2022年度（令和４年度）

桐朋女子高等学校（普通科）入学試験
生徒募集要項
１．募集人員
第１学年

約 50 名

２．出願資格
(1) 2022 年３月に中学校卒業見込みの女子。またはすでに卒業している女子。
(2) 入学後、原則として保護者のもとから通学できること。

３．試験日・ 試験予定
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、13:00 以降になります。
＊インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、
すぐにご連絡ください。

４．試験内容
(1) 筆記試験 英語・国語・数学（各 50 分）
(2) 面

接 学習および生活について（受験生のみ

約 15 分）

５．検定料
23,000 円

６．出願日時
2022 年１月 25 日
（火） 8:00 ～ ２月２日
（水） 23:59
出願は、インターネットのみになります。手続は、本校ホームページ上から行ってください。詳しく
は次頁「７.インターネット出願の流れ」をご確認ください。

なお、インターネットで出願したあと、書類を郵送で提出していただきます。詳しくは「８．出願後

の書類の提出」をご覧ください。

７．インターネット出願の流れ
■インターネット出願について
＊平日・土日・祝日とも24 時間出願手続ができます。
＊ご自宅で出願手続ができます。
＊各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー・ネット専業銀行でのお支払方法が選べます。

※お支払いに際し、いずれの場合も所定の手数料がかかります。また、お支払方法により手数料が異なりますので、予めご了承ください。

■出願手続の流れ
出願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

①本校ホームページ

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

②出願サイト

さい。

出願後の連絡のため緊急時にもご連絡のつくメールアドレスをご登録

③ID（メールアドレス）の登録

ください。

出願したい入試区分を選択後、
志願者情報を入力してください。受験票・
写真票には写真（縦４cm× 横３cm）の貼付が必要となりますが、写真

④出願情報入力・写真登録

の画像ファイル（最大３MB まで）を利用することもできます。

※ここで写真を登録せずに、出願手続⑥で写真票を印刷したあとに写真を貼付
することもできます。

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、ペイ

⑤受験料の支払方法を選択
クレジットカード支払

コンビニ支払

ペイジー支払

ネット専業銀行支払

ジー、ネット専業銀行支払をご利用ください。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。

受験料のお支払い完了後、
「支払い完了メール」が届きます。その後、

出願サイトから受験票・写真票の印刷が可能となりますので、ご自

⑥受験票・写真票を印刷

宅やコンビニエンスストア等で印刷
（A4・白い紙）
してください。なお、

「支払い完了メール」では、試験当日の動きや注意事項を掲載した「受
験上の注意」をご案内しておりますので、必ずご確認ください。

※出願手続④で写真登録をせずに、印刷した写真票に写真を貼付してもかまい
ません。

⑦写真票・面接の資料・調査書を郵送
⑧入試当日

次頁「８．出願後の書類の提出」にて詳細をご説明しておりますので、
ご確認ください。

入試当日は受験票をお持ちのうえ、来校してください。
※本校からは発送いたしません。

12 月以降、本校ホームページに出願手続の流れ（手順、注意事項をまとめた詳細）を掲載いたし
ます。

８．出願後の書類の提出
前頁「７」の①～⑥が終わったあと、以下⒜～⒞の書類を郵送（簡易書留やレターパックプラス等、受取
記録の残る方法）にて提出してください。
⒜ 写真票（前頁「７」の⑥で受験票とともに印刷し、写真を貼付したもの）
⒝ 面接の資料（本校所定用紙）
⒞ 調査書（出身中学校作成）

（1）提出締切
（2）
提出方法

２月４日
（金） 郵送必着
前頁
「７」
の⑥で印刷した宛名ラベルを封筒に貼付し、本校宛てに簡易書留扱い（レ

ターパックプラスも可）で郵送してください。なお、封筒は各自でご用意ください。

＊出願書類がすべて確認できた段階で、受領証を発行し、出身中学校の学校長宛てに郵送いたします。

９．選考結果発表と手続について
発表

ホームページ

２月 10 日（木）19:00 予定

郵送

合格された方全員に合格証を郵送いたします。

※詳細は試験日にお知らせします。
※発送予定 2 月 11 日（金）

（1）期日までに入学手続金を納入してください。

手続方法

（2）入学手続金納入後にお送りする「誓約書」に記入・署名捺印のうえ、入学者オ
リエンテーションの際に持参してください（日程は後述の「12．入学者へのオ

リエンテーション等」をご覧ください）。

※手続の詳細は合格発表後に改めてご案内いたします。

手続

入学手続金
納入期間

２月 10 日（木）合格発表後 ～２月 13 日（日）15:00
合計 330,000 円（入学金 230,000 円

入学手続金
および
納入方法

施設拡充費 100,000 円）

クレジットカード決済、または金融機関（ペイジー）で納付してください。
お支払いには、別途手数料がかかります。予めご了承ください。
コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
※希望者は３月１日（火）15:00 まで延納を認めます
（注）。

＊ 期間内に入学手続が行われない場合、入学は認められません。
＊ 入学手続金を納入いただいた方には、入学許可証および誓約書を簡易書留郵便にて郵送いたします。
※発送予定２月 14 日（月）
＊ 入学手続後、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）15:00 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。
（注） 延納を希望される方は、
「延納申請書」
を本校宛てにご郵送ください（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必ずご利用ください）。手続の詳細は合格発表後に改めてご

案内いたします。なお、受験する国公立高校の選考結果発表が３月１日（火）15:00 以降の場合
は、出願時にお申し出ください。

▶延納申請書提出期日

２月 13 日（日）消印有効

10．優遇制度
2022

11．優遇制度を利用する際の注意事項
2022

ご担当の先生宛てに、
入試相談に必要な書類等をお送りします（書類は 11月下旬頃より配布予定）
。
12 月 16 日（木）必着で本校入試事務局宛てに、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（水）、16 日（木）に行います。
ご担当の先生宛て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。

火
木

２

水

12．入学者へのオリエンテーション等
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。

13．その他
(1) 学校内および周辺の道路は、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。

＊学校説明会（要予約・上履き不要）
高校入試（一般および推薦）に関する学校説明会（生徒・保護者対象）を、下記の日程で行います。
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。
７月18日（日）
10月24日（日）
11月13日（土）

14:00 ～
14:00 ～
14:00 ～

また、12月５日（日）午後に受験希望者を対象とした個別相談会を行う予定です。

＊過去の入試問題
ご希望の方には過去４年分の問題（解答例付き）をお渡ししております。
（本校ホームページ「資料請求」からも申し込むことができます）

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。

※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。

学費などに関するお知らせ
入学金

230,000円

施設拡充費
学

費

100,000円

授業料

月額

月額

12,500円

清掃冷暖房費

年額

18,000円

旅行積立金

月額

5,500円

保安警備費
預り金

教材費他

年額

年額
年額

ＰＴＡ入会金
委託金

43,200円

施設維持費
保健費

2,000円

入学後に納入

4,000円

50,000円

入学後に納入

2,500円

会

費

年額

6,000円

会

費

年額

6,100円

生徒会入会金

入学手続時に納入（合計330,000円）

1,000円

入学後に納入

上記金額は 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。
奨学金に関するお知らせ
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。
寄付金に関するお知らせ

以下の①～④に関しては、入学手続後に詳細をご案内しておりますが、あらかじめ概要のみお知らせします。

いずれも応募は任意です。
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

部活動での遠征など、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

帰国生への補習講座の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
充実のための寄付をお願いしております。＊１口３千円

■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。

学校法人 桐朋学園

桐 朋 女 子 高 等 学 校（普通科）

https://chuko.toho.ac.jp

