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２０１９年度　城北中学校　生徒募集要項 

　 第１回 第２回 第３回

入学試験日 ２月１日（金） ２月２日（土） ２月４日（月）

募集人数（男子） 約１１５名 約１２５名 約３０名

試験会場・集合 本校　８：２０集合

出願資格
２０１９年３月小学校卒業見込みの者 

（日本の小学校第６学年に相当する学齢児童であれば出願できます。）

出願期間
１月１０日（木）　９：００ 

～ 
１月３０日（水）２３：００

１月１０日（木）　９：００ 
～ 

２月　１日（金）２３：００

１月１０日（木）　９：００ 
～ 

２月　３日（日）２３：００

出願方法

• 全日程　インターネット出願 
• 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。 
• 受験票は，お持ちのプリンタで印刷し，試験当日お持ちください。 
• 帰国生の書類を提出する方は１月３０日（必着・簡易書留）までに本校へご郵送ください。

受験料
• １回の試験につき２５，０００円 
• 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。本校窓口でのお支払いはできません。

合格発表 
及び 

入学手続き

２月１日（金）１９：００ 
～ 

２月４日（月）１４：００

２月２日（土）２０：００ 
～ 

２月４日（月）１４：００

２月４日（月）１９：００ 
～ 

２月５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。 
• 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。

試験科目 
及び 
試験時間

国語（５０分・１００点）　　８：４０　～　　９：３０ 
算数（５０分・１００点）　　９：４５　～　１０：３５ 
社会（４０分・７０点）　　１０：５０　～　１１：３０ 
理科（４０分・７０点）　　１１：４５　～　１２：２５

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（２０１６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（会社・機関発行のもの）を提出すると，学力試験の合計点数に１０
点加点します。書式は出願Webサイトよりダウンロード可能ですが，会社・機関独自の形式でも
構いません。

複数回受験生の優遇 複数回受験した生徒がいずれも合格点に近い得点であったとき，優遇して正規合格とします。
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納入金・学費・寄付金・特待生制度・奨学金について 

(1) 入学手続き時の納入金 
入学金  ２７０，０００円 

(2) 入学手続き後の納入金 
維持費  ２３８，０００円 
ＰＴＡ生徒会入会金 　　３，５００円　　 
　合計  ２４１，５００円 

　上記金額２４１，５００円を2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。 
　城北中学を複数回応募していて，第１回または第２回で合格したため，第２回や第３回の受験をしなかった入学者に対して， 
受験しなかった回の受験料を入学手続後の納入金に充当します。充当される金額は次の表の通りです。 

※３回とも全て出願している場合で，第１回の入試に合格し，第２回，第３回の入試を受験しなかった受験生が城北中学に入学
した場合，受験しなかった第２回，第３回の受験料50,000円が充当されます。 
※合格する回より前の試験を欠席された場合及び不合格の場合は充当されません。 

(3) 学費（２０１９年度予定） 
年額　授業料 ４５６，０００円 
教材費他  　９８，２００円　　 
合計  ５５４，２００円 

　上記金額５５４，２００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。 
(4) 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。 
(5) 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。 
(6) 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、近藤奨学金の制度があります。 
＜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。 

受験料の支払い
合格した回 充当される金額

充当金額を差し引いた
入学手続き後の納入金第１回 第２回 第３回

○ ○ ○

第１回 50,000円 191,500円

第２回 25,000円 216,500円

第３回 0円 241,500円

○ ○ ×
第１回 25,000円 216,500円

第２回 0円 241,500円

× ○ ○
第２回 25,000円 216,500円

第３回 0円 241,500円

○ × ○
第１回 25,000円 216,500円

第３回 0円 241,500円
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試験当日について 

(1) 受験生は７：３０から試験会場に入場できます。 
(2) 持参するもの 

受験票，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。 

(3) 休み時間に飲料水や簡単な食べ物を口にすることは構いま
せん。 

(4) 試験終了後（１２：２５）は試験会場（教室）ごとの下校
となります。約１０～１５分後には全ての受験生の下校は完
了します。 

(5) 中学入学試験の会場は，中学校舎ではなく高校校舎（右図
参照）になりますので，注意してください。 

(6) 保護者の控え室は，正門右側の講堂および講堂の地下の食
堂を用意しておりますので，ご利用ください。 

(7) 本校には駐車場がございませんので，お車でのお越しはご遠慮ください。  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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。 

　※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。 
 

※　書類の提出は帰国生の優遇を受ける方のみです。海外在住証明書を本校宛に郵送してください。 

　　　　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。 
• ２０１８年１２月２０日（木）９：００より入力が可能となります。 

　　　　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受験生・保護者情報を入力し，受験生の写真（最近３ヶ月以

内に撮影したもの）をアップロードしてください。その後，入試日程を選択します。 
• 「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２０１８年１２月２０日（木）９：００より可能となります。 

　　　　受験票を印刷する。（書類の郵送・持参） 
• 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）。 
• 受験票の印刷は，２０１９年１月１０日（木）９：００より可能となります。 
• 出願内容を確認し，試験当日お持ちください。 
• 書類の提出は帰国生の優遇を受ける方のみです。海外在住証明書を本校宛に郵送する場合は１月３０日必着です。持参する

場合は受験当日までに本校事務室へ提出して下さい。 
• 郵送・持参の際に受験票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, 試験当日お持ちください。 
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インターネット出願
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◆インターネット出願について

◆出願手続きの方法

■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方法が選べます。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

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。

個人情報保護について

本校ホームページ 募集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。

▼

出願サイト
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。
12月受験：11月5日（月）開始　　2月受験：12月20日（木）開始

▼

ID（メールアドレス）登録 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、緊急時にもすぐご確認
いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼

出願情報入力・写真登録 志願者情報、出願入試日程等を入力してください。
マイページから受験者の写真を登録（アップロード）してください。

▼

受験料の支払い方法選択 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。本校窓口でのお支払いはできません。なお、お支払いには別途手数料がかかります。
12月受験：11月26日（月）9：00開始　　2月受験：1月5日（土）9：00開始

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷

受験料のお支払い完了後、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（A4サイズ・白い紙）してください。
登録した受験者の写真は受験票に添付されます。
12月受験：11月26日（月）9：00開始　　2月受験：1月10日（木）9：00開始

▼

入試当日 受験票をお持ちの上、来校してください。

※ 受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し試験当日お持ちください。

・インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。

STEP1

STEP2

STEP3



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。 
　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。 
　※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。 

  
 

　　　　　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中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：2006年８月１５日→20060815）を

入力してください。 
• 受験生の合否の情報を確認します。 
• 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。

第１回　２０１９年２月１日（金）１９：００～２月４日（月）１４：００ 
第２回　２０１９年２月２日（土）２０：００～２月４日（月）１４：００ 
第３回　２０１９年２月４日（月）１９：００～２月５日（火）１６：００ 

【注意事項】 
　追加（繰り上げ）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。 

　　　　　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：2006年８月１５日→20060815）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。 

　　　　　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。 

※ 個人情報の取り扱いについて 
出願でご登録いただいた個人情報は、入学試験に関わる目的以外には使用いたしません。 

  5

合格発表サイトQRコード
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