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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
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。

出願資格

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
出願方法

１月１５日（日）

９：００

〜

１月１６日（月）２３：００

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。
次の書類は 1 月 18 日（水）必着で郵送してください。

出願書類

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）
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

受験料

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。
１月２３日（月）１０：００

合格発表
及び
入学手続き

〜

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。
適性検査

選抜方法

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
• 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
帰国生の優遇

• 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。

インターネット出願の際に，受験生の写真を登録（アップロード）できます。（任意）
その場合，登録した受験者の写真は受験票に貼付されます。
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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

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。
出願方法

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。
次の書類は２月９日（木）必着で郵送してください。

出願書類

・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。
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

受験料

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。
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。
合格発表
及び
入学手続き

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。
学力試験（国語・英語・数学のテスト），調査書

選抜方法

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
• 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

帰国生の優遇

• 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。

インターネット出願の際に，受験生の写真を登録（アップロード）できます。（任意）
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その場合，登録した受験者の写真は受験票に貼付されます。

試験当日について／書類作成上の注意
＜試験当日持参するもの＞
受験票・志願票（学校提出用），鉛筆（シャープペン），消しゴム，上履き。
時計の使用は認めますが，通信・計算・辞書など他の機能を有する時計の使用は禁止します。
携帯電話を学校内で使用することは禁止します。
＜書類記入上の注意＞
•

推薦書（推薦入試のみ）

出身中学校で作成し，厳封して提出してください。出願 Web サイトよりダウンロード可能です。

•

志願理由書（推薦入試のみ）

志願者本人が黒のボールペンで記入してください。クラブ活動や特別活動の取り組みに関し

て，受賞，入賞歴などあれば記入してください。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。
出願 Web サイトよりダウンロード可能です。
•

調査書（推薦入試・一般入試）

出身中学校にある公立学校受験用のものを使用し、厳封して提出してください。

•

海外在住証明書（該当者のみ） 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（会社・
機関発行のもの）を提出してください。出願 Web サイトよりダウンロード可能です。

納入金・学費・寄付金・特待生制度・奨学金について
＜入学手続き時の納入金＞
入学金

２７０，０００円

＜入学手続き後の納入金＞
維持費

２３８，０００円

ＰＴＡ生徒会入会金
合計

３，５００円
２４１，５００円

上記金額２４１，５００円を３月末日までに城北学園の指定する口座にお振込みください。
＜学費（平成２９年度予定）＞
年額

授業料

４４４，０００円

教材費他

１８８，２００円

合計

６３２，２００円

上記金額６３２，２００円を４月以降預金口座振替にて納入していただきます。（一括又は３期分納）
維持費については２年、３年進級時にも年額２３８，０００円納入していただきます。
授業料等学費は、年度により改訂されることがあります。
＜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として授業料の一部（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＞
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。
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。
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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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・ペイジーでのお支払いが選べます。

STEP

STEP2

ATM

※
STEP1

STEP3

ATM

調査書，推薦書，志願理由書，帰国生の優遇の書類（海外在住証明書）は学校宛にご郵送ください。

出願サイトへアクセス

本校のホームページ（http://www.johoku.ac.jp）に出願サイトのバナーを設置します。
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。
平成２８年１１月２３日（水）より事前登録を開始します。

STEP2

必要事項を入力し，受験料を支払う

メールアドレス登録します。登録いただいたメールアドレスは，手続き完了メール送信，緊急連絡等にも利用します。
利用規約，個人情報取り扱いに同意の上，画面の指示に従って志願者・保護者情報を入力し，入試日程を選択します。
一般入試で合格後の延納を希望される方は，必ず『延納併願校』に入力してください。
「クレジットカード決済」「コンビニ支払い」「ペイジー対応金融機関 ATM 支払い」の３つから，ご希望の受験料のお支払方
法を選択します。受験料お支払い後，支払い完了メールが届きます。
受験料の支払いは平成２９年１月１０日（火）９：００より可能となります。
STEP3

受験票・志願票（学校提出用）を印刷し，顔写真を貼付，書類の郵送

出願サイトにアクセスし，ログイン後マイページより，受験票・志願票（学校提出用）をご自宅やコンビニ等で印刷してくださ
い（Ａ４判，白い紙）。
受験票・志願票（学校提出用）の印刷は，推薦入試が１月１５日（日）９：００，一般入試が１月２５日（水）９：００より可
能です。
出願内容を確認し，志願票（学校提出用）に志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの，縦 4cm 横 3cm，裏面に受験番
号・氏名を書いてから全面にのり付け）を貼付して，受験票と一緒に試験当日お持ちください。
調査書，推薦書，志願理由書，海外在住証明書などを本校宛に郵送してください。推薦入試は１月１８日必着，一般入試は２月
９日必着です。その際に受験票・志願票（学校提出用）とともに印刷される住所ラベルをご利用ください。
【注意事項】受験票，志願票（学校提出用）は，本校から発送しませんので，必ずご自宅やコンビニ等で印刷し, 志願票（学校提
出用）に志願者の顔写真貼付の上，試験当日お持ちください。

インターネット出願の際に，受験生の写真を登録（アップロード）できます。（任意）
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その場合，登録した受験者の写真は受験票に貼付されます。

インターネット合格発表・入学手続きについて
ご自宅で合格発表を確認し，入学手続きができます。
入学金の納入で各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払いが選べます。

STEP1

合格発表サイトにアクセス

パソコン・スマホ・タブレット端末で城北高等学校の合格発表サイト
（http://johokugakuen.jp/goukaku.html）にアクセスしてください。
受験した回を選び，受験番号（４桁ログイン），パスワード（生年月日８桁

例：２００１年８月１

５日→20010815）を入力してください。
受験生の合否・補欠候補の情報を確認します。

QR

合格者は「インターネット入学手続き」の案内をクリックし，入学金の支払いに進みます。
合格発表及び入学手続き期間内であれば，合格発表サイトに何度でもアクセスすることができます。
推薦入試

平成２９年１月２３日（月）午前１０：００〜１月２４日（火）午後４：００

一般入試

平成２９年２月１２日（日）午前１０：００〜２月１５日（水）午後４：００

【注意事項】
一般入試で東京都立，埼玉県立，千葉県立，神奈川県立，国立の高校を『延納併願校』に入力した場合，合格発表サイト及び入
学手続きサイトへのアクセス期間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）延長されます。
補欠の繰り上げ合格や追加合格については本校より直接電話で連絡いたします。この合格発表サイトでは行いません。
STEP2

必要事項を入力し，入学金を支払う

受験番号（４桁ログイン），パスワード（生年月日８桁

例：２００４年８月１５日→20040815）を入力してください。

入学金２７０，０００円の支払いとなります。内容をご確認ください。
「クレジットカード決済」「コンビニ支払い」「ペイジー対応金融機関 ATM 支払い」の３つから，ご希望の入学金のお支払方
法を選択します。お支払いが完了すると入学手続きは完了となります。
STEP3

新入生招集日，入学式

入学金をお支払い後，支払い完了メールが届きます。
新入生招集日など今後の連絡をいたします。ログイン後マイページより，その情報を確認することができます。
※

インターネットに接続できる環境をご用意いただくことが難しい方は，本校のパソコン・プリンタを利用することができます。
希望される方は本校までお問い合わせください。また，登録いただいた個人情報は、入学試験以外には使用いたしません。
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