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試 験 日 ２月１日㈬ ２月２日㈭ ２月３日㈮

試験回・区分

第１回 第２回 第３回

午前 午後 午前 午後

４科基礎総合 ２科型 Ｅ入試３科型 国立型総合 都立型総合 ２科型 ２科型 ２科型

募集人員 男女　約46名 男女　約10名

選　考

集 合 ９：00 15：00 ９：00 15：00

筆 記

◦国語基礎
　（50点：30分）
◦算数基礎
　（50点：30分）
◦総合
　（100点：60分）
 200点満点

◦国語
　（100点：50分）
◦算数
　（100点：50分）
 200点満点

◦国語基礎
　（50点：30分）
◦算数基礎
　（50点：30分）
◦英語
　（100点：60分）
 200点満点

◦Ⅰ（国語・社会）
　（100点：50分）
◦Ⅱ（算数・理科）
　（100点：50分）
 200点満点

◦Ⅰ表現力
　（60点：40分）
◦Ⅱ思考力
　（140点：60分）
 200点満点

◦国語
　（100点：50分）
◦算数
　（100点：50分）
 200点満点

◦国語
　（100点：50分）
◦算数
　（100点：50分）
 200点満点

◦国語
　（100点：50分）
◦算数
　（100点：50分）
 200点満点

面 接 各回とも、個別（約５分）　　 面接の前に面接用資料の記入があります。番号順に実施し、終了後は順次解散。

出　願

郵　　送
受付期間

１月20日㈮ ～１月25日㈬ ～１月26日㈭ ～１月26日㈭

所定封筒（みどり色）にて郵便局から郵送してください。　※最終日消印有効。

窓　　口
受付期間

１月20日㈮ ～１月27日㈮　16：00

～２月１日㈬
16：00

◎当日
　８：00～８：45

～２月２日㈭
16：00

◎当日
　９：00～正午

平日　９：00 ～ 16：00　　土曜日　９：00 ～正午

受験料
振込期間 20,000円　平成29年１月５日㈭から所定の振込用紙にて銀行窓口で振込。ＡＴＭ、インターネットバンキングも可。

書類等

（1）入学願書・受験票（所定用紙。５cm×４cm以内の写真２枚貼付）
（2） ６年次通知票の写し（２学期までのもの。ただし２期制の場合は、前期のものと12月末までの出席状況を証明する在学小学

校が発行 した書類を添付すること。）
（3）受験料（20,000円）の振込を証明する書類。（２ページ ② ―（3）参照）
（4）受験票返送用の所定封筒（みず色。宛名を記入すること。）
［該当者のみ］検定（英検・漢検・数検４級以上）の取得を証明する書類のコピー。

発　　表 Web発表
当日 20：00 ～２月２日 正午

Web発表
２月２日 ９：00 ～２月３日 正午

Web発表
当日 19：00 ～
２月３日 正午

Web発表
当日 19：00 ～
２月４日 正午

手続き
書類渡し ２月２日 ９：00 ～ 16：00　窓口にて手渡し

２月３日
９：00 ～16：00

窓口

２月４日
９：00 ～正午

窓口

期 限 ２月３日㈮
15：00

２月６日㈪
15：00

２月９日㈭
15：00

２月６日㈪
15：00

２月７日㈫
15：00

２月７日㈫
15：00

奨励生選抜 ◯ ◯ ◯ ◯

AO入試　＊別要項に詳細  帰国生入試　＊別要項に詳細

試 験 日 ２月３日㈮　９：00 集合
①11月26日㈯ ②12月19日㈪ ③１月12日㈭

９：20 集合

募集人員 男女　約５名 男女　若干名

出願資格

体育や学芸に優れた特技を持ち、本校を第一志望として合格したら必ず入学す
る意志のある者。事前相談の上、出願時には特技に関する実績を証明する書類
を提出。（大会の賞状やプログラム、英検準２級以上または同程度のTOEIC等
のスコア等。）
＊ 学校説明会にて希望者には個別に事前相談を行い、該当者に正式要項を交付

します。

◦ 保護者の海外勤務に伴って通算１年以上海外
に在住し、帰国後３年以内の者。

◦ 2017年３月末までに日本国内の小学校を卒業見
込みの者、また海外において日本の６ヵ年の
義務教育に相当する教育を受けた者。

◦ 入学後は父母のいずれかが本人と同居できる
こと。

選考方法

◦書類審査
◦筆記試験〔国語基礎、算数基礎〕　（各50点：各30分）
◦児童面接　（約20分）
　面接前に「自己紹介カード」を記入　（20分）
◦保護者面接　（約10分）

◦筆記　２科目（各100点：各40分）　選択
　Ａ〔算数・国語〕またはＢ〔算数・英語〕
◦面接（児童・保護者別　各10分　日本語）
 ※ 英検準２級以上または同程度のTOEICスコ

アの取得者は、Ｂにおける英語の科目を免除。

出 願
書 類 郵送出願のみ。一般入試と同様。加えて特技に関する実績を証明する書類。 郵送出願のみ。別要項に記載。

期 間 １月20日㈮ ～１月25日㈬。　※最終日消印有効。 11月14日～
11月19日

12月７日～
12月12日

12月７日～
12月21日

発表・書類渡し Web発表、当日 19：00 ～翌日 正午。
手続き書類渡し、翌日 ９：00 ～正午（窓口）

電話連絡、当日 13：30。
翌日以降、窓口で書類渡し

手続き期限 ２月７日㈫　15：00 銀行振込 11月29日㈫
15：00

12月21日㈬
15：00

１月16日㈪
15：00
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（1）2004年４月２日から2005年４月１日までに生まれた者。
（2）2017年３月に小学校卒業見込みの者。または海外において日本の６ヵ年の義務教育に相当する教育を受けた者。

（1）入学願書（本校所定）・受験票
・受験する回などの選択を記入。２か所に写真貼付。（５cm×４cm以内、白黒・カラーのいずれでも構いません。）
・ 記入にあたっては黒のインク（ボールペンなど）を使用してください。誤って記入した場合は、二重線で訂正後、訂正印

を押してください。修正液や修正テープなどは使用しないでください。
（2）通知票のコピー
・ 小学校６年次１、２学期の通知票の、小学校名のある表紙面から全ページを、１ページあたりＡ４判サイズになるように

コピーしたものを、クリップ留めして提出してください。（片面コピー、両面コピーのいずれでも結構です。）
・ ２期制の場合は、前期の通知票のコピーとともに、後期開始から12月末までの出席状況を証明する在学小学校が発行した

書類（小学校校長印のあるもの）を添付してください。
（3）受験料の振込を証明する書類　
・ 所定の振込用紙（Ｂ票）「振込受付証明書」、ATM「利用明細」（コピー可）、インターネットバンキング画面印刷紙面の

いずれか。
（4）受験票返送用の所定封筒（みず色）に、受験生の住所と名前を記入してください。
［該当者のみ］検定（英検・漢検・数検４級以上）の取得を証明する書類のコピー。（下記⑤参照）
※願書・受験票のダウンロードほか
　 願書・受験票は、ホームページから出力（Ａ４判）したものも受け付けます。郵送に際して、料金受取人払の所定封筒（み

どり色）がない場合は、お手持ちの封筒（角２）に出願書類一式を入れて郵送、または本校窓口にて出願されても構いま
せん。ただし、郵送の場合は郵送料金はご負担いただくことになります。郵送された出願書類の中に、受験票返送用の所
定封筒（みず色）がない場合でも、本校から受験票の返送は行います。

・ 受験料20,000円は、所定の振込用紙にて平成29年１月５日（木）以降、金融機関から指定（三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、
東京都民銀行）の銀行口座に振り込んでください。ATMやインターネットバンキングもご利用いただけます。

・ 所定の振込用紙を利用する場合は必要事項を記入後、切り離さずに金融機関窓口に提出し、金融機関の受領印のついた（Ｂ）
票「振込受付証明書」を願書にクリップ留めして提出してください。

・ATM利用の場合は「利用明細」、またはそのコピーを願書にクリップ留めして提出してください。
・ インターネットバンキング利用の場合は、「受付状況」など振込が完了したことを示す画面を印刷したものを、願書にクリッ

プ留めして提出してください。
・いずれも振込手数料は、受験者の負担になります。また、一度納入した受験料は返還できません。

（1）郵送出願の場合（最終日消印有効）
・ 出願書類（1）～（4）を所定の出願用封筒（みどり色）に入れ、郵便局の窓口に持参して送付してください。（そのままポス

トに投函しないこと。）
・ 本校では出願書類を受理後、受験票と「Web発表について」のお知らせ書面を順次、返送用封筒（みず色）で発送します。

出願書類に不備がある場合は、発送が遅れる場合があります。出願後５日以内に届かない場合は、事務までお問い合わせ
ください。

（2）窓口出願の場合
・ 出願書類（1）（2）（3）を所定の出願用封筒（みどり色）に入れ、受付時間内に本校事務窓口に提出してください。受験票と
「Web発表について」のお知らせ書面は窓口で手渡ししますので、（4）受験票返送用封筒（みず色）は必要ありません。

　〈窓口受付時間〉　平日　９：00 ～ 16：00　　土曜日　９：00 ～正午

　英検（実用英語技能検定）、漢検（日本漢字能力検定）、数検（実用数学技能検定、算数・数学思考力検定）で４級以上の検
定資格を取得している受験生には、証明する書類（コピー）を提出することにより、加点を行います。〔２級…20点、準２級…
15点、３級…10点、４級…５点。各検定の最上級について、また複数の資格を取得している場合はそれぞれに加点。上限は20点。〕
願書の「検定取得（４級以上）記入欄」に取得級を記入し、取得を証明する書類のコピーを出願書類に同封してください。
※ 加点措置は、「第１回午前２科」「第１回午後入試全回（国立型総合・都立型総合・午後２科）」「第２回」「第３回」に適

用します。受験生にとって１度目の受験のみに適用し、不合格または補欠で再受験する際には適用しません。（「第１回４
科基礎総合」「Ｅ入試３科型」「ＡＯ入試」「帰国生入試」には適用しませんが、「ＡＯ入試」と「帰国生入試」では、英検
結果を実績として提出することができます。）

❶ 出願資格

❷ 出願書類

❸ 受験料

❹ 出願方法

❺ 検定取得者への加点措置
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◦ ２度目までの受験を認めます。２度目の受験にあたって願書、通知票のコピーの再提出は必要ありません。なお、点数上
の優遇措置はありません。面接は各回とも実施します。

◦ あらかじめ２回分を出願する場合は、銀行備えつけの振込用紙、ATM等で２回分の受験料を振り込み、出願（郵送また
は窓口）してください。ただし第１回入試の午前と午後の回の併願はできません。２回分の出願をし、先の回で合格して
２度目の受験回を辞退しても、受験料の返還はできません。

◦ １度目の受験が不合格または補欠であった場合、以降の回への再受験の出願は、窓口のみとなります。受験料の振込を証
明する書類と受験票を、期間内に窓口に持参してください。

（1）試験教科および試験時間、配点
 ２月１日　午前 　〈受付開始時刻〉８：15

４科基礎総合 ２科型 Ｅ入試３科型
９：00　試験場に集合
９：00 ～９：05　諸注意

９：05 ～９：35（30分） 国語基礎 50点 ９：05 ～ ９：55（50分） 国語 100点 ９：05 ～９：35（30分） 国語基礎 50点
９：45 ～ 10：15（30分） 算数基礎 50点 10：05 ～ 10：55（50分） 算数 100点 ９：45 ～ 10：15（30分） 算数基礎 50点
10：25 ～ 11：25（60分） 総合 100点 11：20 ～（個別約５分） 面接開始 10：25 ～ 11：25（60分） 英語 100点
11：50 ～（個別約５分） 面接開始 11：50 ～（個別約５分） 面接開始

 ２月１日　午後 　〈受付開始時刻〉14：30
国立型総合 都立型総合 ２科型

15：00　試験場に集合
15：00 ～ 15：05　諸注意

15：05 ～ 15：55（50分）Ⅰ（国語・社会） 100点 15：05 ～ 15：45（40分） Ⅰ表現力 60点 15：05 ～ 15：55（50分） 国語 100点
16：05 ～ 16：55（50分）Ⅱ（算数・理科） 100点 15：55 ～ 16：55（60分） Ⅱ思考力 140点 16：05 ～ 16：55（50分） 算数 100点
17：20 ～（個別約５分）面接開始 17：20 ～（個別約５分） 面接開始 17：20 ～（個別約５分） 面接開始

 ２月２日 　〈受付開始時刻〉８：30 　　　 ２月３日 　〈受付開始時刻〉14：30
２科型 ２科型

９：00　試験場に集合 15：00　試験場に集合
９：00 ～９：05　 諸注意 15：00 ～ 15：05　諸注意
９：05 ～９：55（50分） 国語 100点 15：05 ～ 15：55（50分） 国語 100点
10：05 ～ 10：55（50分） 算数 100点 16：05 ～ 16：55（50分） 算数 100点
11：20 ～（個別約５分） 面接開始 17：20 ～（個別約５分） 面接開始

（2）出題のねらい

４科基礎総合
国語基礎…文章の読解力、漢字を含む語い力をはかる基礎問題を出題します。
算数基礎…計算、短い文を読んで解く問題、図形問題を出題します。
総合… 200字程度の作文、理科や社会の分野からの基礎問題を出題します。

２科型 国語…文章の読解力・漢字を含む語い力、表現力（作文200字程度）をはかる問題を出題します。
算数…計算、短い文を読んで解く問題、図形問題や数量関係問題、文章を読んで解く問題を出題します。

Ｅ入試３科型
国語基礎、算数基礎…「4科基礎総合」と同様
英語… 筆記試験は英検４級程度の文法事項や読解問題、会話表現、リスニングを出題します。また面接

において、英問英答の簡単な応答を行います。

国立型総合

Ⅰ国語・社会… 国語は文章の読解力・漢字を含む語い力をはかる問題を出題します。社会は３分野から
出題します。

Ⅱ算数・理科… 算数は計算、短い文を読んで解く問題、図形問題を出題します。理科は４分野から出題
します。

都立型総合

Ⅰ表現力… 文章を読解して筆者の意見を理解し、それに対する自分の意見をまとめ、表現する力をはか
ります。大問１題（作文400字程度）、小問２題（記述30 ～ 40字程度）

Ⅱ思考力… 大問２題。問１は、数に関する文章を読み、手がかりを使って論理的に解決する力をはかり
ます。問２は、科学分野・社会分野に関する資料を分析・考察し、自分の考えをまとめる力
をはかります。

❼ 入学試験

❻ 追加受験（２回分の出願）、再受験（２度目の受験）について
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◎過去問題の掲載
　平成28年度・27年度の「４科」（国語・算数・理科・社会）と「英語」をホームページに掲載しています。

　★平成29年度入試模擬問題掲載および採点と返却
　　「都立型総合」の模擬問題を、ホームページの「過去問題」のページに掲載しています。
　　模擬問題「Ⅰ表現力」は、受験生本人が来校して解答を提出した場合は、採点して後日郵送にて返却します。
　　宛先を明記し120円切手を貼った封筒（角２）も一緒に提出してください。

（3）面接
・ 個別の面接の前に、面接資料とするための簡単なアンケート（10分程度）を行います。このアンケートは合否判定には使

用しません。面接は受験番号順に実施し、終了した順に解散となります。
・ 面接の内容は「中学校生活への抱負」、「小学校生活で取り組んだこと」など。また、「本校の教育方針の一つである混合

教育について知っているか、またそれについてどう思うか」などについて質問をすることがあります。
（4）受験生の持ち物
受験票・筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル）、消しゴム、直定規、上履き、靴を入れる袋
・ 昼食は不要です。試験の休み時間中は、飲み物は可、軽食は不可とします。
・ 蛍光ペン、色鉛筆、ことわざや文字など解答の参考になるような文字のついた筆記用具は使用禁止です。
・ 試験会場には時計が設置されています。計算機能付き時計、電子辞書や情報端末に類するもの、コンパス、分度器、三角

定規、下じきの持ち込みはできません。
・ 校内では携帯電話など通信機器の使用を禁止します。携帯電話を所持する場合は電源を切って鞄の中に入れてください。

（5）当日の注意事項
・ 試験場では試験官の指示に従ってください。
・ 受付開始時刻以前に来校はしないでください。
・ 受験生は正面玄関にて上履きに履き替えて受付を済ませ、誘導にしたがって試験会場にすすんでください。靴は持参した

袋に入れてください。試験会場には暖房がはいっていますので厚着の必要はありません。（コートなどの上着は椅子の背
にかけるか、袋などに入れて机の横にかけてください。）

・ 遅刻の場合、筆記試験開始時刻から20分までは入室を認めます。ただし試験時間の延長はできません。交通機関の事故に
よる遅延については考慮します。できる限り事前に連絡をし、駅で遅延証明書を受け取って受付に提出してください。

・ 試験中の急な体調不良については、受験生が試験官に申し出てください。保健室で休むことができます。体調が回復した
後は、別室での受験を認めますが、試験時間の延長はできません。試験中のトイレについても同様に、その後に別室での
続行を認めますが、試験時間の延長はできません。

・ 試験当日に高熱またはインフルエンザに類似した症状がある場合、またはインフルエンザ治癒後も医師の治癒証明が出さ
れるまでは受験はできません。別日程への振替受験はできません。

（6）保護者の方へ
・ 保護者の方が来校される場合は、保護者控室にて試験終了時刻までお待ちいただけます。
・ 駐車場、駐輪場の用意はありません。公共の交通機関をご利用ください。送り迎えのため、学校付近の道路に駐・停車す

ることは絶対にないようにお願いします。
（7）大雪などによる交通機関の混乱ほか非常時の連絡
・ 大雪ほかの非常時には、試験実施についての対応を本校ホームページの「お知らせ」に掲載します。
・ 予測のつかない震災への対応については、東京私立中高協会の基本方針に従い、以下の態勢をとります。
　①軽微な地震により交通機関に遅れが出た場合には、試験時間の変更を行う。
　② 大きな地震によってほぼ全ての交通機関が止まって再開の見込みが立たない場合には、後日に繰り下げて実施する。
・ 万が一、震災が起こった場合は、本校ホームページで対応をご確認ください。また、入学試験中に震災が起こり交通機関
（主にJR中央線）に混乱が生じた場合には、受験生は原則として学校待機とし、保護者の方のお迎えで解散とします。

　【緊急時の連絡先】　042-384-4311　または　042-384-8451（停電時）

・ Webにて、所定の時間に発表します。（翌日正午まで）　※掲示は行いません。
・ 出願後に「Web発表について」という紙面にて発表用特設ページのアドレスとログインパスワードをお知らせします。（郵

送出願の場合は受験票返送用封筒に同封します。窓口出願の場合は手渡しです。）
・ インターネット環境がない方で、結果の電話連絡を希望する方は願書下部の所定の欄で、自宅または携帯電話などの緊急

連絡先のいずれかひとつを選択してください。出願時以降の申し出は原則として認めません。また、その他の電話等によ
るお問い合わせには一切応じられません。

・ 合格者は発表翌日の所定時間内に事務窓口にて手続き書類を受け取ってください。受験票の提示が必要です。書類を受け
取らない場合は辞退とみなします。

❽ 発　表

❾ 入学手続き
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・ 手続き期間内に、入学手続納入金（入学金、施設維持費）を所定の振込用紙にて指定（三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、
東京都民銀行）の銀行口座に振り込んでください。ATMやインターネットバンキングも利用できますが、その場合は 
振込依頼人欄に受験番号を入力の上、受験者氏名にて振込をしてください。

・ 入学手続納入金の納付をもって入学意思確認とします。振込受付証明書などを学校に提出していただく必要はありません。
確認後に、本校から入学関係書類と「入学許可証」を郵送します。（「入学許可証」は開封せずにご家庭から各自治体の教
育委員会に提出するものです。）その他入学関係書類の提出についての詳細は、手続き書類に含めてお知らせします。

入学手続納入金

入学金 200,000円

施設維持費 230,000円

計 430,000円

入学後（２期分納　４月・９月　郵便局窓口またはATMで振り込み）

前　期 後　期 年　額

授業料 207,000円 207,000円 414,000円

教材費 18,000円 18,000円 36,000円

後援会費 6,000円 6,000円 12,000円

給食費（除・８月） 50,000円 60,000円 110,000円

冷暖房費 � 18,000円 18,000円

計 281,000円 309,000円 590,000円A

その他の諸費用（参考：平成28年度）

○１年次 前　期 後　期 年　額

清里山荘合宿費 13,000円 � 13,000円

修学学習費 70,000円 70,000円 140,000円

計 83,000円 70,000円 153,000円B （A）＋（B）＝743,000円

○２年次 前　期 後　期 年　額

施設維持費 66,000円 66,000円 132,000円

修学学習費 70,000円 70,000円 140,000円

夏期講習費 15,000円 � 15,000円

計 151,000円 136,000円 287,000円C （A）＋（C）＝877,000円

○３年次 前　期 後　期 年　額

施設維持費 66,000円 66,000円 132,000円

夏期講習費 35,000円 � 35,000円

同窓会費（３年分） � 4,500円 4,500円

計 101,000円 70,500円 171,500円D （A）＋（D）＝761,500円

※制服ほかの購入品（参考：平成28年度　入学生）
　・制服一式　〈男子〉54,000円程度　〈女子〉52,000円程度
　・通学鞄・上履き・校内服など指定品　50,000円程度
　・その他（コート、セーター、サブバッグ）34,000円程度
※ １，２年次積み立てとなる修学学習費は、２年次京都奈良学習費と３年次グアム学習費、卒業アルバム代、卒業を祝う会

費用にあてます。
※ 上記の他、副教材費（４月：各教科で必要なテキストなどや模擬試験代など）、スキー教室費用（２月：毎年度３月実施）

が必要となります。
◎ 学納金の額は、諸条件の変化により一部改定される場合があります。（平成29年度については平成28年11月決定）
◎また在学中に、教育上必要な変更（登下校時刻や時間割等）が行われる場合がありますのでご了承ください。

� 学納金（参考：平成28年度　入学生）
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入学辞退手続
　入学手続きが完了した後に入学を辞退する場合は、所定の「辞退届」を提出してください。手続き金の一部（施設
維持費）を、銀行振込で返還します。「辞退届」提出期限　平成29年３月31日15：00（郵送の場合　３月31日の消印有効）

　本校では「学業」「学芸または体育活動」において顕著な活躍をした生徒を顕彰することを目的に、「教育奨励生」制度を
設けています。
　「教育奨励賞」は当該年度の半期分の授業料免除の形で授与され、次年度以降も選考を経てあらたに奨励生になることが
できます。入学時においても、入学試験の結果において選考を行います。奨励生選抜の入試回の受験生が対象となります。
奨励生は若干名として、結果発表時に通知します。（平成28年度：２名、平成27年度：２名）
　１．武蔵野東中学校１年次に入学を許可されたものであること。
　２．下記のいずれかに該当すること。
　　　・入学選考試験の成績が特に優秀であること。
　　　　「第１回午後入試全回（国立型総合・都立型総合・午後２科）」「第３回」受験生を対象として選抜します。 
　　　・学芸または体育活動が特に優れていること。全国レベルの大会における成績があることを基準とします。
　　　　「AO入試」受験生を対象として選抜します。
　３．人物が優れ、小学校での出席状況が良好であること。

　学園が同窓会などの協力を受けて実施している奨学金制度です。入学後に学資の支弁が急に困難となった場合、選考の結
果認定されれば年額240,000円を納付金から減額する形で交付するものです。

（1） 制服、校服申し込み ２月11日（土）午後、予備日２月16日（木）

（2） 入学ガイダンス（本人・保護者） ２月18日（土）午後 入学関係書類の提出とガイダンス

（3） 教育方針説明会（保護者） ３月26日（日）13：30 ～ 入学にむけた説明、書類の配布

（4） 入学式 ４月７日（金）13：30（集合13：00）

※日程・時間は必ず入学手続き時に配布する書類で確認してください。

学校法人武蔵野東学園　学園債（任意）
　学園施設充実のため、入学時に任意による学園債（一口10万円）のご協力をいただいております。本学園では利息
付学園債（６年債　年1.20％、３年債　年1.00％）を発行しています。資金運用や、お子様が上級学校進学時に必要
となる学費のための貯蓄手段としてご活用ください。満期日以降であれば、請求があり次第すみやかに償還手続がお
こなわれます。
　詳細につきましては、３月の教育方針説明会時に配布する書類にてご案内いたします。

� 「教育奨励生」制度

� 学校法人武蔵野東学園　奨学生（在学生対象）

� 入学手続き後の日程（予定）
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