
202２年8月発行
- 1 -

本校は４回の入学試験を実施しています。出願サイトから該当する試験の手続きを行ってください。

【インターネット出願】2023年度 国学院高等学校 募集要項

出願までのスケジュール

一般入学試験

検定料
支払開始日

出願情報

出願書類
受付期間

出願方法

推薦入学試験

１月１０日（火）

１月１５日（日）

本校窓口のみ

第２回

１月１０日（火）

１月２６日（木）～
２月  ６日（月）必着

郵送のみ

１月２５日（水）

第１回

１月１０日（火）

郵送のみ

第３回

でも出願可能（４ページ）

郵送

２月１３日（月）

２月１４日（火）～
２月１６日（木）必着

２月１６日のみ本校窓口

２月１３日（月）

１月１７日（火） １月２６日（木）～
２月  ６日（月）必着

入力開始日

１月２５日（水）

※

※

クレジットカード・コンビニ・ペイジーから

選択してください

ID（メールアドレス）・パスワードを入力

本校ホームページから出願サイトにアクセス

出願情報を入力

検定料の支払方法を選択

提出書類が本校で受領されると受領メールが届きますので、確認してください。提出書類の受領書が必要な場合は、

こ の 受 領 メ ー ル を 印 刷 し て く だ さ い 。

Ａ４サイズの普通紙で印刷してください

入力いただいた内容については

入学選抜の目的以外には使用しません

推薦入学試験
（募集要項２･３ページ)

受験票・入学願書を切り離す

本校窓口に提出（代理人による提出可）

写真を貼付（４cm×３cm・１枚・白黒可）

出願書類（入学願書・調査書・推薦書・
英検合格証明書）を準備

出願終了

出願書類を角２サイズ封筒に入れて宛名票を貼付

受験票・入学願書・宛名票を切り離す

郵便局窓口にて簡易書留で郵送

出願書類（入学願書・調査書）を準備

一般入学試験
（募集要項４･５ページ)

写真を貼付（４cm×３cm・１枚・白黒可）

調査書と推薦書は本校ホームページから印刷できます

受験票は試験当日忘れないようにお持ちください 受験票は試験当日忘れないようにお持ちください

調査書は本校ホームページから印刷できます

第３回については締め切り日のみ窓口提出も可能です

願書を印刷(検定料支払い後、印刷可能)

日程が近づきましたら
本校ホームページに
詳細を掲載します。

出願の流れ
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推薦入学試験

募集人数 男女１５０名

出願資格

① ２０２３年３月中学校卒業見込の者で、学校長の推薦書がある者。 

② 学習意欲があり、生活態度も良好で、向上心に富む者。

③ 本校を第一志望とする者（合格した場合は必ず入学しなければならない）。

④ 保護者と共に居住している者。
注１

⑤ 中学校３ヵ年を通じ、原則として欠席１５日以内、かつ遅刻・早退の合計が１５日以内の者。
注２

以上の基準を一つでも満たしていない場合には、いかなる理由があっても出願できません。

出願書類

① 入学願書

本校ホームページから出願サイトにアクセスし、画面の指示に従って必要事項を入力し、

写真を１枚貼付してください（４cm×３cm・白黒可）。

本校ホームページより所定書式をＡ４サイズで印刷してください（在学中学校で作成）。

  • 証明書の取得方法は、英語検定協会へ直接お問い合わせください。

  • 「個人成績表」・「合格証書」・「CSEスコア証明書」は、出願書類として認められません。

やむを得ない理由で保護者との同居が不可能な場合には、親権者と同等の責任を持つ保証人と同居することを条件とします。注１）

欠席及び遅刻・早退の合計が、それぞれ出願資格を５日程度超える場合は、担任の先生より１１月２８日（月）・２９日（火）に

本校入試部にお問い合わせください。ただし、その理由がクラブ活動・体育の授業中の怪我や交通事故等の、本人の責に

よらない場合に限ります。

英検S-CBT（CBT）を含みます。また、取得年月日は問いません。

注２）

【推薦入学試験】202３年度 国学院高等学校 募集要項

⑥ ３年次の学業成績（公立高校に提出する成績と同一のもの）において、３教科（国語・

⑦ 公益財団法人日本英語検定協会の実施する英検準２級を取得していること。

② 調査書

本校ホームページより所定書式をＡ４サイズで印刷してください（在学中学校で作成・厳封）。

③ 推薦書

④ 英検合格証明書（原本）※厳封不要

数学・英語）が５段階評価で合計１３以上、かつ５教科（国語・社会・数学・理科・英語）

が合計２２以上の者。なお、全教科を通じ１、２のない者。

注３）

2022年8月発行

  • 受領した証明書は返却しません。

  • 発行に時間がかかる場合がありますので、早めに準備してください。

注３

※本校は入学試験事前相談を行っておりません。

検定料の支払いが完了すると、印刷することができます。
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推薦入学試験

出願サイトにて支払方法を選択してください。　　　

別途支払手数料が発生します。

納入された検定料はいかなる場合でも返還しません。

出 願 情 報

入力開始日
１月１０日（火）午前０時～

検 定 料
１月１５日（日）午前０時～１月１７日（火）正午

出願書類
受付期間

窓口受付　１月１７日（火）午前９時～午後２時

志願者は出願書類を本校窓口へ直接提出してください。

郵送による出願は行いません。

書類の提出は代理人でも構いません。

提出書類の受領書が必要な場合は、受領メールを印刷してください。

試験日 １月２２日（日）

開始時刻 午前８時２５分（８時２０分までに集合）

終了予定時刻 正午

選考方法
• 適性検査（国語・英語・数学　各３０分　すべてマークシート方式）

• 面接（本人のみ）

携行品 受験票・筆記用具・上履き・履物入れ・腕時計（時計機能だけのものに限る）

合否発表

１月２３日（月）

本校ホームページ　午前９時～正午

試験当日に配布される「合否発表について」に従って合否を確認してください。

電話による合否の問い合わせにはお答えできません。

＊５ページの「新型コロナウイルス感染症への対応について」・「入学試験時の自然災害等への対応について」を

２５,０００円

検定料

ご確認ください。

202２年8月発行

支払期間
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一般入学試験

第１回 第２回 第３回

募集人数 男女３００名 男女１００名 男女５０名

出願資格 ２０２３年３月中学校卒業見込の者で、保護者と共に居住している者。
注１

出願書類

検定料 出願サイトにて支払方法を選択してください。　

別途支払手数料が発生します。　

納入された検定料はいかなる場合でも返還しません。

出 願 情 報

入力開始日
１月１０日（火）午前０時～ ２月１３日（月）午前０時～

検 定 料

支払期間 １月２５日（水）午前０時～２月３日（金）午後１１時５９分
２月１３日（月）午前０時～

出願書類
受付期間

郵送受付　

１月２６日（木）～２月６日（月）必着

窓口での受付は行いません。

第１回・第２回ともに出願することも可能です。

提出書類の受領書が必要な場合は、受領メールを印刷してください。

海外に在住している等の理由で、期間内に書類を郵送できない場合は

事前にお知らせください。

郵送受付　

２月１４日（火）～

２月１６日（木）必着

窓口受付　

午前９時～正午

注１）　やむを得ない理由で保護者との同居が不可能な場合には、親権者と同等の責任を持つ保証人と同居することを条件とします。

※入学者が男女ほぼ同数になるようにします。

提出書類の受領書が必要な場合は、

受領メールを印刷してください。

① 入学願書

写真を１枚貼付してください（４cm×３cm・白黒可）。

② 調査書

本校ホームページより所定書式をＡ４サイズで印刷してください（在学中学校で作成・厳封）。

第１回・第２回とも出願する場合、調査書は１通のみ提出してください。

２５,０００円

２月１６日（木）

【一般入学試験】　202３年度 国学院高等学校 募集要項

※本校は入学試験事前相談を行っておりません。

２月１５日（水）午後１１時５９分

本校ホームページから出願サイトにアクセスし、画面の指示に従って必要事項を入力し、

検定料の支払いが完了すると、印刷することができます。
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一般入学試験

第１回 第２回 第３回

試験日 ２月１０日（金） ２月１２日（日） ２月１８日（土）

開始時刻 午前８時２５分（８時２０分までに集合）

終了予定時刻 午後３時３０分

選考方法

• 学科試験（国語・英語・数学　各５０分　すべてマークシート方式）

• 調査書

 英検・漢検・資格等による優遇制度はありません。

 調査書の出欠・遅刻・早退は極めて重視します。

携行品 受験票・筆記用具・昼食・上履き・履物入れ・腕時計（時計機能だけのものに限る）

合否発表

２月１１日（土・祝） ２月１３日（月） ２月１９日（日）

本校ホームページ　午前９時～正午

試験当日に配布される「合否発表について」に従って合否を確認してください。　

電話による合否の問い合わせにはお答えできません。

再受験

出願サイトに前回と同じIDでログインのうえ、必要事項を入力し、願書のみを提出してください。

調査書の提出は不要です。

再受験者への優遇措置があります。

② 一般入学試験（第１・２回）で選考もれになった者が一般入学試験（第３回）を受験する場合

出願サイトに前回と同じIDでログインのうえ、必要事項を入力し、願書のみを提出してください。

調査書の提出は不要です。

＊新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、当初予定していた試験実施日程や選抜方法に変更が生じた

場合は、本校ホームページ上でお知らせします。受験前は情報の更新にご留意ください。なお、試験実施に

際しては、受験生の健康・安全面に万全の配慮をします。試験当日は検温、マスク着用、手指消毒等の

感染防止対策にご協力ください。

＊入学試験時の自然災害等への対応について

【一般入学試験】　202３年度 国学院高等学校 募集要項

• 面接（本人のみ）

① 推薦入学試験で選考もれになった者が一般入学試験（第１・２・３回）を受験する場合

積雪等によって電車が遅れた時には、試験の時間を変更することがあります。また、ほぼ全ての電車が止ま

り、動き出す見込みがたたないような大きな自然災害等が起こった時には、予定されている入試を全て中止

し、後日、一斉に繰り下げて再開することがあります。このような非常時には、あわてずに本校ホームページ

で対応を確認してください。
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}
別途支払手数料が発生します

一般入学試験

第１回 第２回 第３回

入学手続日時

１月２４日（火）

午後５時まで 午後３時まで 午後５時まで 午後５時まで

手続は合否発表後から行うことができます。

第１回一般入学試験のみ、手続終了時刻が異なりますので十分ご注意ください。

手続時納入金

手続延期 手続延期制度は

ありません

他校との併願により入学手続延期を希望する場合は、下記①・②

の手順に従ってください。推薦入学試験を受験し、さらに再受験し

た場合にも適用されます。

２月１２日（日）

午後３時まで

２月１４日（火）

午後５時まで

２月２０日（月）

午後５時まで

【注意】 

３．手続終了時刻後の受付はできません。

神奈川県

東京都

千葉県・埼玉県・他県

３月１日（水）

３月２日（木）

３月３日（金）

①延納手続金の納入

該当する受験の入金期日を確認

それぞれ午後５時まで

在籍する中学校所在地の入金期日を確認

　　　　　　　別途支払手数料が発生します

②残金の納入

２月２０日（月）２月１２日（日） ２月１４日（火）

入学金のうち７０,０００円を納入

入学金残金２１０,０００円を納入

２．入学手続完了（全額納入）後に入学を辞退した場合は、施設費８０,０００円を返還します。

１．延納手続時の納入金７０,０００円は返還しません。

入学金　２００,０００円　　　

施設費　　８０,０００円　　　
計　２８０,０００円　　　

別途支払手数料が発生します

入学手続時納入金振込サイトにアクセス

入学手続時納入金振込サイトにアクセス

〈中学校の所在地〉 〈入金期日〉

【入学手続】　202３年度 国学院高等学校 募集要項

202２年8月発行

推薦入学試験
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②納入方法は二期分納制で、上の表の納入区分により納入していただきます。

③次年度以降は新たに定められた学費・諸費を納入していただきます。

合　計
二期分納

前　期 後　期

教育充実費

授業料

施設・設備費

実験・実習費

小計　

後援会費

生徒会費

合計

納入時期 ５ 月上旬 １２月下旬

学費/諸費

都内居住で、私立高等学校に通う生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために、授業料の一部

を助成する制度です。（対象要件に該当する方が申請できる制度です。）

• 育英資金等

東京都育英資金・神奈川県高等学校奨学金等の貸付制度があります。

• 家計急変等による授業料等納付金の減免制度

入学後、家計支持者の死亡や失職等により、就学の継続が困難になった場合、授業料等納付金を減免

する制度があります。

各種助成制度

母体である国学院大学へは優先入学の制度があります。希望者は３カ年の学業成績と学校長の推薦に
よって無試験で入学を許可されます。
このほか、国学院大学北海道短期大学部・国学院大学栃木短期大学への優先入学制度があります。

国学院大学等優先入学

国学院高等学校　〒１５０－０００１　東京都渋谷区神宮前２丁目２番３号　ＴＥＬ：０３－３４０３－２３３１

【学費・諸制度等】　202３年度 国学院高等学校 募集要項

①上記は２０２２年度のものです。２０２３年度については、２０２２年１０月下旬以降に決定します。

５４,０００円

４２４,０００円

１２０,０００円

２,０００円

６００,０００円

３６,０００円

５,０００円

６４１,０００円

２７,０００円

２１２,２００円

６０,０００円

２,０００円

３０１,２００円

１８,０００円

５,０００円

３２４,２００円

２７,０００円

２１１,８００円

６０,０００円

０円

２９８,８００円

１８,０００円

０円

３１６,８００円

• 東京都私立高等学校等授業料軽減助成制度

202２年8月発行

入学準備日程（予定）

• 制服採寸日（推薦入学者）　　

• 制服採寸日（一般入学者）・指定品販売日

• 登校日

※詳細は入学手続完了時にお知らせします。上記の日程は変更することがあります。

１月２８日（土）・１月２９日（日）　　

２月２３日（木・祝）・２月２５日（土）・３月４日（土）　　

３月１１日（土）　
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