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はじめに 
 
 本日は城北高等学校の説明会にお越しいただき誠にありがとうございます。今回作成した
この小冊子は、現時点で開示しうる城北高校の入試情報をまとめたものです。これらの資料
が、城北を志望する子どもたちの助けとなり、志望の気持ちがいっそう高まっていくことを
願っております。 
 
 
学校長より 
 
 受験生の保護者のみなさま，城北高等学校の説明会にお越しいただき誠にありがとうござ
います。教職員一同，皆様の期待に応えるよう，責任を持って生徒一人ひとりを大切に育て
ていきたいと考えております。 
 さて，現在の日本における中学・高校・大学の教育環境は変化の時を迎えております。２
０２０年に大学入試ではセンターテストが廃止され，各大学は新たな選抜方法を模索してい
ます。知識の詰め込みだけでなく，知識を様々な場面で活用する能力や，自ら問題を見つけ
解決していく能力を育てていくこと，グローバルな人材を育てていくことが重要になってい
ます。 
 城北学園では創立以来の２つ柱『人間形成』と『大学進学』を掲げています。時代は移り
ましたが，『社会でリーダーとなってほしい』，『多くの人を支えるような人間になってほし
い』，という思いは変わりません。 
 私たちは，このような思いを土台に据え，様々な能力の育成を高いレベルで実践するべく，
カリキュラムの構築及び授業の実践・展開を進めていきます。 
 入り口である城北学園の入学試験においては，帰国生の受け入れや高等学校での推薦入試
のなど，多様な生徒を受け入れ，新たな時代の人材を育てていきたいと考えています。 
 また，入試問題においても，従来の出題に加え，２０２０年の大学入試を見据えたものや，
城北学園の教育内容を反映したものを導入していきたいと考えています。これは，従来から
実施されている入試を大きく変更するものではありませんが，新たな時代に向けて，もう一
度城北での教育を再考し，入試を通じてそのメッセージを伝えていきたいと考えております。 
そして，平成２９年度の城北中学校・高等学校の入学試験は，インターネットによる出願・
合格発表・入学手続きとなります。 
 今後とも，城北学園をよろしくお願いいたします。 

校長 小俣 力 
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1 平成２９年度 城北高等学校 入学試験の概要 
 
 城北学園は基本的に「中高一貫教育」を目標としていますが、次のような理由から高校か
ら入学する生徒の募集を行っています。 
 
• 公立中学校に通っている生徒の中に、私立高校に進学して難関の国立（私立）大学や

医学部を目指そうとするニーズがある。 
• 中学から入学した生徒（中入生）と、高校から入学した生徒（高入生）が、ともに高

い進学意識を持ち、切磋琢磨することによって、お互いを高めあうことができる。 
 
 公立中学に在学し、私立の「進学校」での学習を通じて、難関大学や医学部への進学を希
望している生徒に、積極的に受験してほしいと考えています。 
 
平成２９年度入試よりインターネットによる出願・合格発表・入学手続きとなります。 
 

 
 
  



 4 

◎� 城北高校・推薦入試 
 

 
 
 1 

平成２９年度 城北高等学校 生徒募集要項 推薦入試 
 

  推薦入試（単願です。入試相談はいたしません） 
入学試験日 １月２２日（日）８：００集合（７：２０から入室可能です） 

募集人数（男子） 約２０名 
試験会場 本校 

出願資格 

平成２９年３月中学校卒業見込みの者で，次の要件①～⑤を全て満たす者。 
① 在学する中学校長の推薦を受けた者。 
② 本校を第一志望とし，合格した場合は本校への入学を確約できる者。 
③ クラブ活動や特別活動などに真面目に取り組んだ者。 
④ 中学３年次における４月から１２月までの欠席日数の合計が１０日以内で，遅刻，早退の合計
が１０回以内の者。 
⑤ 中学３年次における４月から１２月までの５段階評定が５教科（国語，社会，数学，理科，英
語）で 20 以上かつ全教科で 1，2がない者。 

出願期間 １月１５日（日） ９：００ ～ １月１６日（月）２３：００ 

出願方法 
インターネット出願となります。出願画面の指示に従って，志願者情報を入力してください。受
験票・志願票は，お持ちのプリンタで印刷し，写真を貼って試験当日お持ちください。 

出願書類 
次の書類は 1月 18 日（水）必着で郵送してください。 
出身中学校校長による推薦書（本校指定用紙），志願理由書（本校指定用紙），調査書（公立高
校受験用の用紙），海外在住証明書（会社・機関発行のもの、該当者のみ） 

受験料 
２５，０００円です。受験料のお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。なお，本校窓口でのお支払いはできません。 
納入した受験料はお返しできませんのでご了承ください。 

合格発表 
及び 

入学手続き 

１月２３日（月）１０：００ ～ １月２４日（火）１６：００ 
合格発表専用サイトより発表いたします。電話による問い合わせはご遠慮ください。 
合格者は入学手続き期限までに入学金２７０，０００円をお支払いください。 
入学金のお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。本校窓口でのお支払いはできません。入学金はお返しできませんのでご了承くだ
さい。延納手続きはありません。 

選抜方法 

適性検査 
国語（５０分・１００点） ８：２０～ ９：１０ 
英語（５０分・１００点） ９：２５～１０：１５ 
数学（５０分・１００点）１０：３０～１１：２０ 
面接          １１：３５～ 志願理由書をもとに面接を実施します。 
調査書 中学３年次における４月から１２月までの５段階評定の９教科の合計点（４５点） 
    クラブ活動・特別活動への取り組み 

帰国生の優遇 

• １年を超える期間海外に在留し，帰国後 3 年以内（平成２６年１月１日以降に帰国）の日本国
籍の者 

• １年を超えて海外に在留中の日本国籍の者 
 ２つのいずれかの条件を満たす者は，海外在住期間と保護者が同伴していることを会社・機関
が証明した海外在住証明書を提出すると，適性試験の合計点数に１０点加点します。 
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(ア) 推薦入試の出願は合格した場合，本校への入学を確約できる者に限ります。 
 出願の際に在学する中学校校長の推薦が必要です。 
 
(イ) 推薦入試では適性検査（英語・国語・数学のテスト）の結果を重視します。 
 城北高校の推薦入試では適性検査（英語・国語・数学のテスト）を行います。これらの力
は大学進学に向かって教育を進める本校では欠かすことのできない要素と考え，重視してい
ます。この要素に出身中学校での学習活動・特別活動，そして面接を加味する形で入学者の
選抜を行います。クラブ活動・特別活動の顕著さに関しては成績や数字の条件はありません。 
 
(ウ) 適性検査の内容 
 従来行ってきた一般入試の問題を解いて準備してください。また，次のような出題も予定
しています。 

• 国語 説明的文章の設問の中に短作文（２００文字程度）を出題 
• 英語 日本語や英語で説明する問題を出題 
• 数学 作図や証明，途中式，説明などを必要とする出題 

 
(エ) ９教科の５段階評定（英語，数学，国語，理科，社会，美術，音楽，保健体育，技術

家庭）を４５点満点とします。適性検査の３００点と合わせて，計３４５点満点の結
果とクラブ活動・特別活動など，および志願理由書を基にした面接によって総合的に
合格者を選抜します。 

 
     ５段階評定    適性検査    クラブ活動       面接 
     （９教科） ＋  （英国数） ＋ ・特別活動など ＋ 志願理由書 
      ４５点     ３００点     （参考）      （参考） 
 
 

※� 出願の調査書の５段階は内申点で，中学３年次の４月から１２月までの成績です。 
 
 
＜平成２８年度の推薦入試の結果＞ 
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• 城北高校・一般入試 

 
  
 2 

平成２９年度 城北高等学校 生徒募集要項 一般入試 

  一般入試（併願優遇はありません。） 
入学試験日 ２月１１日（土）８：４０集合（７：４０から入室可能です） 

募集人数（男子） 約６５名 
試験会場 本校 

出願資格 
平成２９年３月中学校卒業見込みの者、または中学校を卒業した者。（平成１４年４月１日以前
の生まれで、海外の学校に在籍している、または、海外の学校を卒業した者も出願できます。） 

出願期間 １月２５日（水） ９：００ ～ ２月 ７日（火）２３：００ 

出願方法 

インターネット出願となります。出願画面の指示に従って，志願者情報を入力してください。受
験票・志願票は，お持ちのプリンタで印刷し，写真を貼って試験当日お持ちください。 
東京都立，埼玉県立，千葉県立，神奈川県立，国立の高校を併願している受験生は，出願時に出
願サイトから延納手続きをすると，入学手続き時の納入金はそれぞれ合格発表日の 15 時まで（国
立は，合格発表日の翌日の 15 時まで）延納することができます。なお、二次募集や後期日程の合
格発表日までの延納はできません。 

出願書類 

次の書類は２月９日（木）必着で郵送してください。 
・調査書（公立高校受験用の用紙） 
・海外在住証明書（会社・機関発行のもの、該当者のみ） 
推薦入試で調査書、海外在住証明書を一度提出された方は，再度提出する必要はありません。 

受験料 
２５，０００円です。受験料のお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。なお，本校窓口でのお支払いはできません。 
納入した受験料はお返しできませんのでご了承ください。 

合格発表 
及び 

入学手続き 

２月１２日（日）１０：００ ～ ２月１５日（水）１６：００ 
合格発表専用サイトより発表いたします。 
電話による問い合わせはご遠慮ください。 
入学希望者は入学手続き期限までに入学金２７０，０００円をお支払いください。 
入学金のお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。本校窓口でのお支払いはできません。 
入学金はお返しできませんのでご了承ください。 
一般入試では補欠を発表します。補欠から繰り上げ合格となった場合も，通常の合格者と同様に
入学手続き時の納入金を延納することができます。 

選抜方法 

学力試験（国語・英語・数学のテスト），調査書 
国語（６０分・１００点） ９：００～１０：００ 
英語（６０分・１００点）１０：２０～１１：２０ 
数学（６０分・１００点）１１：４０～１２：４０ 

帰国生の優遇 

• １年を超える期間海外に在留し，帰国後 3 年以内（平成２６年１月１日以降に帰国）の日本国
籍の者 

• １年を超えて海外に在留中の日本国籍の者 
 ２つのいずれかの条件を満たす者は，海外在住期間と保護者が同伴していることを会社・機関
が証明した海外在住証明書を提出すると，学力試験の合計点数に１０点加点します。 

推薦入試受験者の優遇 
推薦入試で合格できなかった生徒が一般入試を受験の際に，いずれも合格点に近い得点であった
とき，一般入試で優遇して正規合格とします。 
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＜城北高校・一般入試の主なポイント＞ 
 
(ア) 一般入試では学力試験の結果で合格者を選抜します。 

 城北高校の一般入試では学力試験（英語・国語・数学のテスト）を行います。 
３００点満点の結果で合格者を選抜します。 

 
(イ) 本校の一般入試は，例年他の私立の進学校や公立高校との併願者が多くなりますので、

塾・予備校等が算出する事前の偏差値は高めになります。しかし実際には併願状況を
考慮して多めに合格者をだし、補欠の繰り上げも予定していますので、合格者や入学
者の偏差値レベル、言い換えれば実際の入試の難易度はやや低下します。事前の偏差
値の高さはそれほど気にせず、当日の学力試験で良い成績がとれる事を目標にして積
極的にチャレンジしてほしいと思います。また、現在のところ、偏差値は６９～７０
となっています。 
 

(ウ) 他高校と併願している受験生が多い入試で、かつ都立・県立の合格発表が本校の入試
よりかなり遅くなっているという事情もあって、毎年補欠候補者を正規合格者と同時
に発表しています。正規合格者の入学手続後、その時の状況に応じて繰り上げ合格の
ご連絡を電話で致します。ただし、都立・県立高校の合格発表が２月下旬から３月上
旬となるため、繰り上げ合格の決定とそのご連絡がこの時期になる場合がある事をあ
らかじめご承知置きください。２０１６年度の補欠候補者は全員繰り上がり，追加合
格となりました。 
 

＜平成２８年度の一般入試の結果＞ 

 
 
＜補足など＞ 
 
• 新入生招集日は、例年 3月前半の日曜日を予定しています。（推薦入試で合格し，入学

をする生徒は１月の後半にも召集日を予定しています。）この日は新年度に向けて、入
学式等の行事や新入生の課題（英語・国語・数学・理科を予定）の連絡をします。ま
た、制服の注文を受け付けます。 
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2 国語の入試について 
 
＜記述にもきちんと取り組んでほしい＞ 
• 自分の考えを述べるために必要な積極性や表現力がある生徒を求めており、本校入学

後、それらにさらに磨きをかけてもらいたいと考え、出題している。 
• 記述の配点は高めに設定しており、部分点の幅も広く取っている。 
• 主語のない答案、文末の不備、句点のない答案、誤字・脱字（漢字の間違いを含む）、

話しことばで書かれている答案は、減点。 
• 指定字数から超過・不足している答案は、０点。 
 
＜漢字＞ 
• 漢字力は語彙力と不可分であり、本校入学後に読解力を更に磨いていく上でも重要で

あると考え、出題している。 
• 努力の成果が表れやすい分野。本校は努力する生徒を求めている。 
• 字の巧拙は問わないが、正しく丁寧に書くという意識を持ってほしい。 
 
＜高校推薦入試について＞ 
• 「本文の内容をふまえて･･････具体的な例をあげながら、あなたの考えを 200 字以内

で述べなさい」という意見論述問題を出題した。 
• 問いの要求に合った答え方ができていない者が多かった。条件作文なので、設問の指

示をよく読み、きちんと自分の意見を論述してもらいたい。 
• 原稿用紙の使い方（最初の１マスを空ける、など）で記述したものは減点。 
 
＜受験生へのメッセージ＞ 
• 「城北の国語」は、現代文や古文・漢文を、皆で読み解き、また、味わい、考える授

業を通して、生徒たちに日本で・世界で生きていくうえでの大切な＜力＞を身につけ
ていってほしい、という願いのもと、組み立てられています。城北に合格し入学して、
ぜひあなたにこの「城北の国語」を体験してほしい。そしてあなたたちといろいろな
対話をしたい、と私たちは願っています。 

• 受験がいよいよ近づいてきました。気力十分な人、焦ってきた人、さまざまかと思い
ますが、その勉強の一つひとつは、高校での学習に、さらにその先のあなたの未来に
きっとつながっていきます。粘り強さと丁寧さ、何よりも受かりたい気持ちを大切に、
ぜひがんばってください。春に城北の校舎でお会いできることを楽しみにしていま
す！ 

• 平成２９年度の入試は、例年から大きく傾向や形式、レベルを変えることはありませ
ん。 問題と設問の傾向・レベル等は例年と同様のものを想定しています。本校の過
去問題を解き直し、同種の問題を解き重ねることが対策となります。 

• 受験生平均が55点、合格者平均が65点となるよう作問時に難易度を調整しています。 
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～ memo ～ 
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3 英語の入試について 
 
＜出題に関して＞ 
• 単語については，検定教科書に一切掲載されていないものには，語注をつけます。た

だし，固有名詞と，単語の意味を推測することを意図している場合は，その限りでは
ありません。 

• 文法についても，検定教科書で扱っていないものは文法問題で出題しませんし，文章
中でも語注をつけます。 

 
＜読解問題について＞ 
• やや長めの文章を読み通すことに慣れましょう。（音読もしましょう！） 
• いろいろなトピックの文章に挑戦しましょう。 
• 日本語で説明する問題は，きちんと書いて，先生にチェックしてもらいましょう。 
• 設問を解く時には，本文中に必ず根拠を求めて解きましょう。フィーリングで解かな

いようにしましょう。 
 
＜英文法問題について＞ 
• 典型的な問題を多く出題しています。学校や塾で配布されたテキストを丁寧に解き，

自分のものにすることが大切です。 
 

＜英作文問題について＞ 
• 「日本語を見てすぐに使用する表現が思い浮かばなければいけない問題」と「訳しに

くい日本語を英語に訳しやすい日本語に変換して英訳する問題」に大別できます。前
者に関しては，教科書や参考書の例文を日本語から英語に直してみるといいと思いま
す。後者に関しては，問題を解く中で実際に日本語を別の表現に言いかえてみること
です。そしてどちらにも共通する大切なことは，必ず書いた英文は先生に見てもらう
ことです。 

 
＜受験生へのメッセージ＞ 
• 華々しいことをやるというよりは、堅実に、みなさんの英語力を高めていけるように、

工夫したカリキュラム・授業を用意しています。みなさんの熱意に応える授業がここ
にあります。ぜひ城北でお会いしましょう。 
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4 数学の入試について 
 
＜各回の試験とその難易度・出題形式について＞ 
• 平成 28 年度入試より推薦入試と一般入試を行うことになりました。 
• 推薦入試に関しては試験時間 50 分、100 点満点で、大問数４～５題，小問数１４～１

６題程度です。答えのみを要求する形式に加え、整数の性質に関する説明問題と作図
問題を出題しました。 

• 一般入試に関しては試験時間、配点、大問数などはこれまで行ってきた第 1回入試と
変わりません。試験時間 60 分、100 点満点で、大問数５～６題，小問数１６～１７題
程度です。答えのみ要求する形式でした。 

• 一般・推薦入試とも、基本～標準的なレベルでの出題をし、受験者平均が 60 点程度に
なるように難易度を設定しました。一般入試では平均は少し高めになりましたが、次
年度も同じようなレベルでの出題を考えています。 

 
＜出題傾向について＞ 
• 前半の小問では、文字式の計算、展開・因数分解、方程式、円や三平方に関する図形

的な事柄が多く出題されています。 
• 後半の大問では、関数（座標平面上の幾何問題）、文章題で方程式を利用するもの、場

合の数、図形の問題（立体図形）やこれらの融合問題などが出題されています。 
 
＜平成２８年度の高校入試を終えて＞ 
• 一般入試の受験生は、ここ数年良いレベルの生徒が集まっています。慌ててしまいそ

うな計算問題もうまく対応しています。関数の問題や立体図形も良く出来ています。
整数の数え上げが目新しく感じられたかもしれませんが、一定の生徒は出来ていまし
た。 

• 推薦入試は今回初めて実施されました。受験生にとっては、作図問題や記述式の問題
へ対策が不安であったと思われます。作図問題は、公立高校等の入試問題で類題をや
ったことがあるかもしれません。整数の性質に関する説明問題は、数式や言葉を使っ
て一生懸命に説明をしている答案が目立ちました。説明・証明問題は慣れていないよ
うなので、極力好意的に採点を行いました。また、試験時間が一般入試よりも短いた
め、計算問題でミスをした受験生もいました。落ち着いて計算をやりきる力の有無も
点差に出てくるかもしれません。 
 

＜受験生へのメッセージ＞ 
 受験生の皆さんは今必死に受験勉強を頑張っている事と思いますが、実際に入学後の自分
を考えてみたことはありますか？部活を頑張る自分、友達と青春を謳歌する自分、更なる知
識を磨くべく勉強する自分…将来の目標とする自分への道は、高校生活をいかに充実したも
のにするかがこれからの人生にも大きく影響してくることでしょう。高校生になって何をし
たいか、どんな高校生活を送りたいかという具体的な意志を持って勉強することをおススメ
します。そんな高校生になるのもあと僅かです。大変ですが自分の為だと思って、頑張って
下さい。 
 さて、今回は数学が苦手な人に向けて、少しですが数学を受験する上でのアドバイスをし
たいと思います。採点していて思う事ですが、難易度の高い問題よりも、簡単な計算問題や
点数を取って欲しい各問題の(1)で得点できていない受験生が見受けられます。文章題を最後
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まで解く力ももちろんですが、まずは、取れる問題でミスなく計算できる力をつけましょう。
取るべき問題で確実に得点する！これが一番大切なことだと思います。 
 また、問われていることを正確に立式して行くことも必要です。空間図形に関しては、過
去問や様々な問題を通して立体を的確に把握する訓練が必要です。空間図形の問題をただ解
くのではなく、立体を実際に書いてみたり、見えない部分を想像したり、切断したらどのよ
うになるのかを考えてみてはいかがでしょうか。過去問を必ずやり、不得意分野の演習を行
ってください。 
 皆さんが最後まであきらめずに受験を乗り越えることを祈っています。城北でお会いしま
しょう！ 
 
城北高校の入試問題では 

l 文字式の四則計算，展開・因数分解など，文字式の計算が速く正確に行える
力を身につける 

l 方程式を立てて，問題を解決できるようにする 
l 空間図形を正確に把握する能力を十分に養う（立体を実際に書いてみたり、

見えない部分を想像したり、切断したらどのようになるのかを考えてみて下
さい。） 

がポイントになります。過去問にしっかり取り組みんでください。 
 

～ memo ～ 
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5 高校入試 ～資料編～ 
 
【平成２８年度 国語入試（高校）の内容・配点・得点率】 
 

  推薦入試（50 分、100 点満点） 一般入試（50 分、100 点満点） 

一 説明的文章 
70 点 61％ 

文学的文章  
36 点 69％ 

二 古文        
20 点 73％ 

説明的文章  
36 点 53％ 

三 漢字        
10 点 53％ 

古文        
20 点 66％ 

四  
漢字         

8 点 55％ 
 
【ここ３年の国語入試（高校）の出典】 
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【平成２８年度 英語入試（高校）の内容・配点・得点率】 
 
＜推薦入試 ５０分１００点満点＞ 
大問 1 長文読解   （３６点）５０% 
大問 2 長文読解   （３５点）４９% 
大問 3 英作文   （ ５点）６０% 
大問 4 英文法   （１２点）７７% 
大問 5 英文法   （１２点）８８% 
 
 
＜一般入試 ６０分１００点満点＞ 
大問１ 長文読解    （３８点）６２% 
大問２ 長文読解   （３６点）５５% 
大問３ 長文読解    （２６点）７３% 
 
 
【平成２８年度入試の出典】 
＜推薦入試＞ 
大問１  
『Hoshino Michiko ‒ Shooting the true Alaska』（数研出版） 
大問２  
Who was Charles Darwin? by Deborah Hokinson (Grosset & Dublap) 
大問３  
Signposts For Balance In Love And Work by Vicki Bennett & Ian Mathieson (IBC 
Publishing) 
 
＜一般入試＞ 
大問１  
Brian Sargent “The Placebo Effect ‒ The Power of Positive Thinking - ”  
Cambridge University Pres 
大問２  
David Evans “Women in Business” Pearson 
大問３  
Nic Harris “the greatest invention of all time” Cambridge University Press 
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【平成２８年度 数学入試（高校）の内容・配点・得点率】 
 

 推薦入試（50 分 100 点満点） 一般入試（60 分 100 点満点） 
１ 小問集合４題 

 ３２点 ８２％ 
小問集合４題 
 ２8 点 ６９％ 

２ 図形 3題 
 ２１点 ５２％ 

図形３題 
 １８点 ４９％ 

３ 二次関数 
 ２１点 ５０％ 

二次関数   
 ２４点 ８１％ 

４ 四角錐の問題 
 １４点 ３９％ 

桁数の問題   
 １２点 ３８％ 

５ 整数の問題（説明） 
  ６点  ７％ 

円柱の問題  
 １８点 ６２％ 

６ 作図の問題 
  ６点 ５０％ 

 

 
 

 
【平成２８年度 数学入試（高校） ◎一般入試・大問５】 
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6 カリキュラムについて 
 
 城北高校では、城北中学から入学する生徒を中入生、外部の中学から入学する生徒を高入
生と呼んでいます。 
 

• 1 年次……高入生 2クラス、中入生 7クラスの 9クラス編成です。この学年だけ、
高入生と中入生は別クラスの編成となります。 

• 2 年次……高入生・中入生は混合クラスとなります。生徒の希望により、文系ク
ラスと理系クラスに分かれ、それぞれに選抜クラスが編成されます。 

• 3 年次……文系・理系ともに、主に私立大学を目指すコースと国公立大学を目指
すコースに分かれます。 

 
 高校 3 年間で中入生と高入生で授業時数の差はありません。ただ、中入生は城北高校に入
学する時点で高校の授業内容を先取り学習しています。特に数学と物理では進度に差があり
ます。そのため 1年次の高入生は、中入生と比べて数学の授業が 2時間多くなっています。
中入生はその 2時間分、公民の授業を受けています。2年次の理系の物理については、高入
生と中入生に分かれて授業を行い、3年次まで中入生とは別授業となります。 
 
 高１次の高入生は中入生と比べて各授業で進度は少し速くなり、課題も多く出されます。
しかし、各科目の学年スタッフで課題等の調整を図り、また学習に遅れがちの生徒に対して
も、万全のフォローをしていきます。 
 
7 高校入学後の生活について 
 
＜中入生との関係＞ ホームルームクラスこそ 1年次に限って違うものの、学校行事やクラ
ブ活動など授業外の活動はすべて中入生と一緒に行うため、すぐに馴染み、仲良く学校生活
を送っています。2年次以降は、クラス編成が中入生と混合になり、これまでどの学年も中
入生・高入生がお互いに新しい友人を発見し、うちとけています。 
 
＜学力差＞ 中学校では優秀であった生徒でも、同じ入学試験を受験して一定の学力を持っ
た者が揃っている高校では必ずしも優秀な成績を収められるとは限りません。しかし，城北
高校に入学してきた限り、みな一定のレベル以上の学力を持っており、成績順位が上位でな
くても大学受験を突破し，志望校に合格することは可能です。 
 
＜通塾について＞ 生活の基盤を学校に置いて、学習の基本を授業に据えていくのが、本校
の基本的姿勢です。勉強もクラブも学校で一生懸命頑張る。その環境が城北には揃っていま
す。従って、通塾をせずとも大学に合格していく生徒はたくさんいます。それだけのフォロ
ーもしますし、教育環境も整備しています。ただし、通塾を禁止している訳ではありません
ので特定科目、夏期・冬期の講習会、自習室利用等さまざまな目的によって通塾している生
徒もいます。 
 
＜クラブ活動について＞ 城北高校では、高校生活を充実させ、受験勉強だけに偏らないた
めにも、クラブ活動を奨励しています。勉強と生徒会・クラブ活動の両立が方針です。クラ
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ブ活動は、文化部・運動部個々により異なりますが、週４日程度で３時３０分から５時３０
分までです。大会・試合は土日になる場合が通例です。 
 
＜留学＞ 城北高校では海外への留学についての規定を定めています。進級できる留学制度
も整っています。 
 
＜昼食＞ 本校には学食がございます。弁当を持参する生徒の方が割合は高いのですが、食
堂を利用して友人同士、和気藹藹と昼食を楽しむことができます。 
 
＜カウンセラーについて＞ 現在、男性１名、女性１名の臨床心理士に加え，本校の OB教
員 2名が、生徒の心の悩みに対処しています。 
 
8 大学入試結果について 
 
 １年生で中入生が７組、高入生が２組という比率から、実数では中入生の延べ合格数が勝
ります。しかし、高入生も東京大学・京都大学・東京工業大学・一橋大学をはじめ、国立大
学の医学部にも合格しており、私立大学では慶応義塾・早稲田大学に合格しています。 
 
9 学費・寄付金・特待生制度・奨学金について 
 
 ＜学費＞ 年度納付金のうち、授業料に関しては３期の分納ができます。分納でも授業料
の総額は変わりません。ただし，クラブ活動にかかる、個人の費用（個人使用の用具・ウェ
アー・交通費・合宿費など）は年度納付金に含まれていません。 
 
＜寄付金の募集＞ 本学園では、更なる教育環境と教育研究活動の充実を図るため、任意で
はありますが、１口１００，０００円、１口以上の寄付金のご協力をお願いしております。 
 
＜特待生制度＞ 入学後の年間成績優秀者（平均点 9.0 以上）の中から選考の結果により次
年度特待生を選出し，授業料の一部（２００，０００円）と維持費（２３８，０００円）を
免除します。 
 
＜奨学金やその他の制度＞ 
① 授業料減免制度 入学後、経済的事情により、学費の支払いが困難になった場合、

本学園の規定に基づき、授業料を減免する制度があります。 
 

② 奨学金制度 本校独自の井上奨学金、近藤奨学金や、独立行政法人学生支援機構（旧
日本育英会）、保護者在住都道府県の奨学金などの貸与制度があります。 

 
③ 入学支度金制度 東京都在住者に私立高等学校入学支度金制度があります。２００，

０００円を無利子で借り受け、在学３カ年内に分割返済する制度です。希望される
方は、入学手続きの際に窓口で申し出て下さい。 
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10 在校生・卒業生からのメッセージ 
 
『みなさん、こんにちは』 
 中学３年の時、僕は城北高校の説明会に参加しました。そのときにまず印象に残ったこと
は、校舎が広いということです。それまで僕は偏差値や大学進学実績などを参考に、城北を
入れて 3つ程の私立高校の間で、どの学校を受験しようか迷っていました。しかし、城北の
この広い校舎を見た瞬間、僕の心は一気に城北に傾きました。この校舎で、『勉強、部活動
をのびのびできる！』と感じました。 
 入学した当初は、中学時代とは比べ物にならない量の宿題や、授業のスピードについてい
けるか心配でしたが、１ヶ月ほどするとその不安は解消されました。授業担当の先生がわか
りやすく、ちょっとした質問にもしっかり答えてくれたからです。また、『友達がちゃんと
できるだろうか？』という不安もありました。4月に長野県大町市にある城北学園の山荘で
３泊４日のオリエンテーションがありました。校歌を覚えたり、飯盒炊飯をしたりするなか
で、お互いに打ち解けあっていき、この不安もなくなっていきました。 
 城北高校はクラブ活動も盛んです。僕も運動部に所属し、毎日部活が終わるとヘトヘトで
すが、とてもやりがいを感じています。そんなにスパルタではありません。 
 入学して半年ですが、これから受験を考えるみなさんの参考になればと思っています。受
験勉強は大変ですが、体に気をつけて頑張って下さい。 
 
 
『城北を受験する皆さんへ』 
 城北を受験する皆さん、勉強も大変になってきている頃ですね。城北に入ると、新しい友
達と頼もしい先生に出会えます。先生は生徒一人一人をしっかり見守ってくれますし、友達
との支え合いや競い合いは、部活や勉強だけでなく他の所でもお互いを成長させてくれます。
1学年で 300 人を超える人数ですが、その分友達もたくさんできます。その友達は宝物にな
るはずです。受験も、あともうひと頑張りです。ぜひ入学して城北での学校生活を体験して
ください。 
 
『城北で高校生活を！』 
  城北高校の受験を考えている皆さん、初めまして。おそらく皆さんの多くは公立中学校
の生徒かと思います。そんな皆さんが一番心配していることは、中入生との勉強の進度の差
ではないでしょうか。結論から言いましょう。全く問題ありません。中入生は高入生より数
学が特に先に進んでいるのですが、一年のうちは毎週二時間多く数学の授業があり、一年間
で追いつくようになっています。また、夏、冬休みにはそれぞれ講習が設けられているので、
分かりにくかったところも、それを利用してしっかり復習できます。 
 別の心配事といえば、男子校という特殊な環境での学校生活についてでしょうか。確かに、
ドラマなどに出てくる一般的な高校生活とは違うところもあります。ですが、男子しかいな
い環境だからこそ、あつい友情が芽生えるし、部活や行事などに一生懸命になれる雰囲気が
あります。共学では味わえない、男臭い高校生活を送ってみませんか。 
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