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募

集

要

項 

推

薦

入

学

試

験 

試験区分 
N＋推薦【単願・併願】 

（併願は都外生のみ。ただし、神奈川県を除く）  

舞踊推薦【単願・併願】 

（併願は都外生のみ。ただし、神奈川県を除く）  

スポーツ推薦【単願・併願】 

（併願は都外生のみ。ただし、神奈川県を除く）  

募集コース 特別進学 ダンス スポーツ 

出願資格 

1. 中学校卒業または卒業見込みの女子 

2. 出身中学校長からの推薦がある者 

3. 本校を第一志望または第二志望とする者 

（公立・私立高校との併願可）  

4. エントリーが完了している者 

1. 中学校卒業または卒業見込みの女子 

2. 出身中学校長からの推薦がある者 

3. 本校を第一志望または第二志望とする者（公立・私立高校との併願可） 

推薦基準 

1. 将来の目的意識や「自分のやり

たいこと」など、方向性を持っ

ていること。 

2. 自分の考えを的確に表現する能

力があること。 

3. 想像力・探求心が旺盛で学ぶ意

欲があること。 

中学校 3 年間における舞踊の実績

が都道府県レベルの大会で入賞以

上であること。 

中学校 3 年間におけるスポーツ競

技の実績が都道府県レベルの大会

で入賞以上であること。 

出願書類 

① 調査書（各中学校所定、公立用で可）  

② 推薦書（本校指定用紙） 

③ 写真票 

① 調査書（各中学校所定、公立用で可） 

② 推薦書（本校指定用紙） 

③ 写真票 

④ 舞踊または競技実績を証明する書類 

出願方法 インターネット出願（パソコン、スマートフォン、タブレット端末から可能）の後、簡易書留郵便で必要書類を提出する。 

入学検定料 20,000円（インターネット出願時に支払方法を選択） 

出願期間 

【第一回】 

インターネット出願期間 ：1月 15日（土）9:00～1月 17日（月）15:00 

出願書類提出期間     ：1月 15日（土）～1月 19日（水） ※郵送必着  

【第二回】 

インターネット出願期間 ：1月 24日（月）9:00～1月 26日（水）15:00 

出願書類提出期間     ：1月 24日（月）～1月 28日（金） ※郵送必着  

試験日時 
【第一回】 1月 22日（土）8:30 開門、9:00集合、9:20試験開始 

【第二回】 1月 29日（土）8:30 開門、9:00集合、9:20試験開始 

選考方法 

1. 書類審査 

2. プレゼンテーション（5分） 

3. 面接（生徒のみ） 

1. 書類審査 

2. 適性検査（リズム表現） 

3. 面接（生徒のみ） 

1. 書類審査 

2. 適性検査（スポーツテスト） 

3. 面接（生徒のみ） 

合格発表 

【第一回】 1月 23日（日）10:00～   

【第二回】 1月 30日（日）10:00～ 

※ 本校ホームページより合格発表サイトにログインし確認してください。 

入学手続 

期 間 

入学金決済期間 

【第一回】 

1月 23日（日）10:00～1月 25日（火）16:00 

【第二回】 

1月 30日（日）10:00～2月 1日（火）16:00 

書類提出期間（窓口受付） 

【第一回】 

1月 24日（月）・1月 25日（火） 

【第二回】 

1月 31日（月）10:00・2月 1日（火） 

事務室受付時間 9:00～16:00 

辞退手続 
推薦入試【併願】合格者で併願先高等学校に合格した場合、電話又は文書にて入学辞退と合格先を本校へお知

らせください。 

特 記 事 項 

1. 「N＋推薦」で受験を希望する場合、事前に「エントリーシート」を本校に提出し、エントリーを完了する

必要がある。 

2. 舞踊推薦並びにスポーツ推薦で受験を希望する場合は、舞踊またはスポーツ競技の実績を証明する書類（賞

状等の写し）が必要である。 

帰国生 

入試 

出願資格 

1. 2022年 3月に中学校卒業見込み、または日本の学齢においてそれに相当すると認められる者 

2. 以下のいずれかに該当すること 

① 原則として、海外での滞在経験１年以上、帰国後３年以内の者（東京私立中学高等学校協会指針に準ずる） 

② 海外の学校、あるいは国内インターナショナルスクール卒業（卒業予定）の者 

③ 上記に準ずる海外生活経験のある者 

試験日時 
【第一回】 12 月 11日（土）8:30開門、9:00集合、9:20試験開始 

【第二回】 1月 29日（土）8:30 開門、9:00集合、9:20試験開始 

そ の 他 試験の詳細は、本校「入学募集要項」を参照のこと。受験の際は、事前にご相談ください。 
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入試 

相談 

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、原則ご郵送での相談をお願い致します。 

【受付開始】12月 15日（水）（試験日まで随時受付） 

※ 本校指定の「入試相談用受験希望者名簿」に必要事項を記載の上、簡易書留にてご郵送ください。 

※ 「入試相談用受験希望者名簿」は、本校ホームページよりダウンロードできます。（ご郵送も承ります。）なお、事情によりご来校が

必要な場合、本校入試広報部まで事前にご相談ください。 

奨学生 

制度 

別途、募集要項、願書があります。ご確認ください。 

【学業奨学生】募集人員 3名 5 段階 5教科計 16以上（中学校 3年次の評定値） ※ただし、9科に「1」がないこと。 

書類審査（調査書）、国・数・英から 2科選択、面接 

【スカラシップ】募集人員 2名 本校第一志望で、一般入試【フリー】に合格 

書類審査（調査書）、一般入試得点、面接 

【スポーツ奨学生】募集人員 6名 スポーツ実績のある者（都道府県大会入賞以上） 

書類審査（大会実績）、面接 

【舞踊奨学生】募集人員 4名 舞踊実績のある者（都道府県大会入賞以上） 

書類審査（大会実績）、面接 

試験日：【学業、スポーツ、舞踊】2 月 11日（金・祝） 【スカラシップ】2 月 19日（土） 

学納金 

入学手続き時 210,000円（入学金のみ）   

年間納入金 （入学後、年 4 回納付。就学支援金は含まない。）  ※ 表示金額および内容はすべて令和 3 年度参考のため変更になる場合がある。 

学費 諸費 預り金 
合計 

授業料 実習費 施設費 ＰＴＡ 生徒会 積立金 修学旅行 

408,000 12,000 132,000 12,000 6,500 55,000 140,000 765,500 

学校法人二階堂学園高等学校 入学金減免制度（入学金半額） 

1. 同時に双生児が入学する場合   2. 入学時に姉が在学している場合   3. 同窓生子女が入学する場合 

そ の 他 

① 各コースの特記事項を利用する場合、「入試相談用受験希望者名簿」に必ず記入してください。 

② 特別進学コース「N＋推薦」の推薦基準等については、本校入試広報部にお問い合わせください。 

③ インターネット出願に関するご質問やご相談は、本校入試広報部にお問い合わせください。 

④ 環境によりインターネット出願や受験票等の印刷ができない場合、以下の日程で本校の機器を使用することが

できます。（本校ホームページにも日程を掲載いたします。） 

 利用可能期間：12月 20日（月）～2月 5日（土） ※ 日祝および年末年始休業期間（12/26～1/7）はのぞく。  

【月～金】10:00~16:00  【土】10:00~13:00 

⑤ 学業、スポーツ、舞踊の各奨学生採用試験は、推薦入試【単願】合格者が受験できます。両方の受験も可能で

す。 

⑥ 各種奨学金制度があります。入学金や学費等の支払いに関するご相談は、本校事務室にお問い合わせください。 

⑦ 一般入試（二次募集）は 3月に実施予定です。日程および内容に関する詳細は、本校入試広報部にお問い合わ

せください。 

入 試 相 談 用 

受験希望者名簿 

記載に関する 

留 意 点 

1. 「入試相談用受験希望者名簿」は、【特別進学コース】【キャリアデザイン・ヒューマンケア・ダンス・スポ

ーツコース】の 2種類あります。 

2. 推薦入試（併願）の「都外生対象」とは、東京都・神奈川県の公立中学校以外の生徒を対象としています。 

3. 一般入試は、試験区分（優遇・フリー等）に受験回（一回、二回等）が記載されていますので、いずれか一つ

に○をつけてください。また、志望順位にも○をつけてください。（第一志望の場合は「第一」、第二志望の

場合は「第二」、それ以外の場合は「他」。） 

4. 教科の評定は、原則中学校 3年次の 2学期（または後期中間）の評定を記入してください。なお、各コースの

特記事項により、推薦入試、一般入試（併願優遇）において 1学期（二期制の場合は前期）の評定を記入する

場合は、「指導上参考となる諸事項」の欄に「1学期（または前期）」と明記してください。 

5. 各コースの特記事項のうち、内申加算を利用する場合は、該当する項目を「特別活動等の記録」の欄に記入し

てください。 

6. 観点別評価において、『関心・意欲・態度』が Aの教科には「観点別」の欄に○をつけてください。 

7. 10 段階評価の場合は、換算せずにそのまま記入してください。その場合は、「指導上参考となる諸事項」の

欄に「10段階評価」であることを明記してください。 

8. 欠席日数の欄には、3年間の欠席日数の合計を記入してください。3年間の欠席日数が「10日以上」の場合は、

その理由を「指導上参考となる諸事項」の欄に記入してください。 

9. 奨学生採用試験の受験を希望する場合は、「学業」「スカラシップ」「スポーツ」「舞踊」に○をつけてくだ

さい。（両方を受験することも可能です） 

10. 舞踊またはスポーツ推薦で受験を希望する場合は、最上位の舞踊またはスポーツ競技の実績を「特別活動等の

記録」の欄に記入し、それを証明する書類（賞状等の写し）を別添してください。 

11. 特別進学コース「N＋推薦」で受験を希望する場合、事前に「エントリーシート」を本校に提出し、エントリ

ーを完了する必要があります。すでに提出済みの場合、「指導上参考となる諸事項」の欄に「エントリー完了」

と明記してください。（入試相談後に提出予定の場合、事前に本校入試広報部にお問い合わせください。） 



 

 


