いしております。
書類を本校ホームページよりダウンロードし、印刷してご使用ください。

Ｑ．入試当日の時間割を教えてください。
Ｑ．入試当日に気をつけることはありますか？
〇推薦入試

ユーザ ID（メールアドレス）と
パスワードの登録
▼

〇一般入試

１限目

8:40 〜 9:20

国語

１限目

8:40 〜 9:30

国語

２限目

9:40 〜 10:20

数学

２限目

9:50 〜 10:40

数学

３限目

10:40 〜 11:20

英語

３限目

11:05 〜 12:05

４限目

11:40 〜

面接（個人）

４限目

13:00 〜（予定） 面接（グループ）

Ａ．推薦入試・一般入試のいずれも、面接を行います。受験生のみなさんは身だしなみやマナーなどにも気を配ってください。服装は、
みなさんが通学している学校の制服（正装）が望ましいです。制服が無い場合は一般的な制服に準じた服装にするとよいでしょう。

Ｑ．推薦入試と一般入試の両方に出願すると優遇されることはありますか？
Ａ．推薦入試受験者が一般入試を受験した場合、評定加算点に加え特別加算点「20 点」が加算されます。
推薦入試受験者が繰上合格候補者となった場合、繰上合格を出す際に、その者を優先します。

Ｑ．合格発表はどのように行いますか？
Ａ．「インターネット（本校ホームページ）」および「本校掲示」で、合格者・繰上合格候補者の受験番号一覧を発表します。
合格者への書類受け渡しは、掲示での合格発表日 10:00 〜 12:00 に本校窓口で行います。合格書類（入学手続書類）の受け取
りがない場合は入学辞退とみなします。また、繰上合格候補者に配付する書類はありません。

◆一般入試について
Ｑ．グループ面接はどのように行われるのですか？
Ａ．受験生３人ほどのグループで面接（15 分程度）を行います。
質問は受験生一人一人に対して行われるので、
グループ内でのディスカッションをするようなことはありません。出願時に提出する
「面
接のための資料」の内容に沿って、
「本校を志望する理由」や「本校に入学したら取り組んでみたいこと」などについて質問します。

Ｑ．延納手続は必要ですか？
Ａ．特に必要はありません。詳しくは「一般入学試験

募集要項」の「入学手続」欄をご覧ください。

Ｑ．繰上合格候補者になった場合はどうすればよいのですか？
Ａ．入学手続締め切り時点で募集人数に満たない場合、繰上合格候補者を順次繰上合格とします。繰上合格者には、都立高校入試（第
一次募集）の合格発表日である 3 月 2 日（火）14:00 〜 16:00 に本校から電話にて入学意思の有無を確認させていただきます。
募集人数に達した段階で繰上合格は終了となりますので、繰上合格候補者のすべてが繰上合格になるわけではありません。

・4・

顔写真データの登録

英語（リスニングあり）

※面接開始時間は変更する場合があります

メールアドレス登録（初回のみ）が必要となります。アドレスは、手続き完了メー
ル送信、緊急連絡にも利用します。スマートフォン・携帯メールの迷惑メール対策
をされている場合は、アドレス @e-shiharai.net の受信を許可してください。

2021（令和 3）年度

入学試験要項

（推薦入試・一般入試）

出願サイトのトップ画面よりログインすると、マイページが表示されます。顔写真を
アップロードしてください。
【写真データについて】
・正面上半身、脱帽、制服着用（または制服に準ずる正装）、眼鏡着用者は着用
・出願期間から３ヶ月以内撮影（カラー、白黒どちらでも可）
・画像データは 3MB 未満の JPEG 形式または PNG 形式
・サイズ目安はタテ４㎝ × ヨコ３㎝

▼
出願情報入力

志願者情報を入力し、入試日程等の入力・選択を行ってください。

▼
検定料支払方法選択

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（現金）、
ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）、
ペイジー（ネッ
トバンキング）が利用できます。いずれかの支払い方法を選択してください。
支払方法によって手数料が異なります。なお、いったん納入された入学検定料は
理由の如何を問わず返金できません。

▼
受験票印刷

入学検定料のお支払い後、支払い完了メールが届きます。出願サイトのマイペー
ジより期間内に受験票をダウンロードして、ご自宅やコンビニエンスストア等で印
刷してください。（白のＡ４サイズ普通紙／横向きで印刷／カラー・白黒印刷可）

▼
出願書類郵送

受験票とともに、出願書類の送付に必要な本校宛のあて先も印刷されます。該当
部分を切り取り、
出願書類を送付する封筒に貼付して、
出願期間内必着で届くよう、
簡易書留にて郵送してください。

▼
入試当日

受験票は試験当日、必ずご持参ください。
〒 181-0002 東京都三鷹市牟礼 4-3-1 TEL0422-79-6228( 入試担当 ) https://www.hosei.ed.jp/
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試験に関する諸注意

インターネット出願について

（ 1 ）試験会場の開場は 7:30 です。誘導にしたがって入場してください。
（ 2 ）来校の際には公共交通機関を利用し、車での送迎は絶対におやめください。近隣へのご配慮をお願いいたします。
（ 3 ）試験前日、または当日に公共交通機関の乱れが予想される場合は、試験時間を変更する場合があります。詳しくは本校ホームページ
でお知らせいたします。
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どの使用はできません。
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