
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東星学園高等学校 

 

2020 年度 東星学園高等学校 

 

生徒募集要項 
 

 

 

TOSEI GAKUEN SENIOR HIGH SCHOOL 

 

〒204-0024 東京都清瀬市梅園３－１４－４７ 

ＴＥＬ：０４２－４９３－３２０１(代表)  



Ａ　推　薦 Ｂ　推　薦 併願優遇
一般

（公立併願）

一般

（その他）

出願期間

出願書類提出期間

1月27日(月) ～

1月28日(火)

1月27日(月)から

併願する公立高校

一次入試(または前期

入試)合格発表日の翌

日まで

2月14日(金) ～

2月15日(土)

試験科目

1月25日(土) 9:00 ～

1月22日（水）

入試区分

 

普通科　男女　10　名

作文・面接

1月15日(水) 9:00 ～

推薦書（本校所定・A4サイズ）

調査書（公立用・厳封）

受験票（学校控・写真貼付）

※推薦書（本校所定）は、ホームページより

ダウンロードしてください。

受験料

提出書類 ＜提出について＞

窓口または郵送にて出願書類をご提出ください。

郵送の場合：「簡易書留」にてご郵送ください。

　　　　　　 推薦入試は1月19日(日)消印有効、一般入試は2月6日(木)消印有効です。

窓口の場合： 出願期間に本学園中央事務所にご提出ください。

　　　　　　 受付時間 9:00～16:00　ただし、1月18日(土)、25日(土)、日曜・祝日は除きます

2月10日（月）

国語・英語・数学・面接

募集定員

20,000円

2020年度 東星学園高等学校 生徒募集要項
推薦入試 一般入試

普通科　男女　35　名

試験日

入学手続

2月14日(金)から併願する公立高校一次入

試(または前期入試)合格発表日の翌日まで

入学金・施設設備費を銀行振込の上、

振込領収書と必要な書類を本学園中央事務所にご提出ください。

受付時間9：00～16：00（日曜・祝日は除きます）

入学手続期間内に手続きを完了しない場合は、入学辞退とみなします。

入学金220,000円　施設設備費150,000円

調査書（公立用・厳封）

受験票（学校控・写真貼付）

クレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー(金融機関ＡＴＭ)支払い

結果発表
合否結果は試験当日にホームページ上で発表します。

なお、合格者には入学手続書類を結果発表当日に郵送します。

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

出

願

1月15日(水) 9:00 ～

1月21日(火) 16:00

1月25日(土) 9:00 ～

2月  8日(土) 16:00

出願開始日 「出願情報の登録」「受験料納入」「受験票の印刷」などインターネット出願に関する

全ての項目は上記日時からアクセス可能です。

留意事項

一度納入された受験料・入学金・施設設備費は返金できませんので、ご了承ください。

ただし、2020年3月26日(木)16：00までに本校所定の書式で入学辞退を申し出られた場合、

施設設備費は返金いたします。

入学後、経済的に就学困難な状況が生じた場合、学費減免制度(要審査)があります。

学費（諸般の事情により変更する場合があります）

授業料33,000円　設備費6,000円　諸費13,642円（2019年度参考、月額）

特待生制度があります。推薦入試・一般入試　成績優秀者(2名枠)は1年次の年間授業料が半額免除となり

ます。



入試区分

加点措置

入試区分

加点措置

【併願優遇　出願基準】

9科の合計が29以上、または5科が16以上、

または3科が10以上。

いずれも9科に1が無いこと。

Ｂ 推 薦  (併願推薦、埼玉県・千葉県生対象）

公立高校を第1志望とし、

本校を第2志望としている、向学心が有り、

出席が良好な生徒。

【出願基準】

事前の入試相談が必要。

事前の入試相談が必要。

併 願 優 遇（東京都・神奈川県生対象）

出願基準

公立高校を第1志望とし、

本校を第2志望としている、向学心が有り、出席が良好な生徒。

9科の合計が29以上、または5科が16以上、または3科が10以上。

いずれも9科に1が無いこと。

～ 推薦入試 ～

～ 一般入試 ～

併願優遇　　　：2020年3月に中学校卒業見込の生徒。かつ、下記の出願基準を満たす生徒。

一般(公立併願)：原則として、2020年3月に中学校卒業見込の生徒。かつ、公立高校を第１希望志望としている生徒。

一般(その他)　：原則として、2020年3月に中学校卒業見込の生徒。

Ａ 推 薦  (単願推薦)

本校を第1志望とし、

向学心が有り、出席が良好な生徒。

9科の合計が28以上、または5科が15以上、

または3科が9以上。

いずれも9科に1が無いこと。

事前の入試相談が必要。

加点上限は9科＋２、5科・3科＋１まで。

漢検・英検・数検　3級各＋１、準2級各＋２。

部活動＋１、委員会活動＋１、ボランティア活動＋１　等

2020年3月に中学校卒業見込の生徒。かつ、下記の出願基準を満たす生徒。

出願基準

【出願資格】

【出願資格】

加点上限は9科＋２、5科・3科＋１まで。

漢検・英検・数検　3級各＋１、準2級各＋２。

部活動＋１、委員会活動＋１、ボランティア活動＋１　等



対象 内容

中学校の先生 入試相談

対象 内容

受験生・保護者

または

保護者のみ

入試相談

＜必要なもの＞

～ 入試相談について ～

Ａ推薦、Ｂ推薦、併願優遇を受けるためには事前の入試相談が必要です。

【東京都・神奈川県の中学校に在学中の方】

日時

12月26日（木）10：00～17：00 （要予約）

入試相談用紙(本校所定)は、本校ＨＰよりダウンロードしていただけます。

用紙サイズはＢ４になりますので、出力の際ご注意ください。

期間

12月16日(月)～18日（水）

10：00～17：30 （要予約）

※郵送対応については、お電話にて必ずお問い合わ

せください。（042－493－3203）

本校受験希望者は、上記期間前に必ず在学している中学校の先生に相談してください。

【埼玉県・千葉県の中学校に在学中の方】

＜入試相談用紙について＞　対象：中学校の先生方

通知表のコピー（中学3年次2学期または中学3年次12月末成績）

加点措置について相談する場合は、検定や資格の合格書のコピー



□　受験票　　　□　上履き　　□　鉛筆（シャープペンシル可）　　□　消しゴム

※災害により、入学試験日時等を変更する場合には、試験開始日時までにホームページ上でお知らせします。

服装 特に指定はありません。

試験を欠席される場合は、本校までご一報ください。（TEL：042－493－3203 直通）

試験開始後20分までであれば入室できます。ただし、試験時間の延長はできません。

試験当日、遅刻の場合は本校までご一報ください。（TEL：042－493－3203 直通）

試験の途中で退席した場合、原則、その時間内の再入室はできません。

受験中に気分が悪くなったときは試験監督にお申し出ください。

本校に連絡できる状況にて、ご一報ください。（TEL：042－493－3203 直通）

状況に応じて対応致します。

交通機関に遅れが

出た場合

途中退席する場合

遅刻する場合

欠席する場合

付き添いの方へ

当日は、付き添いの方の控室を用意しておりますが、スペースに限りがありますので

ご了承ください。また、駐車場はございませんので、お車での来校はご遠慮ください。

ご不明な点がございましたら、本校までご連絡ください。

(本学園中央事務所　042－493－3201、平日9：00～16：00)

持ち物

7:30 開門

◎推薦入試（Ａ推薦・Ｂ推薦）　　　1月22日（水）

11:40～ 面接（受験生のみ）

◎一般入試（併願優遇・一般（公立併願）・一般（その他））　　　2月10日（月）

 9:40～10:30 英語（50分・100点）

 8:40～ 9:30 国語（50分・100点）

 8:25 出席確認・諸注意

10:40～11:30 数学（50分・100点）

 7:30 開門

作文(50分)　600～800字　課題は当日出題します。

出席確認・諸注意

面接（受験生のみ）

8:25

8:40～9:30

9:40～

～ 試験当日について ～

【試験日程・時程】

※下敷き、定規、コンパス、分度器、電卓、計算用紙、携帯電話、

　スマートフォンは使用できません。



▼

▼

▼

▼

▼

クレジットカード

支払

コンビニ

支払

ペイジー

支払

▼

▼

▼

▼

入試当日 受験票をお持ちの上、ご来校ください。

個人情報保護について

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は選考に係る業務、

入学後の在籍管理、及びこれらに付随する業務以外の目的には使用いたしません。

顔写真貼付

出願書類の郵送もしくは持参

出願期間に提出書類一式を本校宛に「簡易書留」にてご郵送頂くか、本学園中央

事務所まで直接ご持参ください。出願期間については募集要項をご覧ください。

提出書類を郵送する際は、受験票と一緒に印刷される宛名状をご利用ください。

受験票・受験票(学校控)に顔写真を貼付してください。（写真はカラー、上半身正

面、無背景、3か月以内に撮影したもの、サイズは縦4cm×横3cm）

なお、顔写真データをアップロードされた方は受験票などの写真貼付欄に印刷

されます。

・インターネットに接続する環境をお持ちでない方は、本校までお問い合わせください。(042-493-3201、平日9：00～16：00)

・インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。

受験票印刷

受験料お支払い完了後、支払完了メールが届きます。

出願サイトのマイページから受験票・受験票(学校控)の印刷が可能になります。ご

自宅やコンビニエンスストア等で印刷(Ａ４サイズ・白い紙)してください。

出願情報入力 志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

受験料の支払い方法選択 受験料のお支払には、クレジットカード、コンビニ、ペイジー(金融機関ATM)をご

利用いただけます。本校窓口でのお支払はできません。

なお、お支払には別途手数料がかかります。

ログイン／マイページ
登録したメールアドレスを使ってログインしてください。マイページが表示され

ます。ここで顔写真をアップロードすることもできます。

～ インターネット出願 ～

【インターネット出願について】

★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)でのお支払方法が選べます。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

★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。

【出願手続きの流れ】

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へリンクする

バナーを設置します。

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。

本校ホームページ

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

メールアドレスをご登録ください。

※イベント予約等で既にメールアドレスをご登録済みの方は、そのIDをご利用

ください。

ＩＤ(メールアドレス)登録

jh65
画像を配置

jh65
鉛筆

jh65
鉛筆


