
令和5年度

和洋九段女子高等学校　グローバルコース

生　徒　募　集　要　項



入学手続(窓口取扱)時間　月～金曜日　9：00～16：00　土曜日　9：00～13：00　（日曜・祝日取扱なし）　　

※　推薦入試（併願推薦）、一般入試の志願者で併願校受験による入学手続延長を希望する者は、入学願書の「入学手続延長希望欄」に

　 併願校および合格発表日を記入してください。併願校合格発表日の翌日16：00(土曜日は13:00)まで入学手続延長ができます。

※海外帰国生募集要項は本校ホームページをご覧ください。

令和5年度　和洋九段女子高等学校　グローバルコース　募集要項　　（募集人員20名）

入試区分

出願期間

窓口

郵送

グローバルコース

一般入試

2月13日（月）

推薦入試

1月23日（月）

一般（英語能力検定書類審査）
（併願優遇を含む）

併願推薦
東京神奈川以外

単願推薦

10名10名

2月11日（土･祝）　9：00～12：00　のみ

1月25日（水）～2月8日（水）必着1月16日（月）～1月20日（金）必着

合格発表 掲示

入学手続期間

出願方法

受験料 20,000円

選考方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験当日　14：00～15：00

調査書
英語能力検定書類審査

面接

調査書
面接

         受験料納入後、出願期間内に提出書類を
         郵送してください。
　　     （2月11日に限り窓口受付可）

         受験料納入後、出願期間内に提出書類を
         郵送してください。

合格発表後～
1月25日（水）16：00まで

  合格発表後～2月15日（水）16：00まで
「入学手続延長」手続者は、併願校合格発表日の翌日16：00(土曜日13:00)まで

※



（１）推薦入試

１． 令和5年3月に国公私立中学校卒業見込の者

２． 中学校長の推薦に値する人物であること

３． 3年生における欠席が10日以内であること

４． 3年生1学期または2学期（前期または後期）において9教科の成績評定の中に1が無いこと

５． 3年生1学期または2学期（前期または後期）において英語の評定が4以上であること

６． 3年生1学期または2学期（前期または後期）において下記の「5科基準」もしくは「9科基準」を満たすこと

基準に満たない場合は、以下の加点を利用することができます（最大3ポイントまで）。

※英検準1級取得者は優遇します。

※3ヵ年精勤…3ヵ年で欠席3日以内(遅刻･早退は3回で欠席1日と換算します)。

【注意事項】

推薦入試（単願推薦・併願推薦）、一般入試（併願優遇）を希望する場合は、中学校の先生を通じての入試相談（12月）が

必要になります。受験する場合は担任の先生に相談してください。

（２）一般入試

　 令和5年3月に国公私立中学校卒業見込の者

（１）提出書類　

□入学願書（本校指定） □入学願書（本校指定） □入学願書（本校指定）

□推薦書（本校指定）　 □併願優遇申請書（本校指定）

※在籍校に記入してもらってください ※在籍校に記入してもらってください

□調査書（公立高校様式可） □調査書（公立高校様式可） □調査書（公立高校様式可）

□顔写真（4cm×3cm） □顔写真（4cm×3cm） □顔写真（4cm×3cm）

□英語能力検定書類（コピー） □英語能力検定書類（コピー）

選考方法

出願資格

在籍校に発行してもらうもの

本校ホームページよりプリントアウト

一般入試

2ポイント 英検準2級　3ヵ年皆勤

1ポイント 生徒会役員　委員会委員長　部活動部長　3ヵ年精勤

単願基準 併願基準５科　もしくは　９科

５科基準 １９以上

３１以上

２０以上

３３以上９科基準

本校ホームページよりプリントアウト 本校ホームページよりプリントアウト

在籍校に発行してもらうもの 在籍校に発行してもらうもの

推薦入試
単願推薦
併願推薦

調査書・面接

一般入試 調査書・英語能力検定書類審査・面接

出願について

推薦入試（単願推薦・併願推薦） 一般入試（併願優遇）

ご自身で準備するもの ご自身で準備するもの ご自身で準備するもの

加点

3ポイント 英検2級



（２）出願期間

（３）受験料 受験料を以下の口座にお振込みください。

〇 受験料の納入は1月10日（火）から可能です。

〇 納入方法は、ＡＴＭ　および　ネットバンキングからのお振込みになります。　一般の窓口出願のみ現金納入も可能です。

○ 受験生の氏名でお振込みください。

〇 一度納入された受験料は、返還いたしかねます。

（４）提出書類・提出方法 以下の書類を下記へ郵送してください。

□入学願書（本校指定） □入学願書（本校指定） □入学願書（本校指定）

□推薦書（本校指定）　 □併願優遇申請書（本校指定） □調査書（公立高校様式可）

□調査書（公立高校様式可） □調査書（公立高校様式可） □英語能力検定書類（コピー）

□受験料振込納付控（コピー可） □英語能力検定書類（コピー） □受験料振込納付控（コピー可）

□受験料振込納付控（コピー可）

〇 出願書類が期日までに届かなかった場合、また出願書類に不備があった場合は、受理しないことがあります。

〇 一度提出した書類は、返還いたしません。

【書類送付方法】

封筒（角２）に出願書類を封入し、簡易書留で郵送してください。

送り先 〒102-0073　東京都千代田区九段北１-１２-１２　
和洋九段女子高等学校　事務室　（ｔｅｌ　03-3262-4161）

（５）出願にあたって

〇 入学試験合格後、入学予定者は、2月18日（土）に学力検査を行います。【都合の悪い場合は応相談】

〇 推薦入試、一般入試（併願優遇）志願者は、中学校の先生を通じての入試相談（12月）が必要となります。

〇 推薦入試において、取得している資格での加点を利用する場合は、入試相談時に証明書類の写しが必要です。

（６）併願校受験に伴う入学手続延長について

〇 併願校は国公私立を問いません。

〇 推薦入試（併願推薦）、一般入試（併願優遇を含む）の志願者で、併願校受験による入学手続延長を希望する者は、

入学願書の　「入学手続延長希望欄」に併願校および合格発表日を記入してください。併願校合格発表日の

翌日16:00(土曜日13:00)まで入学手続きを延長できます。

（７）追加出願する場合

〇 追加受験料は、20,000円です。

一般入試

入試区分

一般入試推薦入試

一般入試併願推薦
東京神奈川以外

単願推薦

受験料 ２０，０００円　（推薦入試･一般入試同時出願の場合、１回分の受験料で両方出願できます）

振込先
みずほ銀行　飯田橋支店
普通預金口座番号806666

口座名義　学校法人　和洋学園

推薦入試（単願推薦・併願推薦） 一般入試（併願優遇）

出願期間

窓口

郵送

2月11日（土･祝）　9：00～12：00のみ

1月25日（水）～2月8日（水）必着1月16（月）～1月20日（金）必着



（１）時間割

〇 面接は個人面接（本人のみ）で、時間は10分程度です。

〇 面接は受験番号順と異なる場合があります。

（２）持ち物

□受験票

□筆記用具　（鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム）

□上履き

（３）試験当日の諸注意

〇 腕時計は、時計機能のみのものだけ使用できます（教室に時計があります）。

〇 試験中は、筆記用具以外すべてのものをカバンの中にしまってください。

〇 試験会場では、携帯電話・スマートフォンの電源を切ってください。

〇 試験中に気分が悪くなったときは、近くの教職員に申し出てください。

〇 天候や災害等による交通遅延の場合は、状況に応じて対応します（HPにてお知らせします）。

〇 保護者控室の用意があります。

（１）合格発表

〇 電話等による合否照会は、ご遠慮ください。

（２）「合格証」等の受取

〇 窓口受付時間　月～金曜日　9：00～16：00　土曜日　9：00～13：00　（日曜・祝日取扱いなし）

〇 合格者は受験票を持参し、受取期間内に窓口にて「合格証」と「手続書類」をお受取ください（手続延長者も含みます）。

合格発表後～2月15日（水）16:00まで

一般入試

合格発表について

試験当日について

集　合 9：30

推薦入試

開　門 9：00

2時間目 面接 10：00～

1時間目 アンケート 9：30～9：50

2時間目 面接 10：00～

一般入試

開　門 9：00

集　合 9：30

1時間目 アンケート 9：30～9：50

推薦入試

受取期間 合格発表後～1月25日（水）16:00まで

推薦入試 一般入試

校内掲示 試験当日　14:00～15:00



（１）入学手続期間

〇 窓口受付時間　月～金曜日　9:00～16:00　土曜日　9:00～13:00　（日曜・祝日取扱なし）

〇 併願推薦・一般において出願時に「入学手続延長希望」がない場合は、入学手続締切は2月15日（水）16:00とします。

※ 併願校合格発表の翌日が日曜日の場合は月曜日までとします。

（２）入学金・入学手続方法

〇 詳細は、合格証とともにお渡しする封筒内の書類をご覧ください。

〇 入学手続書類提出時は、受験票をご持参ください。

〇 一度納入された入学金は、一切返還できません。

（３）学納金（参考：令和4年度入学生実績　年額）

〇 制服および学用品で120,000円程度かかります。

〇 寄付金制度はございますが、任意のものです。

〇 年間の学費（入学金を除く）は、銀行振込みによる一括もしくは分納（年2回）で納入をお願いしています。

※１　高等学校等就学支援金を考慮していない金額です。

※2 　図書費・冷暖房費・保健衛生費・視聴覚費

※3 　教材・旅行・鑑賞会等で生徒が直接使用する費用です。毎年度末に決算報告をします。

　なお、後援会費・諸費積立金につきましては、物価変動等により金額を変更させていただく場合がありますのでご承知おきください。

（４）入学手続後の日程

学力検査　2月18日（土）　入学予定者説明会　3月4日（土）　

〇 学力検査及び入学予定者説明会の詳細は、入学手続時にお知らせいたします。

（５）その他

○ 入学手続終了後に入学を辞退される場合はご連絡ください。

※個人情報

入試において提出していただく個人情報は、入試業務および入学後の統計資料としての目的以外に一切使用いたしません。

入学手続について

入学金 300,000円

手続方法 入学金納入後、期間内に本校窓口に入学手続書類を提出してください。

振込先
みずほ銀行　飯田橋支店
普通預金口座番号806666

口座名義　学校法人　和洋学園

入試区分 単願推薦 併願推薦・一般（併願優遇を含む）

入学手続期間
合格発表後～

1月25日（水）16:00まで

           合格発表後～2月15日（水）16:00まで
　 ただし「入学手続延長」手続者は、併願校合格発表
　　日の翌日16:00(土曜日13:00)まで※

入学金 300,000 300,000

項　目 入学時 1年生 2年生 3年生 合　計

施設費 150,000 150,000 150,000 450,000

授業料　※１ 400,000 400,000 400,000 1,200,000

8,000 8,000 24,000

校費　※2 3,700 3,700 3,700 11,100

合　計 300,000 811,700 741,700 671,700 2,525,100

諸費積立金　※3 220,000 150,000 80,000 450,000

後援会費 30,000 30,000 30,000 90,000

生徒会費 8,000


