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入学試験について 
募集人員、試験等日程 

時間割・試験科目 

※英語はリスニングを実施する。 
※一般入試を複数日受験する場合、面接は最初の試験日のみ実施する。 
※推薦入試受験者が一般入試も受験する場合は、一般入試の面接は免除する。 

推薦入試 一般入試

出願資格
中学校を2021年3月に卒業見込みの者 

本校を第1志望とし、合格した場合は入学を確約出来る者 中学校を2021年3月に卒業見込みの者

募集人員 
（男女計）

国公立コース　40名 特　進コース　60名 国公立コース　115名 特　進コース　180名

受験料 22,000円 22,000円（※1日あたり）

必要書類 推薦書1通（本校の指定書式）
調査書1通（公立高校に提出するものと同じ書式） 

複数日受験する場合でも1通で良い 
推薦入試合格者は必要ない

出願期間 2021年1月15日～1月18日 2021年1月25日～1月30日

入学試験 1月22日 2月10日・12日・13日 
3日間のいずれか・または複数日受験可能

合格発表 1月23日　午前11時 2月14日　午前11時

その他

合格者はクラス分けのために2月13日に実施され
る実力テストを受験すること。 
ただし、2月10日、12日、13日のいずれか（また
は複数日）で本校の一般入試を受験する場合は
実力テストの受験を免除する。

出願時は国公立コース、特進コースの区分はし
ない。入試結果により2コースそれぞれについて
合否を発表する。 
〈合格発表の例〉 
Aさん　国公立コース：不合格　特進コース：合格 
Bさん　国公立コース：合格　　特進コース：合格 

国公立コースは補欠合格を出す場合がある。

推薦入試 一般入試・実力テスト（推薦入試合格者）
国公立コース・特進コース共通 国公立コース・特進コース共通
内容・科目 時間 内容・科目 時間
集合・伝達事項 8:30 集合・伝達事項 8:30

面接 9:00～

学科試験

1時間目
国語 

（配点100） 9:00～10:00

2時間目
英語 

（配点100） 10:25～11:25

3時間目
数学 

（配点100） 11:50～12:50

休憩昼食
面接 13:25～
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試験時の注意事項 

入場 
開場時間は集合時間の30分前とする。 

遅刻の対応 
1時間目開始後20分以内の遅刻であれば受験をすることが可能。ただし、試験終了時間の延長は認めない。 
1時間目を受験しなかった場合は欠席とし、2時間目以降の受験も認めない。 
※天災・悪天候および交通機関の不通等が生じた場合には、本校のウェブサイト等で対応を発表する。 

途中退出 
試験時間中に体調不良、トイレ等のために途中退出する場合は、その時点でその時間の試験の解答を終了とす
る。戻って試験を続けることは認めない。 
面接を含め、試験を受けなかった科目が一科目でもある場合は、全ての科目を無効とし欠席扱いとする。 

持ち物 
筆記用具、受験票、昼食。（推薦入試および一般入試で面接試験が免除となる日の昼食は不要） 
上履きは不要。 

所持品の取り扱い 
〈使用を認めるもの〉 
• 黒鉛筆、シャープペンシル（詩歌・格言などが印字されているものは不可） 
• 消しゴム 
• 眼鏡 
• ティッシュペーパー 
• 腕時計（時計機能のみのもの） 
〈使用を認めないもの〉 
• 定規、分度器、コンパス等の補助具 
• 携帯電話、ウェアラブル端末、スマートウォッチ等（使用しなくても、かばん等にしまわずに身に付けて
いたり持っていたりすると、不正行為とみなす場合がある） 

保護者の付添 
保護者の付添は原則必要ないが、保護者控室あり。ただし、面接終了までの試験時間中（休憩時間含む）は、
受験生と直接会うことは認めない。 

その他の注意事項 
携帯電話など音が出る可能性があるものは、電源を切りカバン等にしまっておくこと。時計としての使用も認
めない。アラームの設定等も解除し振動音が鳴らないようにしておくこと。 
試験当日は緊急の場合を除き、家庭から受験生本人への連絡や伝言、試験に直接必要のない忘れ物の受渡など
は対応しない。 

出願手続 
出願サイトの利用条件 

出願サイトの利用および合否確認、入学手続には以下が必要です 
• 出願時から入学時まで問題なく使用出来るメールアドレス 
• A4サイズの用紙に出力可能なプリンター（自宅にプリンターを用意出来ない場合は、コンビニエンスストア
のコピー機での出力やインターネットカフェなど外部のプリンターの利用も可） 
• 最新のウェブブラウザが使用出来ること 

動作環境 

Windows10　Edge/InternetExplorer 11以降　GoogleChrome最新版，Firefox最新版 

MacOS Safari9以降　GoogleChrome最新版，Firefox最新版 

iOS Safari9以降　GoogleChrome最新版，Firefox最新版，Android 4.4以降 
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出願手続の流れ 

 

手続日程 

メールアドレスの登録　→　受験生IDの発行

顔写真の登録受験料納入

出願処理
（受験日の選択）

調査書（推薦書）の郵送

個人情報の登録

朋優学院での確認
※確認に数日かかります。確認が済むと出願サイト上に確
認済と表示されます。

出願手続の完了

受験票印刷

推薦入試 一般入試

メールアドレス 
個人情報の登録 2020年12月20日～2021年1月17日 2020年12月20日～2021年1月29日

受験料 
納入期間 1月5日～1月18日 1月5日～1月30日

出願処理 1月15日～1月18日 1月25日～1月30日

書類郵送 
期間

推薦書 
（本校指定用紙） 

1月15日～1月20日消印有効

調査書 
（指定用紙なし。公立高校受験用と同書式） 

1月25日～1月30日消印有効
顔写真 

アップロード ～1月18日 ～1月30日

受験票印刷 1月19日～1月21日 2月1日～2月9日

その他

一度納入した受験料は理由によらず返還しない。 
出願処理、受験料納入、書類郵送、顔写真アップロード等を期間内に済ませていない場合は 
出願を無効とする。 
出願処理期間を過ぎての受験日の変更は認めない。 
【受験辞退について】以下の場合の辞退について、本校への連絡は不要。 
・併願優遇制度利用者の出願前辞退 
・一般入試（併願優遇制度利用者を含む）の出願後の辞退
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各手続について 

メールアドレスの登録 
以下のサイトにアクセスし、画面の指示に従ってメールアドレスを登録してください。 

ウェブブラウザで以下にアクセス または 以下のアドレス宛てに空メールを送信 
https://admission.ho-yu.ed.jp  entry@admission.ho-yu.ed.jp 

   

個人情報の登録 
出願サイトにログインし、画面の指示に従って氏名や住所、通っている中学校等を登録してください。 

受験料の納入 
納入方法は以下の3つから選択出来ます。出願サイト内で画面の指示に従って支払いの申込をして、支払いを
完了してください。 

●コンビニ決済 
　　出願サイトで手続後、コンビニエンスストアにてお支払いください。 
　　※ 店舗で端末の操作等が必要です。　　※ 所定の決済手数料がかかります。 
　　 

 

●クレジットカード 
　　出願サイトから決済画面へ移動し、支払い処理を行ってください。 
　　処理が終了すると即座に支払い完了となります。 
　　※ 所定の決済手数料がかかります。 

　　 　　 　　  

●銀行振込 
　　出願サイトで手続後、指定口座へお振込ください。振込手数料は振込人の負担となります。 

注意等 
• コンビニ決済・銀行振込を選択した場合、決済期限は出願サイトでの手続きから1日となります。決済
期限を過ぎてしまった場合でも、受験料納入期間内であれば、ウェブサイトで再度手続きをすること
が出来ます。 

• 支払い方法を変更したい場合、支払い前であれば出願サイトから再度手続きをすることが出来ます。
最初に選択した決済方法は自動的に期限切れとなるので、連絡や手続は不要です。ただし、二重に支
払ってしまった場合の返金は致しません。 

• 出願処理期間の終了間際に出願処理をして、コンビニ決済・銀行振込を選択した場合、決済期限が受
験料納入期限の後になることがあります。この場合、決済期限前であっても受験料納入期間を過ぎて
の入金は、出願無効となりますのでご注意ください。 
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顔写真のアップロード 
以下の条件を満たす写真データを出願サイト内でアップロードしてください。アップロードされた写真は本校
の係がチェックし、修正が必要な場合はメールで連絡します。問題がなければサイトに「確認済」と表示され
ます。確認には数日かかります。 

写真データの条件 
• 写真データの容量は5MB以下のjpeg形式のファイル 
• 正面上半身・無背景・無帽・フチ無しで、本人の顔がはっきりわかるもの 
• 縦横比は4:3で十分な解像度のもの（横354px　縦472px以上） 
• 6ヶ月以内に撮影したもの 
• 背景は白または薄い色 

条件を満たした写真の例 受付できない写真の例 

 

推薦書・調査書の郵送 
推薦書（推薦入試）または調査書（一般入試）を期限までに郵送してください。いずれも厳封のこと。 
推薦書は本校指定用紙になります。用紙は入試相談の際に、中学校の先生にお渡しします。 
調査書に指定用紙はありません。公立高校受験用のものなど、各中学校の書式で構いません。 
出願サイトから送付状をダウンロードして、プリントアウトしたものを市販の角2サイズ封筒に貼付けて速
達・簡易書留で郵送してください。 

 

※書類が本校に到着し、確認が完了すると「提出済」と表示されます。 
※到着から確認までに数日かかる場合もあります。 
※書類を発送して１週間以上経っても「提出済」とならない場合は、本校までお問い合わせください。 
※一般入試を複数日受験する場合、調査書は一通で構いません。 
※推薦入試受験者が一般入試も受験する場合、改めて調査書を提出する必要はありません。 

朋優　花子

目が隠れている

目をつぶっている 背景に何か写って
いる

画像が横向きになってい
る

ピントが合っていな
い

はみだしている 顔の部分が小さい 印刷された写真を
再撮影しトリミング
されていない

陰がかかっている

市販の角2サイズ封筒

プリントアウトした
送付票を貼付け

中学校から受け取った調査書
や推薦書を厳封のまま入れる
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合否発表 
合否発表サイト上で発表します。 

合否発表サイトURL： https://gouhi.ho-yu.ed.jp/ 

日程 

※国公立コース補欠の繰上げは、3月10日11:00に発表します 

※電話等での合否照会は受け付けません。 

※合格発表直後は、アクセス集中等によりウェブサイトにつながりにくい場合があります。その場合はしばらく

時間をおいて再度アクセスしてください。 

入学手続 
入学手続の流れ 

合格を確認し、本校への入学を希望する場合は、合否発表サイトで画面の指示に従って必要事項の入力を行
い、下表の期限までに入学金等を納入してください。入学金等の納入をもって、入学手続完了となります。 
入学手続き完了後に「入学のしおり」等の書類を郵送しますので、記載されている指示に従い各種の手続をお
願いします。 

入学コースの選択 

合否発表サイトの入学手続の画面上で、合格しているコースから入学を希望するコースを選択してください。 

入学手続のスケジュール 

※一般入試の第1次・第2次は、どちらでも構いません。入学の希望が決まった時点で速やかに手続を完了してください。
他校併願などによる延納手続やご連絡は不要です。 

推薦入試 一般入試

合格発表 1月23日　午前11時 2月14日　午前11時

入学金等 
納入期限

「入学のしおり」 
発送予定日 制服採寸日

推薦入試 1月27日 1月28日 2月21日

一般入試

第１次　納入期限 2月17日 2月18日 2月21日

第２次　納入期限 3月3日 3月4日 3月7日

第３次　納入期限
3月8日 3月9日

店頭採寸 
別途案内※東京・神奈川以外の公立高校を

受験する方のみ対象
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入学金等の納入方法 

銀行振込 
合否発表サイトに指定口座が表示されます。画面の指示に従い、所定の金額をお振り込みください。振込手数
料はご負担ください。 

納入金 

入学手続辞退について 

入学手続辞退の連絡は不要です。手続が期限までに行われない場合、入学を希望しないものとみなし、辞退と
いたします。ただし、入学手続完了後に入学を辞退する場合は、必ず本校までご連絡ください。 

制服代金等その他の費用 

入学手続後、上記入学金等以外に以下の費用がかかります。 

入学金等 418,000円

（内訳）※一部変更の場合あり 
1．入学金 270,000円 
2．施設設備費（年額） 132,000円 
3．PTA入会金 15,000円 
4．生徒会入会金 1,000円

注意事項 

一旦納入された受験料・入学金は、返金いたしません。

その他の費用 約140,000円

（内訳） 
1．制服・通学鞄等　代金 約100,000円 
2．体操着他代金 約30,000円 
3．教科書等代金 約10,000円
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入学後の費用 
2020年度生実績・一部変更の場合あり 

年間授業料等 

※授業料等は、3ヶ月分ずつまとめて年4回（５・７・10・1月）、教科書・副教材等（学年諸費）は年2回

（８・２月）に保護者の銀行口座より引き落としとなります。 

※上記の金額は、就学支援金を考慮していません。いったん上記の額を納めていただき、就学支援金の給付

金額（各家庭により異なる）を後日返金します。 

その他費用 

1年次 2・3年次 備考

授業料 408,000円 月額 34,000円×12ヶ月

PTA会費 15,600円 月額 1,300円×12ヶ月

生徒会会費 5,000円 年額

教科書・副教材費等 
（学年諸費）

約120,000円 約100,000円
年額 
※コース・選択科目等によって異
なる

施設設備費 入学時に納付済 132,000円 年額

合計 約548,600円 約660,600円

ブリティッシュヒルズ 
語学研修費用 約60,000円 1年次１学期実施

修学旅行費用 150,000円～350,000円
行先は3コースより選択 
選択したコースにより費用が異なる

卒業諸費 約37,000円
3年次のみ 
卒業パーティー・卒業アルバム代等

勉強合宿 
※一部クラスでは必須，他クラス
では希望者のみ

各回 約60,000円
2年次夏休み 
3年次春休み

オーストラリア短期留学 
※希望者のみ

約450,000円
夏休みに実施 
約2週間

ニュージーランド中期留学 
※希望者のみ

約1,250,000円 
私学財団による助成金有り 
（2018年度実績は550,000円）

1月中旬～4月中旬
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その他 
特待生制度 

入試成績上位者に対して入試特待生として学費等を免除する制度を設けています。 

判断の対象 

推薦入試：入試合格後に実施する実力テストの成績の得点 

一般入試：入学試験の得点 

適用条件 

3科目の合計が240点以上、かつ得点順位が上位100位以内であること。 

免除の内容 

入学金および第1学年授業料（但し国からの就学支援金を除いた額）を免除。 

2年次以降の特待制度 

• 2学年以降は、前年度の評定平均と外部模試の成績が一定基準以上でかつ出席状況や学習態度に問題が無けれ

ば、引き続き入試特待生として授業料（但し国からの就学支援金を除いた額）を免除します。 

• 入試特待生とは別に、1・2年次3学期に特別奨学生試験を実施し、その成績上位者を特別奨学生として次年度

の授業料を免除する制度を設けています。 

野球特待生 

硬式野球部については、若干名の特待生制度があります。 

高等学校等就学支援金制度 

私立高等学校の授業料に対して支給される、国からの支援金です。 

支給額は保護者の所得に応じて決定され（月額9,900円～33,000円）、11月下旬頃、学校を通じて支給します。

保護者の所得によっては支給がされない場合もあります。 

東京都授業料軽減助成金 

私立高等学校（通信制課程を除く）等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、都が授業料の一部

を助成する制度です。保護者・生徒ともに都内在住で、所得額等の条件を満たす方が申請できます。 

東京都入学支度金貸与制度 

保護者が都内に在住している私立高校入学者に対し、東京都私学財団から１人当たり250,000円（2020年度生

実績）の入学支度金を無利息で貸与する制度があります。 

※入学支度金の貸付が実行されるのは入学手続後となる為、入学金等の納入には充てられません。制服代金

等、その他の費用納入の為の資金準備とお考え下さい。 

上記制度の他に、各種奨学金の紹介・斡旋も行っています。詳細は入学後にご案内します。 
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情報機器の準備について 

新入生には入学までに以下の条件を満たすタブレットまたはノートパソコンを準備していただきます。 

条件を満たす情報端末を既に所有している場合は必ずしも新しく購入する必要はありません。 

【情報端末の必須条件】  

• 7 インチ以上のディスプレイを搭載したタブレットまたはノートパソコン 

• 無線 LANに対応 

• 8 時間以上のバッテリー駆動時間 

• 64GB 以上のストレージ容量  

• OS の種類は問わないが日本語が問題なく表示できること 

• 現時点で最新のウェブブラウザが動作し、一般的なウェブサービスが問題なく利用できること(ウェブ

サービスの例:Gmail ) 

【推奨条件(必須ではない)】  

• タブレット端末の場合、外付けキーボードの購入 

• 持ち運びが容易な出来るだけ軽量な機種 

• 自宅でもインターネット接続の環境があること 

ご連絡・お問合せ 
（受付：平日9:00～16:45）

朋優学院高等学校　事務室 

〒140-8608 
東京都品川区西大井６-１-２３

☎　03-3784-2131
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