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募集コース・定員

Ｓ特進コース 特進コース
総合進学コース
(文理専攻・ｽﾎﾟｰﾂ専攻)

３０名 ７０名 ２５０名

３５０名

受験生に有利な6つのポイント

①専願で5教科の評定合計が17以上なら自動的に特待Ⅲになります。(第1回前期のみ)
②入試の得点によって特待で合格することがあります。(第1回前期のみ)
③専願受験者は、併願受験者よりも10点～15点有利になります。
④総合進学コース受験者は、3教科受験中、得点の高い2教科の総点で合否判定します。
⑤S特進・特進コースの受験者が、当該コースの合格点に達しなかった場合、得点により他コースに合格する場合
があります。(スライド合格制度)

⑥第1回前期入試の不合格者及びスライド合格者(延納金は納入)は、第2回前期入試を、無料で再受験できます。

東 京 学 館 高 等 学 校



各入学試験の詳細
試験区分 第１回 前期入試 第２回 前期入試 二次入試
募集定員 ３３０名 ２０名 若干名
募集コース S特進コース/特進コース/総合進学コース(文理専攻・スポーツ専攻)
受験区分 専願：本校を第１志望とし、合格したら必ず入学する者 専願のみ

併願：専願以外の者
受験料 20,000円 ･第2回前期入試は下記※1参照
出願期間 12月17日(土)～1月12日(木) 15:00 1月21日(土)～1月30日(月) 15:00 3月8日(水) 9:00～15:00

調査書等郵送は12日の消印有効 調査書等郵送は30日の消印有効 3月9日(木) 7:30～ 8:00
Web出願のみ 本校窓口
(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの登録・出願時必要事項の入力は12月1日(木)より可能)

試験日・日程 1月19日(木) 8:30 2月3日(金) 8:30 3月9日(木) 8:30
本校試験室集合 本校試験室集合 本校試験室集合
8:30～ 8:50 出欠調査 登録したメールにお送りいたします。 出願時にプリントでお知ら
9:00～ 9:50 国語 せいたします。
10:10～11:00 数学
11:20～12:10 英語
12:15～12:55 昼食
13:00～ 面接

実技試験（ｽﾎﾟｰﾂ専攻の該当者のみ）
･面接(実技)が終わった受験生から
帰宅となるので､順番により終了時刻
は異なります。

合格発表 1月21日(土) 10:00 2月4日(土) 10:00 3月9日(木)
合格発表専用サイトにて発表(校内掲示はしません) 試験終了後
合格発表専用サイトについては入試当日配布される｢入学案内・入学手続｣をご覧ください。

入学金納付 1月21日(土)～1月25日(水) 23:59 2月4日(土)～2月8日(水) 23:59 3月9日(木)
～3月13日(月)

専願合格者は「入学時の諸経費(右ページ参照)」を 「入学時の諸経費」
併願合格者で入学手続の延長を希望する者は、延納金「30,000円」を納入して
ください。
最終手続(入学決定) ～3月8日(水) 23:59
延納金を納入した者が、本校に入学を決定する場合は、入学時の諸経費から
延納金を引いた金額を納入してください。

制服採寸 専願及び入学決定者 2月9日(木) 3月18日(土)
併願者の最終手続き 3月9日(木) 入学説明会後

入学説明会 3月18日(土)8:30集合
出願方法 右記「Web出願方法」参照 直接本校窓口へ持参くだ

･スポーツ専攻と運動部に関わる特待生は、「運動能力報告書兼スポーツ特待 さい。
申請書」を調査書に同封してください。 ①受験料 20,000円

②調査書
③本人の顔写真
(縦)40mm×(横)30mm

④スポーツ専攻の場合
左欄参照

試験内容 受験科目(国語・数学・英語) 受験科目(国語・数学・英語)
マークシート方式 各50分 記述方式 各50分

グループ面接(1組6人前後) 個人面接
実技試験(スポーツ専攻の該当者のみ)

※１ 第１回前期入試を受験している者で、第２回前期入試を受験をする場合は、調査書・運動能力報告書兼スポーツ特待
申請書の提出は不要。受験料については、第１回前期入試で「不合格者」及び「スライド合格者で延納金は納入済み」
の場合は不要。ただし、再度Web出願は行ってください。

本校が入学生に求めるもの～アドミッションポリシー～
本校では下記のうち１つ以上当てはまり、自分自身を成長させようという意欲にあふれる入学生を求めます。
①他者と協働で課題解決する意欲のある人
②他者の言葉に耳を傾け、総合的に自己の意見を表現する意思のある人
③筋道を立てて考えることが好きな人
④新しいことにチャレンジする勇気がある人
⑤客観的に自己や事象を見つめ、より良い判断を心がけている人
⑥ゼロから何かを生み出す意欲のある人
⑦周囲に流されない強い自分を求める人



Web出願方法
・「第１回前期入試」「第２回前期入試」の出願はWeb(インターネット)出願のみとなります。
・受験料は各クレジットカード、ペイジー、コンビニ払いのいずれかでお支払いください。
※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。

＜ID(メールアドレス)の登録＞
・学校説明会などでメールアドレス・I Dを登録した方は、同じメールアドレス・I Dをご利用頂けますので、
下の＜出願手続き＞へ進んでください。
①本校ホームページ
本校ホームページから出願サイトへ移動します。

②ID(メールアドレス)の登録
登録画面にてIDにはメールアドレスを、パスワードは各自任意で登録してください。
忘れないように、必ずメモを残しておいてください。

＜出 願 手 続 き＞
・受験用の出願用顔写真のデータ(JPG形式、PNG形式で大きさ約(縦)600dpi×(横)450dpi ３MB以下)を準備してくださ
い。
③出願情報の入力
本校ホームページから出願サイトへ移動します。
出願用顔写真の登録を行います。
試験日、出願コースを選択します。
氏名等必要項目を入力してください。

④受験料の支払い
受験料の支払い方法(各クレジットカード、コンビニ払い等)を選択、20,000円(手数料別)を支払います。
コンビニ払い、ペイジーを選択の場合は、支払い番号等をメモした後、各支払機関へ支払いに行ってください。
クレジットカードでの決済の場合は決済後、⑤へ進んでください。

⑤「受験票」「写真票」「宛名票」の印刷
各家庭のプリンターで印刷します。(A4サイズ 白黒可)

⑥調査書等の郵送
⑤の「宛名票」を切り離し、中学校から渡された調査書の封筒(氏名側)に剥がれないように直接のり付けてください。
郵便窓口に「簡易書留」と言って郵便物を出してください。
(注意)窓口ではなく、そのままポストへ投函すると、本校に届きません。

⑦調査書受領の確認
登録したメールアドレスに調査書受領のメールが届きます。

⑧入試当日
⑤の「受験票」「写真票」を切り離して、持参してください。

●Web出願の操作等に関するお問い合わせは
２４時間サポートセンター ０１２０－９０７－８６７ へおかけください。

納入金等と特待制度
①特待制度について ②③と併せてご覧ください。
・学習面・生活面において向上心があり、他の生徒の模範となる者を対象とします。
･採用については、入試の得点または運動能力で判断します。
･特待Ⅰの月額諸経費免除は、就学支援金を除いた金額です。
･特待Ⅱは月額10,000円の奨学金が支給されます。
･専願で5教科の評定合計が17以上なら自動的に特待Ⅲになります。
･特待は第1回前期入試で直ちに入学を決定した者に適用します。(公立高校等の受検はできません)
･特待Ⅰ・Ⅱは、進級時に継続審査があります。

②入学時の諸経費 (円)
一般生 特待Ⅲ 特待Ⅱ 特待Ⅰ

入学金 150,000 0 0 0
施設充実費 90,000 0 0 0
後援会入学金 20,000 20,000 0 0
後援会協力金 50,000 50,000 0 0
合計 310,000 70,000 0 0
･上記の他に、制服一式(体操服､靴､バック等含む)として 男子 約14万円※２､女子 約13万円※２が必要となります。
※２ 物価上昇のため、値上げの場合があります。



③入学後の月額諸経費 (円) 国・県の減免制度を利用しない場合の金額
一般生 特待Ⅲ 特待Ⅱ 特待Ⅰ

授業料 33,000 33,000 33,000 0
施設費 4,000 4,000 4,000 0
後援会費等 7,500 7,500 7,500 0
合計 44,500 44,500 ※３34,500 0
･上記の他に、学年積立金(修学旅行・卒業対策費等)として月額6,000円(3年間)
ｉＰａｄ代約80,000円(1年次のみ)､一括集金費(副教材､模試代等)約30,000～60,000円(年１回)が必要となります。
※３ 特待Ⅱは月額諸経費から10,000円の奨学金を差し引いた金額です。

④減免制度(本校独自)
保護者が本校の卒業生の場合、または令和５年度兄弟姉妹が同時に在籍する場合は、入学時諸経費のうち後援会入
会金と後援会協力金の計70,000円(同時入学の場合１人分のみ)が減免されます。減免は、入学後の返金となります。

⑤奨学金制度
入学後、申請により以下の奨学生となることが可能です。(審査あり)
千葉県奨学資金 月額10,000円、20,000円、30,000円から選択(貸与)
※保護者が千葉県在住の者に限る

交通案内
■京成宗吾参道駅から 徒歩10分
■JR酒々井駅から スクールバス5分(徒歩の場合30分)
■北総線千葉ニュータウン中央駅から スクールバス40分
■JR四街道駅から スクールバス50分(入試当日は運行しません)

入試当日の無料バス発車時刻(第１回前期入試・第２回前期入試のみ)
※ホームページの在校生とは発車時間が異なります。注意ください。
●ＪＲ酒々井駅(西口ロータリー)
①7:50発(第１回前期のみ運行)
②8:05発

●印西方面
③千葉ニュータウン中央駅(南口ロータリー)…7:05発
④印西牧の原駅(南口ロータリー)…7:20発
⑤印旛日本医大駅(ロータリー)…7:30発
⑥平賀学園台(スリーエフ前)…7:40発

●JR四街道駅(入試当日は運行しません)
※帰りのスクールバスも運行します。乗車時刻については、当日連絡いたします。
※バス停(場所)についてはホームページで確認してください。

学校法人 〒285-0902 TEL 043-496-3881

鎌形学園 東京学館高等学校 千葉県印旛郡酒々井町伊篠２１ FAX 043-496-5509

入試関連のお問い合わせ＜入試広報部＞ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 花 咲く 18歳

0120-8739-18
ホームページ https://www.tokyogakkan.ed.jp/


