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生徒募集要項 

新型コロナウイルス感染症の予防および拡大防止の観
点から、政府見解や社会情勢を考慮し、今後、記載事項に
関して変更させていただく可能性があります。その際は本
校ホームページにてお知らせいたします。 

ご迷惑、ご心配をおかけしますが、ご理解のほど宜しく
お願いいたします。 



１ 

高等学校（普通科）推薦入学試験 生徒募集要項 

1.募集人員 第１学年 約 15 名 

2.出願資格 

○本校のモットーである「こころの健康・からだの健康」の意義をよく理解し実践できる生徒。 
○知的好奇心にあふれ、自ら積極的に学習に取り組むことのできる生徒。 
○クラブ活動・生徒会活動・ホームルーム活動・学校行事等に積極的に取り組み、本校の教育活動

に良い刺激を与えてくれる生徒。 
○次の資格および要件をすべて備え、学⼒・人物・健康状態において、中学校⻑が責任をもって推

薦できる生徒。 
(1)2023 年３月に中学校を卒業見込みの女子。 
(2)桐朋女子高等学校（普通科）を第一志望とする者。 
(3)入学後、原則として保護者のもとから通学できること。 
(4)次の基準を満たす者。 

①中学校第３学年２学期における９教科の５段階評定の合計が 36 以上または５教科（国語・
社会・数学・理科・英語）の５段階評定の合計が 20 以上で、かつすべての教科の評定が３
以上である者。 

②クラブ活動・生徒会活動・ホームルーム活動・学校行事等において特記するに値する活動
をしたと中学校⻑が判断する者には、その活動を９教科では２ポイント、５教科では１ポ
イントと換算し、評定の合計に加算する。 

③次の(a)、(b)のいずれかに当てはまる者はその実績を１ポイントと換算し、評定の合計に
加算する。 
(a) ３年間皆勤または３年間の欠席・遅刻・早退の日数・回数が各５日以内の者 
(b) 漢字検定・数学検定・英語検定で準２級以上を取得している者 

なお、②③による加点は9教科では最大3ポイントまで、5教科では最大1ポイントまでとする。 
(5)中学校第１学年から第３学年２学期までの欠席の合計が 20 日以内の者。ただし、20 日を超

えた場合でも事情によっては出願資格を認めることがあるので、その場合は事由を明記する
こと。 

※出願に必要な書類一式は出願資格を確認のうえ、中学校の先生にお渡しいたします。詳細につ
いては、次頁の「推薦入学試験の出願までの流れ」をご参照ください。 

3.出願日時 2023 年 1 月 16 日(月)必着 ※郵送出願のみ 

4.出願手続 

下記の(1)〜(5)をそろえて郵送にて提出してください。 
(1)入学願書【本校所定用紙】 
(2)自己ＰＲカード【本校所定用紙】 
(3)調査書【私立中学高等学校協会標準様式】▶出身中学校作成 
(4)中学校⻑の推薦書【本校所定用紙】 
 ＊(3)(4)は、本校の指定するファイルに入力する形で作成することも可能です。中学校の先生か

ら本校入試事務局に直接お問い合わせください。 
(5)検定料納入証明書 
 ＊検定料（23,000 円）は所定の振込用紙により、あらかじめ金融機関からお振り込みください。 
 ＊ATM ならびにインターネットバンクをご利用の場合、振込人名義はコード番号「６」と受験

者名をご入力ください(例：６キリトモコ)。また、ご利用明細票を検定料納入証明書の裏面に
貼り付けてください。 

 ＊いったん提出された書類、納入された検定料は返還いたしません。 
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5.出願書類送付 
先住所 

〒182-8510 東京都調布市若葉町 1-41-1 桐朋女子高等学校 普通科 入試事務局 宛 
▶郵送出願のための封筒は各自でご用意ください。 
▶封筒の表に朱書きで「入学願書在中」と記載してください。 

6.試験日時 2023 年 1 月 22 日(日) 8:30〜12:30 ＊当日の動きについては出願時にお知らせします。 

7.試験内容 面接「学習および生活について」（受験生のみ・約 20 分間） 

8.選考方法 合否の判定は面接および提出書類によって総合的に行います。 

9.選考結果発表 2023 年 1 月 22 日(日) 18:00 頃 ＊本校ホームページにてお知らせいたします。 

10.入学手続 

2023 年 1 月 23 日(月) 9:00〜15:00 
⑴受験票 
⑵入学手続金（合計 330,000 円）の振込受付証明書 ※詳細は合格発表時にご案内します。 
⑶誓約書【本校所定用紙】 ※手続時にお渡しします。 

11.入学者への 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 2023 年 3 月 18 日(土) 14:00〜16:00 ＊保護者同伴で必ず出席してください。 

12.その他 (1)学校内および周辺道路は駐車禁止となっておりますので、自動車による来校はご遠慮ください。 
(2)ご不明な点は、本校入試事務局までお問い合わせください。 

※個人情報保護法に基づき、志願者の個人情報は、入学試験に付随する業務、合否発表や入学手続に付随する業務に関してのみ使用します。 

■推薦入学試験の出願までの流れ 

 

  
受験生には出願書類一式を直接お渡しできませんので、受験希望者は、以下の手順で出願してください。 

(1)受験希望者は、この「2023 年度高等学校推薦入学試験生徒募集要項」で出願資格を確認し、２学期末(２期制
の場合は 12 月上旬)の時点で資格を満たすと予想される場合には、この「要項」をコピーし、担任の先生に

下記の(2)をお願いしてください。 

(2)ご担当の先生へのお願い 
1. 本校の推薦入学試験の利用を希望する生徒がいましたら、本校入試事務局までお電話で入試相談に必要

な書類をご請求ください。 
2. ご担当の先生宛に、入試相談に必要な書類等をお送りいたします（書類は 11 月下旬頃より配付予定）。 
3. お送りした書類に必要事項をご記入のうえ、12 月 16 日(金)必着で入試事務局宛に、簡易書留やレター

パックプラス等、受取記録の残る郵便を利用してご郵送ください。 
なお、郵送ではなく相談会へ書類をご持参いただく場合には、ご来校の日時を打ち合わせますので、事
前にご連絡をお願いします。相談会は、12 月 15 日(木)、16 日(金)に行います。 

４. お預かりした書類を確認したうえで、ご担当の先生宛に出願時に必要な書類等を郵送またはお渡しい

たします。受験希望者にお渡しください。 

(3)受験希望者は、担任の先生から上記(2)の入学願書等の必要な書類一式を受け取り、学校で用意してくださる
調査書や推薦書等とともに、出願書類を郵送にて提出してください。 
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■学費等について     

学  費 

入学金 
施設拡充費 

月額    230,000 円 
月額    100,000 円 

入学手続時に納入（合計 330,000 円） 

授業料      
施設維持費 
保健費 
清掃冷暖房費 
保安警備費 

月額    043,200 円 
月額   012,500 円 
年額   002,000 円 
年額   018,000 円 
年額   004,000 円 

入学後に納入 

預 り 金 
旅行積立金 
教材費他 

月額   005,500 円 
年額   050,000 円 

入学後に納入 

委 託 金 

ＰＴＡ入会金 
   会会費 
生徒会入会金 
   会会費 

年額    002,500 円 
年額   006,000 円 
年額    001,000 円 
年額   006,100 円 

入学後に納入 

 ※上記金額は 2022 年度のものであり、2023 年度以降に改定することがあります。 

▋東京都では、都内に居住している保護者の方を対象に私立高等学校入学支度金の貸付制度を設けております。 
  詳しくは、合格発表後、本校学務課にお問い合わせください。 

■各種お知らせ 

奨学金について 

本校では、在学中に経済的理由により就学困難となった生徒を援助する目的で「桐朋女子中学・高等学校奨学会」
と称する奨学金支給制度を設けております。 

寄付金について 
以下の①〜④に関しては、入学手続後に詳細をご案内いたしますが、あらかじめ概要のみお知らせします。 

①教育環境整備寄付金 
教育環境のより一層の充実のために寄付をお願いしております。 
＊１口 10 万円、できれば２口以上 

②特別教育活動基金 
部活動での遠征等、生徒の教育活動を援助するための基金へのご協力をお願いして
おります。＊１口５千円 

③帰国子女教育研究基金 
帰国生の補習講座費用や帰国生教育の研究にあてるための基金へのご協力をお願い
しております。（帰国生のみ）＊１口２万円 

④桐朋学園女子部門寄付金 
幼稚園から短期大学まで擁する桐朋学園女子部門全体の教育のより一層の充実のた
めに寄付をお願いしております。＊１口 3 千円 

※いずれも応募は任意です。 

学校説明会について【生徒・保護者対象】 
高校入試（一般および推薦）に関する説明会を、下記の日程で行います。各回とも要予約となります。 

10 月 23 日(日)  11 月 12 日(土) 詳細につきましては、本校ホームページでご確認ください。 
 
 

また、12 月４日(日)午後に個別相談会を行う予定です。 

−以上− 


