
令和3年度



■3コース制

Global

Study Abroad
（SA）Course

［感じとる感受力］

留学を中心に据え、関連する学習を通してグローバルな視野を養うコース
グローバル社会で求められる豊かな感性を「留学」を通して養う。
①人を感じとる　②異文化を感じとる　③世界を感じとる

Select Learning
（SL）Course

［選びだす選択力］

視野を広げて自らの進路を選ぶコース
いろいろな場面での選択を通し、自らの歩む道を選びだす。
①学びの内容を選びだす　②使命や役割、自立する場を選びだす　③生き方を選びだす

Food Culture
（FC）Course

［向き合う共感力］

食文化を中心とした学びから、生涯のベース作りも行っていくコース
生きていくうえで一番の基本となる「食」を通して、人や地域や世界と向き合う。
①人と向き合う　②地域と向き合う　③世界と向き合う

■入試日時程
□推薦入試

集合時間 出願時にお知らせします。

□併願優遇・一般入試

入学試験時間割

受付開始 7:50

集合 8:20

注意事項説明 8:25

1時間目 8：35 ～ 9：25（国語）

2時間目 9：35 ～ 10：25（英語）

3時間目 10：35 ～ 11：25（数学）

面接 11：35 ～

■入試スケジュール

単願推薦 併願推薦 併願優遇 一般入試

1月15日（金）～ 1月18日（月） 願書受付 1月25日（月）～ 2月1日（月）1月25日（月）～ 2月8日（月）

1月22日（金） 試験日 2月10日（水） 2月10日（水）
2月11日（木）

1月22日（金）16：00予定 合格発表 2月10日（水）
16：00予定

試験日当日
16：00予定

1月25日（月）16：00まで 併願校の発表翌日の16：00まで 入学手続
併願校の発表翌日の16：00まで
（都立高校第一次募集・分割前期募集合格

発表の当日）
2月12日（金）16：00まで

手続き期間内に指定銀行口座にお振り込みください。
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■推薦入試（SA コース、SL コース、FC コース）

試験日 1月22日（金）

入試区分 単願推薦入試（都内生・都外生） 併願推薦入試（神奈川県を除く都外生）

募集人員 /120名
スタディ アブロードコース（SA） 20名
セレクト ラーニングコース（SL） 80名
フード カルチャーコース（FC） 20名

入試内容 書類審査、面接（本人のみ）

出願期間 令和3年1月15日（金）～ 1月18日（月）［インターネット出願］
※提出書類1月18日（月）

入学選抜料 20,000円

出願手続
出願サイトのアクセス及び入学選抜料の支払いは12月20日（日）より可能です。
受験票の印刷は入学選抜料の支払い後、1月15日（金）より可能です。
印刷した受験票は試験当日持参してください。受験票（控）は出願期間内に学校へ提出してください。

提出書類
［郵送］

①　受験票（控）：普通紙 A4に印刷し、切り離してください。
②　 調査書（単願推薦は東京私立中学高等学校協会統一用紙、厳封したもの）

（併願推薦は東京私立中学高等学校協会統一用紙又は公立高等学校提出用紙、厳封したもの）
③　 推薦書（本校所定の用紙） 

特待生の場合は特待生制度推薦書（本校所定の用紙）
上記①②③を同封し簡易書留で郵送してください。

合格発表 1月22日（金）16:00予定　合格発表は本校ホームページにて発表

入学手続 1月25日（月）16:00まで 併願校の発表翌日の16:00まで［日曜・祝日を除く］

消印有効

■併願優遇入試（SA コース、SL コース、FC コース） ■一般入試（SA コース、SL コース、FC コース）

試験日 2月10日（水） 2月10日（水） 2月11日（木・祝）

入試区分 併願優遇入試（都内生） 一般入試（都内生 · 都外生）

募集人員 /120名
スタディ アブロードコース（SA） 20名
セレクト ラーニングコース（SL） 80名
フード カルチャーコース（FC） 20名

入試内容 英語・国語・数学・面接（本人のみ）
時間：各50分　配点：各100点

出願期間 令和3年1月25日（月）～ 2月1日（月）
※提出書類2月1日（月）

令和3年1月25日（月）～試験日前日（23:59）
※提出書類2月8日（月）

入学選抜料 20,000円

出願手続
出願サイトのアクセス及び入学選抜料の支払いは12月20日（日）より可能です。
受験票の印刷は入学選抜料の支払い後、1月15日（金）より可能です。
印刷した受験票は試験当日持参してください。受験票（控）は出願期間内に学校へ提出してください。

提出書類

①　受験票（控）：普通紙 A4に印刷し、切り離してください
②　調査書（東京私立中学高等学校協会統一用紙または公立高等学校提出用紙、厳封したもの）
③　 併願優遇入試の場合は併願優遇届（本校所定の用紙） 

特待生の場合は特待生制度推薦書（本校所定の用紙）
上記①②③を同封し簡易書留で郵送してください。

合格発表 2月10日（水）16:00予定
合格発表は本校ホームページにて発表

試験日当日 16:00予定
合格発表は本校ホームページにて発表

入学手続 併願校の発表翌日の16:00まで［日曜・祝日を除く］
（都立高校第一次募集・分割前期募集合格発表の当日） 2月12日（金）16:00まで

消印有効 消印有効
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■帰国生入試（SA コース、SL コース、FC コース）

試験日 12月12日（土）午前 1月9日（土）午前 2月10日（水）午前 2月11日（木・祝）午前

募集人数 若干名

受験資格

中学校を2021（令和3）年3月卒業見込みの者、またはそれに準じる者（日本人学校中学部卒業見込みの者、ま
たは現地校・現地インターナショナルスクールで3年の課程を修了した者、または在学中で2021年4月1日時点
で満15歳または16歳である者）。
以下のすべての条件を満たしている者
　　　　ア　 日本国籍を有し、かつ、海外に所在する機関及び事業所等に勤務若しくは海外における研究・研修

を目的として日本を出国し、海外に在留していた者又は現在なお在留して帰国見込の者の子女であ
ること

　　　　イ　外国において継続１年を超える期間在留していたこと
　　　　ウ　帰国後３年以内であること
　　　　エ　入学日までに日本に在住見込みの者

入試内容
■英語・国語・数学（各50分・各100点）
■面接（本人のみ）

出願期間
令和2年12月1日（火）～

12月8日（火）まで
［インターネット出願］

令和2年12月21日（月）～
令和3年1月5日（火）まで
［インターネット出願］

令和3年1月25日（月）～ 各試験の前日（23：59）まで
［インターネット出願］

出願手続

出願サイトのアクセス及び受験料の支払いは、12月1日（火）より可能です。
出願締切日までに「インターネット出願」の手続き、「入学選抜料の支払い」をお済ませください。
印刷した受験票は試験当日持参してください。
受験票（控）は出願期間内に学校へ提出してください。

下記⑴～⑸については出願期間内に学校まで簡易書留で郵送してください。
⑴　受験票（控）
⑵　通知表の写し（両面のコピー）
　　 中学校3年生２学期（２期制の場合は前期）の通知表の写しを用いてください。外国の学校から帰国して１

年未満の場合は、外国最後の学年の成績も添付してください。
⑶　現地の中学校・高等学校・日本人学校に在学または卒業した者は、
　　 当該校の在学証明書又は卒業証明書  ………………………………………………………………………… １通
⑷　帰国生入学者海外在住状況証明書（本校指定のもの） ……………………………………………………… １通
⑸　住民票（受験者と保護者の続柄や以下の①②の確認がとれるもの） ……………………………………… １通
　①　両親の内いずれかが日本に在住し、子女と同居
　②　両親が海外に在住し、子女のみ親戚縁者の代表と同居
※各種証明書など、取得に時間を要する場合はご連絡ください。

入学選抜料
20,000円（クレジットカード決済、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関 ATM）
帰国生入試の複数回受験はできません。

合格発表
試験当日13：30予定

合否通知書を校内手渡しいたします。

入学手続

12月14日（月）～ 18日（金）
まで

1月12日（火）～ 15日（金）
まで

2月12日（金）16：00まで

手続き期間内に指定銀行口座にお振り込みください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、社会状況の変化に応じて、募集要項の変更をさせていただく場合もあります。
変更の際は、本校ホームページにてお知らせいたします。
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□ スタディ アブロードコース（SA）の出願要件

入試区分
単願推薦入試（都内生・都外生） 併願推薦入試（＊都外生） 併願優遇入試（都内生）

第一志望の者 本校と他校を併願する者

5段階評定値 ①
英語「4」以上の者又は、3教科合計

「9」又は5教科合計「15」以上の者
英語「4」以上の者又は、3教科合計「9」又は5教科合計「16」以上の者

英検 ② 英検3級以上の取得者

※①②のいずれかを満たしている生徒 ＊都外生：神奈川県を除く

□セレクト ラーニングコース（SL）の出願要件

入試区分
単願推薦入試（都内生・都外生） 併願推薦入試（＊都外生） 併願優遇入試（都内生）

第一志望の者 本校と他校を併願する者

5段階評定値 3教科合計「9」又は5教科合計「15」以上の者 3教科合計「9」又は5教科合計「16」以上の者

 ＊都外生：神奈川県を除く

■総募集人員

総募集人員
普通科
240名

スタディ アブロードコース 40名

セレクト ラーニングコース 160名

フード カルチャーコース 40名

■各コース共通の出願資格

出願資格
令和3年3月中学校卒業見込みの女子（既卒生は一般入試に出願することができます）
心身ともに健康であり、3年次欠席日数が14日以内であること

□フード カルチャーコース（FC）の出願要件

入試区分
単願推薦入試（都内生・都外生） 併願推薦入試（＊都外生） 併願優遇入試 （都内生）

第一志望の者 本校と他校を併願する者

5段階評定値 9教科合計「25」以上の者 9教科合計「26」以上の者

 ＊都外生：神奈川県を除く

※3教科は、英語・国語・数学、5教科は、英語・国語・数学・社会・理科です。
※5段階評価値に満たない場合、説明会参加、各種検定・特別活動・出席状況・特に秀でた科目などの加点制度があります。
※成績は、2学年又は3年次1学期又は2学期の通知表の評価・進路用成績（3年次評定値）とします。
※併願優遇受験者において、入試結果により学力特待になる場合があります。
※加点制度等の相談は、入試広報部にお尋ねください。（入試広報部直通電話：03-5903-9559）
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■特待生制度
□成績特待生制度　※成績は、3年次2学期の通知表の評価か3年次評定値（調査書の評定）とします

名　称 種　別 区　分 主要５教科５段階評定基準 優遇内容

学力特待

S 特待
単願推薦 20以上 入学金全額・施設設備費免除、

授業料3年間全額（年度毎見直し）本校
奨学金支給併願推薦 併願優遇 22以上

A 特待
単願推薦 18以上 入学金全額免除、

授業料3年間半額（年度毎見直し）本校
奨学金支給併願推薦 併願優遇 20以上

B 特待
単願推薦 16以上

入学金全額免除
併願推薦 併願優遇 18以上

※主要5教科とは、国語・数学・英語・理科・社会です。

□スポーツ特待生制度　（種目によってご相談ください）

名　称 種　別 条件（基準） 優遇内容

クラブ特待

AS 特待
次の①または②に該当すること
①関東大会出場以上（チームスポーツはレギュラー選手）
②出身校クラブ顧問と本校クラブ顧問が推薦する者

入学金全額・施設設備費免除、
授業料3年間全額（年度毎見直し）本校奨学金支給

AA 特待
次の①と②の両方該当すること
①都・県大会出場以上
②本校クラブ顧問が推薦する者

入学金半額免除、
授業料3年間半額（年度毎見直し）本校奨学金支給

※本校特待生制度は、本校独自の奨学金を支給する形を取っています。
※特待を受けた生徒は必ず就学支援金の申請をしていただきます。
※ご不明な点については、入試広報部にお問い合わせください。（入試広報部直通電話：03-5903-9559）

□その他の優遇制度
名　称 内容条件（基準） 優遇内容

春期英国語学研修費優遇
英語「4」以上で英語検定準2級以上取得者
SL コース・FC コース対象、特待生制度と語学検定優遇との
併用はできません

春期英国語学研修費用全額免除

語学検定優遇 英語検定準2級以上取得者 入学金半額免除

子女姉妹優遇

本校卒業生の子女または妹および在校生の妹 入学金半額免除

本校に入学する双子の姉妹（1名分） 入学金全額免除

海外留学推進助成事業
（スタディ アブロードコース対象）

3 ヶ月：55万円、1 ヶ年：155万円
校内選抜により、生徒の保護者に私立高等学校海外留学推進助成事業として東京都私学財団より参加費用
の一部を助成します（支給額以上にかかる費用は自己負担）。
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■入学料・学費納入金
□入学手続時納入費用

入学料
入学手続時納入金

入学金 200,000円
計　　300,000円

施設設備費 100,000円

□上記金額は令和３年度予定の金額です。
□上記の入学手続時納入金300,000円を指定銀行口座にお振り込みください。
□納入された入学料は返金できません。一度提出された書類はお返しいたしません。

□入学までに必要なその他の費用
制服一式（冬）・通学カバン

エプロン・体操着・体育館履き
約105,000円

計　　184,000円（概算）
教科書（1年次） 約9,000円

タブレット購入費 約70,000円

□制服（夏）約27,500円、およびその他自由購入品は順次ご検討願います。

□入学後納入費用

学校納入金
（年額）

授 業 料 450,000円

計　　902,487円

除くタブレット購入費

　計　　847,610円※

維 持 費 100,000円

実 習 費 10,000円

P T A 会 費
（生徒活動支援費、外部団体活動費等を含む）

26,000円

後 援 会 費 7,000円

生 徒 会 費 5,400円

旅 行 積 立 金 175,000円

副 教 材 費 73,000円

タブレット購入費 54,877円

口 座 振 替 手 数 料 1,210円

□上記金額は令和2年度実績で、令和3年度変更する場合があります。
□タブレット購入費は令和3年度は上記に含めず「入学までに必要なその他費用」とします。
□上記年額（※）を11回に分割（約77,000円）し、5月から毎月指定口座から引き落しいたします。
□フードカルチャー（FC）コースは上記実習費に年額20,000円（２・３年生は50,000円）を加算する予定です。
□寄附金は任意となっております。

◆学費助成制度
⑴国の就学支援金制度と東京都の授業料軽減助成制度
　・ 世帯収入が年額 910 万円未満なら授業料の軽減対象となります。都内在住なら、世帯収入が年額 910 万円未満の場合、国の就学支援金に東京都の

授業料軽減助成金を併せて授業料が年額最大 45 万円軽減されます。
⑵東京都の制度
　・ 入学支度金として東京都は都内居住者で希望する保護者に対し、生徒一人当り 250,000 円（無利息）を学校法人を通じて貸与する制度があります。
　・ 私立高等学校等奨学給付金として、都内居住者の保護者に対し、一定の条件はありますが授業料以外の教育費負担を都が軽減する制度があります。
　・ 東京都育英資金貸与制度（月額 35,000 円）については、一定の条件はありますが申込みにより利用できます。
⑶東京都以外の制度
　・都外住居者については独自の制度を持っている自治体もありますので、居住地区の役所にお問い合わせください。

6



■インターネット出願について
●平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。 

●インターネットに接続できる環境およびプリンターをご用意ください。
※ご自宅にインターネット環境が無い場合は学校窓口での入力が可能です。（要・連絡）
※ご自宅にプリンターがない場合、コンビニ等のでの印刷も可能です。

●各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払い方法が選べます。
※出願に際し、クレジットカード決済、コンビニ決済等の場合、手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

［インターネット出願手続きの流れ］

インターネット
出願サイト

● 出願期間になりましたら本校ホームページから出願サイトへパソコン・スマートフォ
ン・ダブレット端末のいずれかでアクセスしてください。（12/20から入力が可能です）

※帰国生は12/1から入力可能です。

➡

ID（メールアドレス）登録
● メールアドレスを ID として登録してください。緊急時にもすぐ確認いただけるメー

ルアドレスを登録してください。説明会の予約等ですでにメールアドレスをご登録済
みの方は、その ID を使用してください。

➡

顔写真データアップロード（任意）
● 写真店で撮影した受験生の顔写真データをアップロー

ドしてください。（デジタルカメラ・スマートフォンで
個人撮影した写真も可。）（無背景・無帽・カラー／ 3
ヶ月以内に撮影したものに限る。）

➡

出願情報入力 ●志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

➡

入学選抜料の支払方法選択
● 入学選抜料のお支払いには「クレジットカード決済」「コンビニエンスストア支払い」
「金融機関 ATM（ペイジー）」がご利用いただけます。（お支払いには別途手数料が発
生します。）  
受験料のお支払い後に確認メールが届きます。

払込番号確認

支払い完了メール確認

➡

受験票・受験票（控）・宛名ラベル 印刷

● 受験料お支払い完了後、出願サイトのマイページから
受験票の取得が可能になります。ご自宅やコンビニ等
で A4サイズに印刷してください。出願時に顔写真をア
ップロードしなかった受験生は、印刷した受験票に顔
写真（縦4cm ×横3cm）を貼り付けてください。

➡

提出書類の郵送 ● 提出書類は角2サイズの封筒に宛名ラベル（受験票と一緒に印刷されたもの）を貼付し、
簡易書留で郵送してください。

➡

試験当日　受験票を持参 ●試験当日に受験票を必ずお持ちください。
※受験票は本校から発送しませんので、必ず印刷の上、試験当日にお持ちください。

インターネット
出願ガイド

写真アップロード
手順

⑴クレジットカード ⑵コンビニエンスストア

⑶ペイジー

コンビニ支払い
を選択

クレジットカード
支払い

（オンライン決済）

金融機関
ATM（ペイジー）

を選択

金融機関
ATM（ペイジー）

で支払い
コンビニで

支払い

受験票コンビニ
印刷ガイド



推薦書・併願優遇届

令和　　年　　月　　日

東京女子学院高等学校
校長 　野口　潔人 殿

該当する欄の□にレ点を入れ、推薦者の記名・押印をお願いします。

単願推薦
（都内生・都外生）

併願推薦
（＊都外生）

上記生徒を、貴校の単願推薦に相応しいと認め推薦いたします

上記生徒を、貴校の併願推薦に相応しいと認めます

立　　　　　　　　　　　中学校

立　　　　　　　　　　　中学校

立　　　　　　　高等学校を併願校として受験しますのでお届けします

校長名　　　　　　　　　　　　　印

校長名　　　　　　　　　　　　　印

生徒氏名

併願優遇
（都内生）

＊都外生：神奈川県を除く

上記生徒を、貴校の併願優遇に相応しいと認めます

・本校では、受験の際ご提出いただいた個人情報は、入試選抜上の重要な資料として使用する以外、
本人・保護者の同意を得ることなく第三者に開示、提供はいたしません。

立　　　　　　　　　　　中学校

立　　　　　　　高等学校を併願校として受験しますのでお届けします

担任名　　　　　　　　　　　　　印





特待生制度推薦書
（成績特待・スポーツ特待・語学優遇）

令和　　年　　月　　日

東京女子学院高等学校
校長　野口　潔人 殿

推薦する特待欄を記入し、学校長の記名・押印をお願いします。（該当する場合のみ）
推薦は１つに限ります。（重複推薦不可）

学校名

特　待　区　分

成　績　特　待

スポーツ特待

春期英国語学研修費優遇
※英語「４」以上で英語検定準２級以上
※SL コース、FCコース対象　　　　　

語学検定優遇
※英語検定準２級以上

種別（該当個所の□にレ点） 内申点・成績（基準は P.５参照）

（　　　）/25
※５教科５段階評定

□関東大会出場以上
　（チームスポーツはレギュラー選手）
□出身校クラブ顧問と東京女子学院顧問推薦

□都・県大会出場（東京女子学院顧問推薦）

英語成績（　　　　）/５
英検（　　　）級取得

※証明できる資料を添付ください

英検（　　　）級取得
※証明できる資料を添付ください

生徒名立 　　　　　　　中学校

□Ｓ特待

□A特待

□Ｂ特待

□ＡＳ特待

□ＡＡ特待

上記生徒を、貴校特待制度の特待生として推薦いたします

学校名

校長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



令和3年度


