
　■面接

学校HP

本校第一志望者（Ａ推薦） ※本校が併願の者、または必要な内申に満たない者

2021年度入学者用 佼成学園女子高等学校 入試要項（案） 2020年5月作成

推薦入試 一般入試
単 願 の み 併 願 可

神奈川県を除く近隣県生は併願可能（Ｂ推薦） （公立高校の他、他の私立高校と併願することも可）
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募集
予定人員

　＜ 国 際 コース ＞ 　＜ 国 際 コース ＞
◆留学クラス（ＳＡ） ２０名 ◆留学クラス（ＳＡ） ２０名

１０名 １０名◆スーパーグローバルクラス（ＳＧ） ◆スーパーグローバルクラス（ＳＧ）

　＜ 特 進 コース ＞（ＳＨ） ５０名 　＜ 特 進 コース ＞（ＳＨ） ５０名

　＜ 進 学 コース ＞（ＳＣ） ５０名 　＜ 進 学 コース ＞（ＳＣ） ５０名

試験日
１月２２日（金） 第１回　２月１０日（水） 第２回　２月１２日（金）

８：３０ 集合 ８：３０ 集合 ８：３０ 集合

選抜方法

　■面接のみ 　■学科試験【国語・数学・英語（含リスニング）】

※スーパーグローバル…英語による個人面接 ※スーパーグローバル…英語による個人面接

※上記以外…日本語による個人面接 ※上記以外…日本語によるグループ５名での面接

出願期間

WEB入力開始：２０２０年１２月２０日（日）～

受験票等印刷開始１月１５日（金）～ 　　　　　　　受験票等印刷開始１月２５日（月）～
　　　　　　　　１月１８日（月）12:00 ２月８日（月）12:00 ２月１１日（祝）12:00

【延納しない場合】合格発表後～

２月１２日（金）14:00 ２月１４日（日）14:00

出願方法
 次の３つを出願期間内に行ってください。

　①インターネットでの出願入力　　②入学検定料の納入(20,000円)　　③出願書類の郵送(持込可)

出願書類

 次の２つを出願期間内に必着で郵送してください。

　　□写真票（志願者の顔写真を取り込んで印刷したもの、または顔写真を貼付したもの）

　　□調査書（在籍中の中学校で発行した厳封されたもの【公立様式】）

　３）都立推薦入試合否発表後の出願可 ６）私立･国立中学校から受験される方は要事前相談

■「入学金分割納入制度」「家計急変・状況による授業料免除制度」「入学支度金貸付制度」等があります。

合格発表
（WEB） １月２３日（土）8:30～ ２月１１日（祝）8:30～ ２月１３日（土）8:30～

入学手続 合格発表後～１月２４日（日）12:00
※制服制定品の採寸は1月23日に行います。

【延納しない場合】合格発表後～

帰国生入試
 ＊下記４日間のうち最大２日間まで受験可能。２科型･英語型から選択。（詳細別紙）

　　①10月31日(土)　②11月20日(金)　③12月4日(金)　④1月9日(土) 

　　　＊出願および入学手続きにあたり、お預かりした個人情報は入学試験事務処理の目的でのみ使用します。また、提出書類および納入金は返還いたしません。

【延納する場合】公立高校発表日の翌日12:00まで延納可能

備考

　１）一般入試１回･２回同時出願可（受験料１回分） ４）延納の申し込みはWEB出願時に申請

　２）公立･他の私立とも併願可 ５）成績によるコース変更（スライド合格）あり

入
試
相
談

公立中学校
の先生方へ

＊中学校の先生方との入試相談は全て「郵送」で行います。詳しくは本校HPをご覧ください。

　日程 ： ２０２０年１２月１５日（火）～１７日(木） （18日以降になる場合はご連絡ください）

　方法 ： 郵送のみ、上記期間内に必着でお願いいたします。（簡易書留または配達記録を利用してください）

　書類 ： 相談用受験希望者名簿【本校HPからダウンロード】 （加点対象となる証明書･賞状等のコピーは不要）



3科 5科 9科

3科 5科 9科

　□2021年3月卒業見込み　　□9科に『1』がない　　□3年生の欠席日数が10日以内　　

内申加点措置
または または

　2021年度入学者用 〈 入 試 基 準 〉(案) 佼成学園女子高等学校

推薦入試
（単願）

＊下記基準を満たしていない場合でもご相談ください。

基本基準①→
　□本校第一志望【神奈川県を除く近隣県生は併願可能（B推薦）】　　

11 以上 17 以上
28 以上

コース クラス 基本基準②↓
基本基準①②の他に、以下のいずれかの基準を満たすこと

加点＋1まで
各種検定 準2級
以上のみ加点＋2

ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
特　進 特　進 最低3科9 10 以上 16 以上

国　際
   留　学※

最低3科10

進　学 進　学 最低3科8 09 以上 15 以上 27 以上 加点＋2まで

　■国際コース･特進コース受験者のうち、推薦入試(1/22)で合格した方は「特待ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ」(2/10)を受けることとなります。
　「特待ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ」（一般入試と同じ問題）の点数により、Ｓ･Ａ･Ｂの特待資格を得ることができます。（詳細は別紙）

一般入試
（併願）

＊下記基準を満たしている場合は、試験の得点に「＋８０点」を加算します。（併願優遇）
＊基準に満たない（併願優遇が取れない）場合でも、規定の点数を取れば合格できます。（フリー受
験）

基本基準①→
　□2021年3月卒業見込み　　□2020年3月卒業（過年度生）
　□3年生の欠席日数が10日以内　　□9科に『1』がない

コース クラス 基本基準②↓
基本基準①②の他に、以下のいずれかの基準を満たすこと

内申加点措置
または または

特　進 特　進 最低3科9 11 以上 17 以上

国　際
   留　学※

最低3科10 12 以上 18 以上

最低3科8 10 以上 16 以上 28 以上

加点＋1まで
各種検定 準2級
以上のみ加点＋2

ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 29 以上

加点＋2まで

　※留学クラス志望者は、英語「４」または英検３級以上であること。（推薦・一般とも）

加点
内容

＋２ ＋１  ■進学コースは合算して「＋２」まで可能です。
 （例）体育祭実行委員＋３年次皆勤＝「＋２」
 ■国際コース・特進コースは原則「＋１」までです。
　ただし､検定準２級以上があれば「＋２」となります。
 ■全コースとも合算しての「＋３」以上はありません。

各種検定
準２級以上

各種検定３級　　生徒会・委員会活動
３年次皆勤　　部活動３年間継続
学外での顕著な活動実績　ほか

進　学 進　学

特待生入試 基準 　※「進学コース」には、学力による特待生制度はありません。

種
別

 Ｓ特待：入学金＋授業料全額免除（３年間確約） 　＊特待生入試に関してはポイント加算（加点）はありません。
　＊中学校からの入試相談を受けた方が対象となります。
　＊特待資格を失っても、その後の成績によって、次の進級時に
　　同等の資格を取り戻すことが可能です。

 Ａ特待：入学金＋授業料全額免除（年次更新）
 Ｂ特待：入学金＋授業料 1/2 免除（年次更新）
 Ｃ特待：入学金免除

推薦特待 基本基準①→
　□本校第一志望【神奈川県を除く近隣県生は併願可能（B推薦）】

（単願） 　□2021年3月卒業見込み　　□9科に『2･1』がない　　□3年生の欠席日数が10日以内　　

 Ａ特待…3科･5科両方の基準クリア or ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ『220点』以上

特　進 特　進  Ｂ特待…3科･5科いずれかの基準クリア or ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ『200点』以上

　■３科･５科の基準でＡまたはＢ特待を確約。下記基準に満たない場合も含め「特待ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ」によって新規取得や引き上げが可能
コース クラス 3科 5科  Ｓ特待…特待ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃｽﾄ『240点』以上（300点満点）

特　進 特　進

国　際 留学・ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
12以上 20以上

 Ａ特待…当日の試験で『230点』以上

一般特待 基本基準①→
　□2021年3月卒業見込み　　

（併願） 　□9科に『2･1』がない　　□3年生の欠席日数が10日以内　　
　■３科･５科いずれかの基準を満たせばＣ特待を確約。さらに試験当日の得点によって上位特待生への引き上げが可能。

 Ｂ特待…当日の試験で『210点』以上

コース クラス 3科 5科  Ｓ特待…当日の試験で『250点』以上（300点満点）

国　際 留学・ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
12以上 20以上
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