
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 年度 

生徒募集要項 

〒353-0004 埼玉県志木市本町 2-7-1 

Tel.048-471-3255 Fax.048-472-6905 

https://hosodagakuen.jp/juniorhighschool/ 



応募資格

一般入試
dots入試

（適性検査型入試）
特待生入試
（大宮会場）

一般入試

第 1 回 第 1 回 第 1 回 第 2 回

25名 15名 10名 15名

1/12（日）

集合 14:00 集合 8:30

4教科（2教科合格あり） ①適性検査型試験のみ ①　4教科 ① 4教科（2教科合格あり）

 国語・算数　各50分（各100点）  国語・算数　各50分（各100点）  国語・算数　各50分（各100点）

 社会・理科　各30分（各50点）  社会・理科　各30分（各50点）  社会・理科　各30分（各50点）

②　2教科 ② 3教科

国・算　各50分（各100点） 国・算・英　各50分（各100点）

2019年12月 1日  9:00

～

2020年 1月11日 23:59

25,000円 ①、②ともに25,000円

                     詳細は最終ページをご覧ください。

大宮会場（定員400名）

〈TKP大宮ビジネスセンター〉

1月11日（土） 1月10日（金） 1月11日（土） 1月12日（日）

13:00 22:00 18:00 18:00

あり

②は面接・ＧＷフィードバックも含む

入学検定料

      一般入試は1回の振込で
      最大4回受験可能です。

得点開示
〈インターネット〉

適性検査型ⅠⅡⅢ
各45分（各100点）

2019年12月1日  9:00

～

2020年 1月9日 23:59

入学手続きページ（入学金決済サイト）にて、入学金（\250,000）の納入及び必要事項を記入してください。

②適性検査型試験ⅠⅡⅢ
各45分（各100点）

＋グループワークと面接
（②は先着80名）

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えできませんので、ご了承ください。
※2　出願については、受験料納入後、支払完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となります。
※3　本校第一志望者については、入学手続き期限までに手続きをされない場合は、翌日以降お手続きができなくなりますので、ご注意ください。
※4　一度納入された受験料・入学金は返還できません。

　　　　　　　受取期間【1月14日（火）～2月10日（月） 17:00まで】（事務窓口時間　平日 9:00～17:00　土曜 9:00～12:00） 

1月16日（木） 17:00
〈本校第一志望者〉入学手続期限

本校第一志望者以外は 2020年2月7日（金） 17:00まで

入学手続方法

本校

                     各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払い方法が選べます。

1月14日（火） 17:00
〈本校第一志望者〉

合格発表
〈インターネット〉

試験会場 本校

　　　　　🔶🔶インターネット発表時間は予定時刻であり、状況によって前後します。

　　　　　🔶🔶合格通知書は発送いたしません。希望者のみ受験票を持参の上、受取期間内に本校事務窓口にてお受け取りください。

　　　　　🔶🔶試験当日、改めて受験生に閲覧方法及びＩＤとパスワードをお知らせします。

2020年度

細田学園中学校　募集要項　［一般・特待生・dots入試①］
・2007年4月2日～2008年4月1日に生まれ、2020年3月に小学校卒業見込みの者
・自宅から通学可能な者
・本校の教育を理解して積極的に活動に参加できる者

全てインターネットによる出願です。入試日以前に提出する書類はありません。

試験教科

募集定員
男女120名

試験日
集合 8:30

出願期間
〈インターネット〉

出願方法

1/10（金）

なし あり なし

      一般入試は1回の振込で
      最大4回受験可能です。

① 15,000円

② 20,000円
①、②ともに10,000円
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応募資格

一般入試
dots入試

（適性検査型入試）
特待生入試
（大宮会場）

一般入試

第 1 回 第 1 回 第 1 回 第 2 回

25名 15名 10名 15名

1/12（日）

集合 14:00 集合 8:30

4教科（2教科合格あり） ①適性検査型試験のみ ①　4教科 ① 4教科（2教科合格あり）

 国語・算数　各50分（各100点）  国語・算数　各50分（各100点）  国語・算数　各50分（各100点）

 社会・理科　各30分（各50点）  社会・理科　各30分（各50点）  社会・理科　各30分（各50点）

②　2教科 ② 3教科

国・算　各50分（各100点） 国・算・英　各50分（各100点）

2019年12月 1日  9:00

～

2020年 1月11日 23:59

25,000円 ①、②ともに25,000円

                     詳細は最終ページをご覧ください。

大宮会場（定員400名）

〈TKP大宮ビジネスセンター〉

1月11日（土） 1月10日（金） 1月11日（土） 1月12日（日）

13:00 22:00 18:00 18:00

あり

②は面接・ＧＷフィードバックも含む

入学検定料

      一般入試は1回の振込で
      最大4回受験可能です。

得点開示
〈インターネット〉

適性検査型ⅠⅡⅢ
各45分（各100点）

2019年12月1日  9:00

～

2020年 1月9日 23:59

入学手続きページ（入学金決済サイト）にて、入学金（\250,000）の納入及び必要事項を記入してください。

②適性検査型試験ⅠⅡⅢ
各45分（各100点）

＋グループワークと面接
（②は先着80名）

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えできませんので、ご了承ください。
※2　出願については、受験料納入後、支払完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となります。
※3　本校第一志望者については、入学手続き期限までに手続きをされない場合は、翌日以降お手続きができなくなりますので、ご注意ください。
※4　一度納入された受験料・入学金は返還できません。

　　　　　　　受取期間【1月14日（火）～2月10日（月） 17:00まで】（事務窓口時間　平日 9:00～17:00　土曜 9:00～12:00） 

1月16日（木） 17:00
〈本校第一志望者〉入学手続期限

本校第一志望者以外は 2020年2月7日（金） 17:00まで

入学手続方法

本校

                     各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払い方法が選べます。

1月14日（火） 17:00
〈本校第一志望者〉

合格発表
〈インターネット〉

試験会場 本校

　　　　　🔶🔶インターネット発表時間は予定時刻であり、状況によって前後します。

　　　　　🔶🔶合格通知書は発送いたしません。希望者のみ受験票を持参の上、受取期間内に本校事務窓口にてお受け取りください。

　　　　　🔶🔶試験当日、改めて受験生に閲覧方法及びＩＤとパスワードをお知らせします。

2020年度

細田学園中学校　募集要項　［一般・特待生・dots入試①］
・2007年4月2日～2008年4月1日に生まれ、2020年3月に小学校卒業見込みの者
・自宅から通学可能な者
・本校の教育を理解して積極的に活動に参加できる者

全てインターネットによる出願です。入試日以前に提出する書類はありません。

試験教科

募集定員
男女120名

試験日
集合 8:30

出願期間
〈インターネット〉

出願方法

1/10（金）

なし あり なし

      一般入試は1回の振込で
      最大4回受験可能です。

① 15,000円

② 20,000円
①、②ともに10,000円

応募資格

一般入試
特待生入試

（本校）
dots入試

（適性検査型入試）
一般入試

第 3 回 第 2 回 第 2 回 第 4 回

15名 10名 25名 5名

1/18（土） 2/4（火）

集合 8:30 集合 8:30

① 4教科（2教科合格あり） 4教科（2教科合格あり） ① 適性検査型試験ⅠⅡ 4教科（2教科合格あり）

 国語・算数　各50分（各100点）  国語・算数　各50分（各100点）  国語・算数　各50分（各100点）

 社会・理科　各30分（各50点）  社会・理科　各30分（各50点）  社会・理科　各30分（各50点）

② 3教科 ② 適性検査型試験ⅠⅡⅢ

2019年12月 1日  9:00 2019年12月 1日  9:00

～ ～

2020年 1月17日 23:59 2020年 2月 3日 23:59

①、②ともに25,000円 25,000円

                     詳細は最終ページをご覧ください。

1月18日（土） 2月4日（火）

19:00 18:00

得点開示
〈インターネット〉

なし あり あり なし

集合 8:30

合格発表
〈インターネット〉

試験会場 本校

入学手続きページ（入学金決済サイト）にて、入学金（\250,000）の納入及び必要事項を記入してください。

2月9日（日）　17：00
〈志望順位に関わらず〉

2月7日（金）　17：00
〈志望順位に関わらず〉

本校第一志望者以外は 2020年2月7日（金） 17:00まで

　　　　　🔶🔶合格通知書は発送いたしません。希望者のみ受験票を持参の上、受取期間内に本校事務窓口にてお受け取りください。

　　　　　　　受取期間【1月14日（火）～2月10日（月） 17:00まで】（事務窓口時間　平日 9:00～17:00　土曜 9:00～12:00） 

2020年度

細田学園中学校　募集要項　［一般・特待生・dots入試②］
・2007年4月2日～2008年4月1日に生まれ、2020年3月に小学校卒業見込みの者
・自宅から通学可能な者
・本校の教育を理解して積極的に活動に参加できる者

募集定員
男女120名

試験日

1月13日（月）

      一般入試は1回の振込で
      最大4回受験可能です。

2019年12月 1日  9:00

～

2020年 1月12日 23:59

1/13（月）

国・算・英　各50分（各100点）

試験教科

出願期間
〈インターネット〉

①、②ともに15,000円

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えできませんので、ご了承ください。
※2　出願については、受験料納入後、支払完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となります。
※3　本校第一志望者については、入学手続き期限までに手続きをされない場合は、翌日以降お手続きができなくなりますので、ご注意ください。
※4　一度納入された受験料・入学金は返還できません。

入学手続期限

1月17日（金）　17：00
〈本校第一志望者〉

入学手続方法

　　　　　🔶🔶試験当日、改めて受験生に閲覧方法及びＩＤとパスワードをお知らせします。

ⅠⅡ　各45分（各100点）

ⅠⅡⅢ　各45分（各100点）

　　　　　🔶🔶インターネット発表時間は予定時刻であり、状況によって前後します。

出願方法 全てインターネットによる出願です。入試日以前に提出する書類はありません。

入学検定料

      一般入試は1回の振込で
      最大4回受験可能です。

                     各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払い方法が選べます。

10,000円

19:00

― 2 ―



応募資格

英語（エッセイライティング） 英語（エッセイライティング） 

英語面接 英語面接 

日本語面接（保護者同伴） 日本語面接（保護者同伴）

英語（筆記） 英語（筆記）

算数または国語（筆記） 算数または国語（筆記）

日本語面接（本人のみ） 日本語面接（本人のみ）

出願方法

                  詳細は最終ページをご覧ください。

試験会場

応募資格

1年以内 2年以内 3年以内 4年以内

半年以上 ○

1年以上 ○ ○ ○

2年以上 ○ ○ ○

3年以上 ○ ○ ○ ○

                    次の1及び2を提出すること
                   　 　1　現在在籍している学校の最新1年間の成績（海外または日本）の写し
                    　　2　海外在学最終1年間の成績表の写し（1と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要）

                    提出期間【出願期間と同様】
　　　　　　　　　　　※出願締切日までに必着です。簡易書留またはレターパックで郵送してください。

 　　　　　　　　　  提出先　〒353-0004　埼玉県志木市本町2-7-1　細田学園中学校　入試担当　宛

17:00

12月1日（日）

17:00

1月7日（火）

12月8日（日） 17：00
〈本校第一志望者　第一志望以外 ともに〉

                    1月14日（火）〈本校第一志望者〉 17：00

                    2月  7日（金）〈第一志望以外〉 17：00

■ 本校の認める帰国生の条件　　海外在住期間、帰国後年数などの条件は下記の通りです。（ご不明な点などはご相談ください。）

　　　　　🔶🔶合格通知書は発送いたしません。希望者のみ受験票を持参の上、受取期間内に本校事務窓口にてお受け取りください。

　　　　　　　受取期間【1月14日（火）～2月10日（月） 17:00まで】（事務窓口時間　平日 9:00～17:00　土曜 9:00～12:00） 

入学手続方法 入学手続きページ（入学金決済サイト）にて、入学金（\250,000）の納入及び必要事項を記入してください。

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えできませんので、ご了承ください。
※2　出願については、受験料納入後、支払完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となります。
※3　第一志望者については、入学手続き期限までに手続きをされない場合は、翌日以降お手続きができなくなりますので、ご注意ください。
※4　一度納入された受験料・入学金は返還できません。 
※5　一度提出された出願書類の返却はできません。

細田学園中学校　募集要項　［帰国生入試］
2020年度

入学手続期限

合格発表
〈インターネット〉 　　　　　🔶🔶インターネット発表時間は予定時刻であり、状況によって前後します。

　　　　　🔶🔶試験当日、改めて受験生に閲覧方法及びＩＤとパスワードをお知らせします。

出願期間
〈インターネット〉

本校

全てインターネットによる出願

提出書類

入学検定料

2019年11月 1日   9:00

～

試験教科

2020年 1月 4日 23:59

                  各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払い方法が選べます。

2019年11月28日 23:59

2019年12月 1日  9:00

～

募集定員
男女120名

試験日
1/7（火）

集合 9:00

12/1（日）

若干名

第1回

帰国生入試

若干名

集合 9:00

・2007年4月2日～2008年4月1日に生まれ、「本学の認める帰国生の条件」を満たす者
・自宅から通学可能な者
・本校の教育を理解して積極的に活動に参加できる者

帰国生Ａ…海外の教育機関、または日本国内のインターナショナルスクールに1年以上通学した者

帰国生Ｂ…海外の教育機関、または日本国内のインターナショナルスクールに半年以上1年未満通学した者
　　　　　　　 もしくは、海外の日本人学校、または在外教育施設で半年以上通学した者

帰国生A、Bともに帰国後の日本在住期間について、下記の条件を満たしている者

  帰国生Ａ

  帰国生Ｂ

  帰国生Ａ

  帰国生Ｂ

20,000円 20,000円

第2回

帰国生入試

帰国後

在住

■ 入試当日の時程

帰国生入試 帰国生入試 一般入試 一般入試 一般入試 一般入試

第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回

12月1日（日） 1月7日（火） 試験日 1月10日（金） 1月12日（日） 1月13日（月） 2月4日（火）

集合時間

Ａ英語   Ｂ英語 国語

Ａ面接（英語）   Ｂ算数or国語 算数

社会 英語

理科 第 2・3 回のみ

dots入試 dots入試 特待生入試 特待生入試

　　　第 1 回　※1 第 2 回          第 1 回　※2 第 2 回

1月10日（金） 1月18日（土） 試験日 1月10日（金） 1月13日（月）

集合時間 14:00（開場13:00～） 8:30（開場7:30～）

 9:00～ 9:45  9:00～ 9:45 国語 14:20～15:10  9:00～ 9:50

10:00～10:45 10:15～11:00 算数 15:20～16:10 10:00～10:50

11:00～11:45 11:30～12:15 社会 16:20～16:50 11:00～11:30

12:30～14:30 理科 17:00～17:30 11:40～12:10

※1　面接とグループワークがある方のみ昼食が必要となります。 ※2　大宮会場：TKP大宮ビジネスセンター（東口）となります。

■ 入試当日のご案内

□受験票（出願サイトでダウンロードし、顔写真がアップロードされたもの）　　　　□受験票（控）　※試験の際に毎回提出していただきます。

□えんぴつ（シャープペンシル可）　　　　□消しゴム 

□昼食（第1回dots入試　面接＋グループワークのある方のみ）

🔸🔸上履きは不要です。

🔸🔸時計は試験室にありますが、持参される方は、時計機能のみのものをお持ちください。スマートフォンは不可です。

🔸🔸電卓、下敷き、定規、コンパス、分度器は使用できません。

🔸🔸保護者（付き添いの方）とは、試験終了までお会いできませんので、持ち物などは各自でお持ちください。

特に指定はありません。楽な服装でお越しください。

試験を欠席する場合は連絡の必要はありません。

試験開始後、20分までであれば入室が可能です。ただし、試験時間の延長はできません。

試験当日、遅刻の場合は本校まで（大宮会場であっても）ご連絡ください。（TEL 048－471－3255）

試験の途中で退席した場合、原則、その時間内の再入室はできません。受験中に気分が悪くなった際は、試験監督にお申し出ください。

自然災害などの影響で、多くの交通機関において乱れが生じるようであれば、ＨＰ及びメールにて対応をご連絡いたします。

遅れてでも来校できる場合は、ご連絡いただいた上で、気を付けてお越しください。状況に応じて対応いたします。

当日は保護者（付き添い）の方の控え室をご用意していますが、スペースに限りがありますのでご了承ください。

大宮会場受験につきましては、他会場受験のため、控室がございませんのでご了承ください。

駐車場はございませんので、お車でのご来校はご遠慮願います。昼食の販売はしておりません。

その他ご不明な点がございましたら、本校へお尋ねください。

■ 個人情報

● 入試において提出していただく個人情報は、入試に関わる業務及び入学後の統計資料としての利用以外には一切使用いたしません。

入試当日について

9:00 （開場8:00～）
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区分

保護者（付き添い）の方へ
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11:00～11:50

8:30（開場7:30～）

区分

服装
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途中退席する場合

遅刻する場合

交通機関に遅れが出た場合

試験日

適性検査Ⅲ型

適性検査Ⅱ型

適性検査Ⅰ型
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面接（日本語）
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🔶🔶 第一志望優遇（すべての受験方式で適用）

  本校を第一志望とする受験生については、各回合計点から、合格最低点の5％程度を加点します。

※ 第一志望の場合は、出願の際に第一志望欄にチェックを入れてださい。

※ 合格後は、第一志望入学手続き締め切り日までに必ず手続きをしてください。締め切り日以降の手続きはできません。

🔶🔶 複数回受験優遇について（一般入試）

 一般入試を2回受験した受験生には、合格最低点の2％程度を加点します。

 一般入試を3回以上受験した受験生には、合格最低点の3％程度を加点します。

※特待生入試受験、dots入試（適性検査型入試）受験には適用いたしません。

🔶🔶 特待生Ｓ合格（特待生入試・dots入試）

🔶🔶 特待生Ｓ合格以外の特別合格（一般入試・dots入試）

  一般入試　合格者上位若干名

  dots入試　合格者上位若干名

  一般入試　合格者上位5％～10％ 特待生Ⅱ　入学金免除

  dots入試　合格者上位5％～10％ 特待生Ⅱ　入学金免除

　※ 各回の合格状況によって人数は前後します。

　※ 合格した後も入学手続き前であれば、特別合格を目指してその後の試験も受験することができます。

🔶🔶 繰り上げ合格について（一般入試・dots入試・特待生入試）

● 繰り上げ合格がある場合、本校を不合格であった受験生の中から合格を出します。

　　繰り上げ合格を希望する受験生は、出願サイトの志願者ページにて「繰り上げ合格希望登録」（1月中旬から）を行ってください。

● 「繰り上げ合格希望登録」者の中から、1月下旬より順次、成績順に繰り上げ合格のご連絡をいたします。

● 「繰り上げ合格希望登録」をされる方は、繰り上げ合格があった場合、本校へ入学する意志がある方に限ります。

※ ご連絡をさせていただいた場合、入学のお手続きへのご案内をいたしますので、万が一お考えが変わった場合は必ず希望登録を解除してください。

🔶🔶入試後の学納金 🔶🔶指定用品・制服等の購入品

月額

授業料 30,000円

教育充実費 7,500円

後援会費 2,500円

積立金 10,000円程度

年額

諸経費 約120,000円程度

冷暖房費 10,000円

● 諸経費は、学習補助費を中心に、保健厚生費や保護者の会会費などに充当するもので、6月に口座引き落としをさせていただきます。

● 積立金は修学旅行などの特別行事・特別活動参加費に充当するもので、中学校課程修了時に精算させていただきます。

● 学納金は、原則として年額一括納入または四半期ごと（1期＝3ヶ月分）の分割納入となります。

   （年額または分納の第1期分は、2月13日（木）までに納入してください。　2期：7月、3期：10月、4期：1月引き落としです。）

🔶🔶寄附金（任意）

● 本校は教育研究の維持向上並びに、学校施設整備の充実を図るため、在学生をはじめ同窓生、学外賛同者の方に寄付金の募集をさせて

　　いただいております。

● 1口\50,000で、2口以上をお願いいたします。

● あくまで任意ではございますが、ご厚意は生徒一人ひとりの教育環境向上に還元させていただきます。

● 入学説明会　　2月16日（日） 10:00～12:00　（保護者同伴でご出席ください。）　※筆記用具持参

※ 入学金納入後、個別にご案内を差し上げます。その案内に従って入学書類をダウンロードし、必要事項をご記入の上、この日にご提出ください。

入試諸制度について/学納金について
 ■ 入試諸制度

 ■ 学納金について

希望購入品（靴、ポロシャツ、
スクールリュック、コート等）

ノートＰＣ（保証の加入内容による）

男子70,000円程度
女子80,000円程度

約60,000円程度

約60,000円程度

約50,000～70,000円程度

  特待生入試合格者　　　　　　　　　 入学金を免除・中学高校６年間の授業料・教育充実費を給付（１年毎に審査あり）

 ■ 入試手続き後の日程

特待生Ⅰ　入学金を免除・教育充実費を給付

特待生Ⅰ　入学金を免除・教育充実費を給付

 dots入試　合格者上位各若干名　入学金を免除・中学高校６年間の授業料・教育充実費を給付（１年毎に審査あり）

制服夏冬一式（ブレザー、
スカート、スラックス、靴下等）

学用品一式（鞄、体育着、
体育館履き、ロッカー等）
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