桐朋女子高等学校(普通科)
TOHO GIRLS’ SENIOR HIGH SCHOOL

生徒募集要項
2022 年度
高等学校入学試験

帰国生対象入試

Ａ選考（外国語による作文型）
Ｂ選考（筆記試験型）

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

〒182-8510 東京都調布市若葉町 1-41-1
電話

│03-3300-2232（国際教育センター）

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。

│03-3300-2111（代表）

FAX

│03-3300-4266

URL

│https://chuko.toho.ac.jp/

Email

│kokusai@toho.ac.jp

■生徒募集要項
Ａ選考（外国語による作文型）

1.募集人員

第１学年

Ｂ選考（筆記試験型）

約 10 名

第１学年

約 10 名

(1)2006（平成 18）年４月２日から 2007（平成 19）年４月１日までに生まれた女子。
(2)入学後、原則として少なくとも保護者の１人（父または母）と同居し、そこから通学できること。
(3)保護者の転勤・留学等に伴って海外で生活し、原則として少なくとも保護者の１人と帰国した者。
2.出願資格

海外での生活がおよそ１年以上で、帰国日が 2021 年２月 20 日以降であること。
※出願希望者は、出願資格等の確認がありますので、本校ホームページ上の「帰国生入試出
願資格確認フォーム」より必要情報をお送りください。資格認定にあたり特別なご事情が
ある場合にはご相談ください。

3.郵送出願期間

2022 年１月４日(火)～８日(土) 必着

2022 年１月 25 日(火)～２月 2 日(水) 必着

◆Ａ選考（外国語による作文型）・Ｂ選考（筆記試験型）＜共通＞
(1)入学願書【本校所定用紙】
(2)受験票・副票・受験票返信用ラベル【本校所定用紙】
＊写真｜タテ４cm×ヨコ３cm を２枚貼付
＊受験票返信先は日本国内のご住所を記入してください。

(3)海外の学校の成績証明書〔過去２年分〕▶出身校作成
＊海外の学校の授業科目名でわかりにくいと思われるものには簡単な説明をつけてください。
＊海外での生活が２年に満たない場合は、全期間の成績証明書をご提出ください。
＊帰国後、公立中学校等に編入学した場合は、その学校の成績証明書（または調査書）もご提出ください。

(4)保護者および本人の海外在留期間証明書【本校所定用紙】▶勤務先作成
4.出願手続
(5)検定料納入確認書類添付用紙【本校所定用紙】
＊検定料（23,000 円）の納入が確認できる書類を貼付のうえご提出ください。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)。
なお、いったん納入された検定料は返還いたしません｡

●

●

◆Ｂ選考（筆記試験型）志願者のみ
(6)面接の資料【本校所定用紙】

＜出願書類送付先住所＞
〒182-8510

▶郵送出願のための封筒は各自でご用意ください。

東京都調布市若葉町 1-41-1

桐朋女子高等学校

国際教育センター

宛て

✍封筒の表に朱書きで「入学願書在中」と記載してください。

※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。

１

Ａ選考（外国語による作文型）

5.試験日時

Ｂ選考（筆記試験型）

2022 年 1 月 22 日(土) 8:30～

2022 年 2 月 10 日(木) 8:15～

＊終了時刻は受験生によって異なりますが、

＊終了時刻は受験生によって異なりますが、

10 時半以降になります。

13 時以降になります。

(1)外国語による作文（45 分）

(1)筆記試験（各 50 分）

英語・フランス語・ドイツ語のいずれかを選択

英語・国語・数学

※Ｂ４判罫紙１枚程度
6.試験内容

(2)面接（受験生のみ）
「学習および生活について」

(2)面接（受験生のみ）
Ⅰ.「学習について」

※約 20 分間／使用言語は日本語

Ⅱ.「生活について」
※Ⅰ・Ⅱとも約 20 分間／使用言語は日本語
本校ホームページにて発表

7.選考結果発表

2022 年 1 月 22 日(土) 18:00 予定

2022 年 2 月 10 日(木) 19:00 予定

日

時

2022 年 1 月 24 日(月) 9:00～15:00

2022 年 2 月 12 日(土) 9:00～13:00

手続に必要なもの

(1)受験票

(2)入学金・施設拡充費

(3)誓約書【本校所定用紙】▶手続時にお渡しします

(4)印鑑（スタンプ印以外のもの）
8.入学手続

注

意

事

項

(1)入学金および施設拡充費（合計 330,000 円）は、現金でご納入ください。
(2)手続時に入学金と施設拡充費の延納を申請された方は 3 月 1 日(火)15 時まで、その納入を延期
することができます。なお、受験する国公立高校の選考結果発表が 3 月 1 日(火)15 時以降の場
合は、延納申請時にお申し出ください。
(3)定められた日時に手続をされない場合、入学の意志がないものとして入学許可を取り消します。
(4)入学手続終了後、入学を辞退される場合は、その旨をご連絡ください。3 月 1 日(火)15 時まで
に本校所定の「入学辞退届」を提出されますと、施設拡充費（100,000 円）を返還いたします。
9.入学者への
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

2022 年３月 12 日(土) 14:00～16:00
＊保護者同伴で必ず出席してください。
(1)受験票は、出願期間最終日に速達で本校より発送します。
(2)試験当日の詳細は、受験票と同封の「受験上の注意」にてお知らせします。

10.その他

(3)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。
(4)ご不明な点は、本校国際教育センターまでお問い合わせください。
(5)帰国生対象入学試験Ａ選考を受験された方がＢ選考にも出願する場合の書類等に関しては、願
書一式に同封の文書をご参照ください。

一時帰国された際などに案内や見学を希望される場合は、国際教育センターまで直接ご連絡ください。
オンラインによる入試相談も随時受け付けています。
２

■学費等について

学

費

預 り 金

委 託 金

※下記金額は 2021 年度のものであり、2022 年度以降に改定することがあります。

入学金

月額

230,000 円

施設拡充費

月額

100,000 円

授業料

月額

043,200 円

施設維持費

月額

012,500 円

保健費

年額

002,000 円

清掃冷暖房費

年額

018,000 円

保安警備費

年額

004,000 円

旅行積立金

月額

005,500 円

教材費他

年額

050,000 円

ＰＴＡ入会金

年額

002,500 円

会会費

年額

006,000 円

生徒会入会金

年額

001,000 円

会会費

年額

006,100 円

入学手続時に納入（合計 330,000 円）

入学後に納入

入学後に納入

入学後に納入

▋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。
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教育環境整備寄付金

＊１口 10 万円、できれば２口以上
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

②特別教育活動基金

おります。＊１口５千円

③帰国子女教育研究基金

④桐朋学園女子部門寄付金

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
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
帰国生の高校入試に関する説明会を、下記の日程で行います。各回とも要予約となります。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。
10 月 24 日(日)

11 月 13 日(土)

※この説明会は、国内生向けの学校説明会と合同で行います。

過去入試問題の配布について
Ｂ選考の受験をご希望の方には、2021 年度までの過去３年分の問題（解答つき）をお渡ししています。
－以上－
３

