
令和 4 年度

募 集 要 項

川 村 高 等 学 校
〒 171- 0031 東京都豊島区目白 2-22-3

電話 03-3984-8321（代表）

　　　　　 03-3984-7707（入試広報室）

https://www.kawamura.ac.jp/cyu-kou/

 

●出願手続きの方法

イ イ イ イ イ イ イ イ イ

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。

●インターネット出願について
■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・ペイジーでの支払い方法が選べます。

本校ホームページ

出願サイト

ＩＤ(メールアドレス)登録

出願情報入力

受験料支払い方法選択

受験票・受験票（学校控え）・
宛名状印刷

入試当日

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。

メールアドレスをIDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、
緊急連絡時にすぐに確認できるメールアドレスを登録してください。

志願者情報、出願入試日程等を入力してください。

受験料の支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関
ATM（ペイジー）をご利用ください。本校窓口での支払いはできません。

受験料支払い後に、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票
の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷して
ください。（A４サイズ・白い紙）
※受験生の顔写真は、データをアップロードするか、写真（４ｃｍ×３ｃｍ）

を貼付（2か所）してください。

提出書類郵送

市販されている角２封筒（A４用紙を折らずに入るサイズ）に、印刷した
「宛名状」を貼付、出願書類を投入し、郵送窓口より「簡易書留」で送付

してください。
※（推薦入試のみ）推薦書は本校ホームページからダウンロードし、

在学中学校へ予め提出後、調査書と同封された封筒を中学校から
受け取ってください。

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本校入学試験およ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。

受験票等をお持ちの上、来校してください。
※持ち物は、募集要項中面に記載されていますので確認してください。

受験票 受験票 学校控え
  宛名状印刷

ＩＤメールアドレス登録

出願手続きの方法

インターネット出願について

インターネット出願

入試当日

本校ホームページ

出願サイト

出願情報入力

受験料支払い方法選択

個人情報保護について

出願書類郵送



◆出願資格について

　　　令和 4 年 3 月中学校卒業見込みの女子。
　　　保護者と同居し、自宅から通学できる生徒。（事情のある場合には、ご相談ください）

　　　　※Ａ推薦・Ｂ推薦・併願優遇
 欠席日数が原則各学年 10 日以内であること。（事情のある場合には、ご相談ください）
　　　　※Ａ推薦・Ｂ推薦
 中学校長が推薦する生徒。
◆基準について

　　　【Ａ推薦】
　　　本校を第一志望とする生徒。
　　　3 年次の成績（5 段階評定）が、
　　　下記の推薦目安のいずれかを満たす生徒。

　　　（ア）3 教科（国・数・英）の合計が 11 以上
　　　（イ）5 教科（国・数・英・理・社）の合計が 17 以上
　　　（ウ）9 教科の合計が 27 以上
　　　　 
 ※Ａ推薦・Ｂ推薦・併願優遇を希望する生徒は、個別相談を受けてください。その際、通知表のコピーなど参考となる資料を持参してください。（予約制） 
 ※英検、漢検、数検、歴検、皆勤、生徒会活動、委員会活動、部活動、ポートフォリオなどによる加点制度があります。（詳しくは、ご相談ください）

【Ｂ推薦・併願優遇】
本校を第二志望とする生徒。（公立高校・私立高校併願可）
3 年次の成績（ 5 段階評定）が、
下記の推薦目安のいずれかを満たす生徒。

（ア）3 教科（国・数・英）の合計が 12 以上
（イ）5 教科（国・数・英・理・社）の合計が 18 以上
（ウ）9 教科の合計が 28 以上

A 推薦（単願） B 推薦（併願）
（東京都・神奈川県公立中学生を除く）

併願優遇
（東京都・神奈川県公立中学生対象）

一般

募集人数 30 名 30 名

試  験  日
1/22（土） 1/22（土）・1/23（日）・1/24（月） 2/10（木）・2/11（金・祝）・2/12（土）

8:50集合 8:50 集合
※複数回の受験もできます。

8:50 集合
※複数回の受験もできます。

試験科目

作文・面接 適性検査（国語・数学・英語から 2 科目を選択）・面接

＊国語・数学・英語から
   2 科目を選択・面接
＊国語は作文または学科試験

※ B 推薦・併願優遇・一般志願者で、「英語」を選択し、実用英語技能検定準 2 級以上取得者は、学科試験免除。
（合格証明書コピーを試験当日の受付時までに提出）

該当者は、出願時に Web 上で取得級を入力してください。
合格証明書コピーの提出方法は、入試広報室（03-3984-7707）までお問合せください。

受  験  料
27,000 円※お支払いにかかる手数料は、本校にて負担いたします。

受験料の支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM（ペイジー）をご利用ください。
本校窓口での支払いはできません。また、納入後の受験料の返還はいたしません。

出願期間 郵送　1/15（土）～  1/19（水）消印有効 郵送　1/25（火）～  2/8（火）消印有効

インターネット出願
・

出願書類郵送
【簡易書留】

出願サイトの画面の指示に従って、志願者情報の入力をし、受験票・受験票（学校控え）は、A4 普通紙で印刷してください。
推薦・一般の出願書類は以下のとおりです。
※受験票と一緒に印刷される「宛名状」を郵送用封筒（角 2）を各自用意し、封筒表面に貼付け簡易書留で郵送してください。
※併願優遇による志願者が都立推薦入試に合格した場合は、出願する必要はありません。

1. 受験票（学校控え）写真貼付
2. 調査書
　（公立高校提出用または、東京私立中学高等学校協会標準書式）
3. 推薦書
　（本校所定 A4 普通紙） ※本校ホームページからダウンロード

1. 受験票（学校控え）写真貼付
2. 調査書
　（公立高校提出用または、東京私立中学高等学校協会標準書式）

Web 合格発表 試験当日15：00～ 各試験当日15：00～ 各試験当日15：00～ 各試験当日15：00～

入学手続
（入学金決済サイト）

1/22 （土）15：00～
1/23 （日）13：00まで

【公立高校・私立高校を併願の場合】 
併願校に関わらず、居住地の公立高校一般入試（一次）

合格発表の翌日 12：00 まで

各試験当日15：00～
2/13 （日）17：00まで

・入学希望者は、上記手続期日までに入学金決済サイトから入学金（250,000 円）を納入してください。
・入学金決済サイトにて支払方法をお選びいただきお支払いください。本校窓口での支払いはできません。
・お支払いにかかる手数料は、本校にて負担いたします。納入された入学金は、お返しできませんのでご了承ください。
・入学手続期間内に手続をしない場合は、棄権となります。

【B 推薦・併願優遇】　
・併願校に関わらず、居住地の公立高校一般入試（一次）合格発表の翌日 12：00 までに入学金決済サイトから入学金を

納入してください。
・出願時に Web 上で併願校欄に受験校（公立・私立）を必ず入力してください。

入学準備説明会
（オンデマンド配信）

　視聴方法は、入学手続者に郵送する「入学に関する書類」にてご案内いたします。

特待生発表 　Web 合格発表時に特待生としてお知らせします。

◆入学試験について
　Ⅰ 試験時間

※ B 推薦・併願優遇・一般志願者で、「英語」を選択し、実用英語技能検定準 2 級以上取得者は、学科試験免除。
 （合格証明書コピーを試験当日の受付時までに提出） 
 該当者は、出願時に Web 上で取得級を入力してください。
 合格証明書コピーの提出方法は、入試広報室（03-3984-7707）までお問合せください。

　Ⅱ 面接
試験終了後、面接となります。面接後、終了となります。
※ B 推薦・併願優遇・一般での複数回受験者は、2 回目以降の面接を免除いたします。

　Ⅲ 持ち物
受験票、筆記用具 ( シャープペンシル可 )  、上履き 

◆合格発表・入学手続・入学準備説明会について
　Ⅰ 合格発表（Web 合格発表）

試験当日 Web にて発表いたします。
なお、Ｂ推薦・併願優遇にて合格された方には、「入学準備に関する書類」を
レターパックプラスで郵送いたします。

　Ⅱ 入学手続
入学金決済サイトから左記手続期日までに入学手続時納入金（入学金 250,000 円）を納入し、入学手続を完了してください。
納入された入学金は、お返しできませんのでご了承ください。
※入学手続期間内に手続をしない場合は、棄権となります。
※入学手続が完了した方には、「合格通知書」、「入学許可書」、「入学に関する書類」をレターパックプラスにて郵送いたします。

【B 推薦・併願優遇】 ※公立高校・私立高校を併願の場合
併願校に関わらず、居住地の公立高校一般入試（一次）合格発表の翌日 12：00 までとなります。
出願時に Web 上で併願校欄に受験校（公立・私立）を必ず入力してください。　

【一般】 ※公立高校を併願の場合
入学手続後、公立高校に合格し、本校への入学を辞退される方は、本校所定の「入学辞退届」を提出されますと
入学金を振込みで返還いたします。出願時に Web 上で併願校欄に受験校（公立）を必ず入力してください。
但し、提出期限は、公立高校一般入試（一次）合格発表の翌日 12：00 までとなります。　

　Ⅲ  入学準備説明会（オンデマンド配信）　　
視聴方法は、入学手続後に郵送する「入学に関する書類」にてご案内いたします。
※入学手続後、本校ホームページ「受験生の皆様へ」の「出願から入学まで（高校）」から「入学準備について」PDF をご参照ください。
　閲覧パスワードは、入学金支払い完了後に送信される「お支払完了のお知らせ」メールに記載してあります。

◆入学後の諸経費について

　　　 < 参考 > 令和 3 年度の授業料等所定の納入金（月額）は、下記のとおりです。

※上記金額に変更がある場合には、後日お知らせいたします。
※納入方法は、銀行振込とさせていただきます。なお、お支払い回数は、3 ヵ月毎 4 回分納となっております。
※諸会費等には、後援会会費・鶴友会会費・学年費が含まれています。
※入学後、経済的理由により就学が困難となった時に適用する、川村学園学費減免制度があります。

◆特待生制度について

特待生は、本校の特待生規程に基づき選抜いたします。特待生手続きは入学後に行います。
特待 A　入学金、授業料 (1年間 ) 免除：  【A 推薦】5 教科 ( 国・数・英・理・社 ) の合計が 21 以上、かつ上位 10％および
  　　　  実用英語技能検定 2 級以上
特待 B　入学金免除：  【A 推薦】5 教科 ( 国・数・英・理・社 ) の合計が 21 以上、かつ上位 10％
特待 C　授業料 (1年間 ) 免除： 【A 推薦】実用英語技能検定 2 級以上
 【B 推薦・併願優遇・一般】入学試験成績優秀者 ( 2 科目の合計得点率 80％以上、かつ上位 10％）
    または、実用英語技能検定 2 級以上
※特待生制度を希望する生徒は、個別相談を受けてください。
※ A 推薦合格者で特待生【特待 C 認定】を希望する場合は、入試区分「併願優遇」の試験科目「適性検査」を 2/11（金・祝）に受験し、
　入学試験成績優秀者（2 科目の合計得点率 80％以上、かつ上位 10％）に該当すること。
※なお、上記の他に奨学奨励金制度（海外語学研修）があります。

◆その他

　　　当学園には駐車場がありません。お車での来校は、ご遠慮ください。ご不明な点は、入試広報室（直通 03-3984-7707）へご連絡ください。

【公立高校一般入試（一次）合格発表日】
〔東京都〕：3 月 1 日（火）〔神奈川県〕：3 月 1 日（火）
〔千葉県〕：3 月 7 日（月） 〔埼玉県〕：3 月 4 日（金）

Ａ推薦

作文

作文
（50 分　配点 100 点）

9:00 ～ 9:50

Ｂ推薦・併願優遇

国語・数学・英語から 2 科目
　 （60 分　配点 100 点）

適性検査 9:00 ～ 10:00
9:00 ～ 9:50

10:05 ～ 10:55
※国語・数学・英語から 2 科目

※国語は作文または学科試験

（各 50 分　配点 100 点）

1 時間目

2 時間目

一般

鶴友会入会金
（初年度のみ）

3,000 円

授業料

37,500 円

施設費

6,000 円

維持費

9,500 円

冷暖房費

3,500 円

給食費

11,800 円

諸会費等

2,850 円

積立金

7,000 円

合計

78,150 円


