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●出願手続きの方法

インターネット出願の流れ

本校ホームページに出願サイトのバナーを設置します。【１２月２０日】

●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。
■ご自宅で出願手続きができます。
■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払方法が選べます。

■システムに関するお問合せは、出願サイト内の画面右下にある「お問合せ先」へご連絡ください。
（24時間対応）

※募集要項内容に関するお問合せは、本校へ受付時間内にご連絡ください。

本校ホームページ

出願サイト

ＩＤ(メールアドレス)登録

顔写真データ
アップロード(任意)

出願情報入力

検定料支払方法選択

受験票印刷

出願書類郵送

入試当日

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さい。

メールアドレスをIDとして登録してください。すでに、「mc共通ID」をお持ちの方、ま
たはイベント予約をされた方は、同じIDをご利用ください。尚、緊急連絡時にもすぐ
ご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

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。)アップロードしない場合は、受験票
印刷後に受験票・写真票に受験生の写真（４ｃｍ×３ｃｍ）を貼付してください。
（無背景・無帽・カラー ３か月以内に撮影したものに限る）

志願者情報を入力し、入試日程等を選択してください。

検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM(ペイ
ジー)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。

検定料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイトのマイページから受
験票の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。
各入試の出願期間内に印刷ができます。(A４サイズ ヨコ 白い紙)
※推薦入試は１月１５日から、併願優遇入試・一般入試は１月２５日（D日程は２月１０
日）から印刷可能です。

出願書類は、本校所定の封筒（または市販の角２封筒）に入れて、受験票と一緒
に印刷される「宛名票」を貼り、「簡易書留」で期日までに郵送してください。本校所
定の封筒を使用された場合は、切手の貼り付けは必要ありません。

受験票をお持ちの上、来校してください。

〈インターネット出願 使い方ガイド〉

インターネット出願 写真アップロード手順 受験票印刷手順
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特待制度 推薦１、併願優遇の受験者で下記の条件を満たす方には、給付型奨学金制度が適用されます。 

      学力検査(併願優遇･一般･チャレンジ)の結果により、特待制度を適用する場合があります。 

特待種別 SS 特待 S 特待 A 特待 B 特待 C 特待 

第３学年 

評定 

(加点利用

不可) 

９科 43 かつ 

５科 24 以上 

９科 42 かつ 

５科 23 以上 

９科 37 かつ 

５科 21 以上 

９科 34 かつ 

５科 20 以上 

９科 32 かつ 

５科 18 以上 

出席状況 ３年間 欠席 総数 20 日以内・３年間 遅刻早退 総数 20 回程度 

免除・ 

奨学金 

入学金･施設費 

(32 万円） 

特別奨学金 

(年 60 万円) 

修学旅行費 

入学金･施設費 

(32 万円） 

特別奨学金 

(年 60 万円)  

入学金･施設費 

(32 万円) 

特別奨学金 

(年 30 万円) 

入学金･施設費 

(32 万円) 

入学金 

(25 万円) 

 

期間 ３年間 
１年間 

(１年単位で見直し) 

１年間 

(１年単位で見直し) 
入学時 入学時 

※ 入学金をお支払い後に、特待制度が適用された場合は、後日返金させていただきます。 

 

チャレンジ試験 特待制度の適用や上位コースへの入学資格の取得を目指す制度です。 

一般入試Ｄ日程を除く合格者が対象です。希望者のみで検査料は無料です。 

Web(インターネット)出願期間 2 月 14 日(月) ～ 2 月 21 日(月) 

検査日 2 月 23 日(水･祝) 

検査内容 英語・国語・数学  ２科目（英語・国語 又は 英語・数学） 

結果発表 2 月 24 日(木) 10：00 予定（Web） 

[出願] ①上記出願期間に本校ホームページより出願サイトにアクセスし、改めて出願をしてください。 

     前回受験番号を入力する欄があります。お支払い画面では、検定料が０円になっています。 

     上位コースを希望する場合は、合格しているコースの一つ上のコースを選んでください。 

     （国際教養、STEAM 理数 合格者⇒ プログレス） 

     （グローバル、サイエンス、アスリート、文理 合格者⇒ 国際教養 または STEAM 理数） 

※検査結果によっては、プログレスコースへの入学が認められることもあります 

②受験票を印刷し、試験日に持参してください。（払込みや出願書類の郵送は必要ありません） 

[試験]  試験日  2 月 23 日(水・祝)   

会場   自由ヶ丘学園高等学校   

集合時間  8：45（8：00 開門） 

8：45 集合 

9：00～9：50 英語 

10：05～10：55 国語 又は 数学 

  

持ち物  ※昼食・上履きは必要ありません。 

・受験票（チャレンジ試験用） 

・筆記用具（HB や B の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）※定規･分度器･コンパス等は使用不可 

◎新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた変更あり 

※国語と数学はその場で問題を見て 
選んでいただきます 

◎新型コロナウイルス感染の社会情勢を踏まえた変更あり 
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インフルエンザ・新型コロナウィルス等学校感染症罹患者に対する対応 

 

インフルエンザウィルス等、学校感染症に罹患し受験ができない場合は、試験開始までに中学校の先

生よりその旨を広報部にお電話ください。推薦入試、併願優遇入試、一般入試の全日程において、別日

に追試験を実施いたします。（新型コロナウィルス濃厚接触となった場合も別日に追試験を行いますので、

試験開始までに中学校の先生よりお電話をください） 

また、都立高校との併願をされていて、学校感染症罹患者として都立高校の一次募集及び分割前期募

集を受験できなかった場合には、3 月 2 日までに中学校の先生より広報部にお電話ください。本校では、

受験する学校の二次募集及び分割後期募集の合格発表まで入学手続締切日を延長いたします。なお、入

学準備の都合上それ以降の対応はできませんので、ご了承ください。 

（神奈川県・埼玉県・千葉県の公立高校を受験の場合も同様に対応をいたします。詳細は広報部まで、 

お問い合わせください。） 

（広報部 電話 03-4330-2530） 

 

 

 

 

試験欠席・入学辞退についてのお願い 

 

本校入学試験を欠席される場合は、試験開始までに広報部にご連絡ください。 

 また、合否発表後に入学を辞退される場合は、入学手続締切日までに広報部にご連絡ください。 

 どちらの場合も、中学校の先生または保護者、受験生本人のいずれかよりご連絡ください。 

  

<ご連絡方法> 

 電話または FAX、郵送でご連絡ください。 

 保護者や受験生が FAX、郵送の場合は、巻末の「試験欠席・入学辞退届」をお使いください。 

「試験欠席・入学辞退届」は、本校ホームページの「各種書類ダウンロード」から印刷もできます。 

 

（広報部 電話 03-4330-2530） 

（FAX 03-3718-5943） 

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘２－２１－１ 

自由ヶ丘学園高等学校 広報部 

 

  

◎新型コロナウイルス感染の社会情勢を踏まえた変更あり 
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中学校の先生方へのお願い （自由ヶ丘学園高等学校の受験に関して） 

 

〔推薦書について〕 

推薦入試１・２における推薦書は、巻末の本校様式です。用紙は入試相談でお渡しいたします。 

 

〔調査書について〕 

全ての入試における調査書は、公立高校用、または東京都私立中学高等学校協会標準様式（下記 URL

参照）をご使用ください。 

https://www.tokyoshigaku.com/upload/2021/75899b50ae25ab640ad406ccf80e392a.xls 

ただし、一般入試のために作成された調査書に 3 年次における出欠の記録の記載がない場合は、本

校所定の様式「出欠の記録」(巻末)も作成のうえ調査書に同封してください。なお、「出欠の記録」は、

本校ホームページの「各種書類ダウンロード」からも印刷できます。 

また、複数回受験の場合の調査書は 1 通で結構です。（２回目の出願では調査書は不要です） 

その他、記入に関するご質問は、本校広報部までお問い合わせください。 

（広報部 電話 03-4330-2530） 

 

 

〔インフルエンザ・新型コロナウィルス等学校感染症罹患者に対する対応〕 

インフルエンザウィルス等、学校感染症に罹患し受験ができない場合は、試験開始までに中学校の 

先生よりその旨を広報部にお電話ください。推薦入試、併願優遇入試、一般入試の全日程において、 

別日に追試験を実施いたします。（新型コロナウィルス濃厚接触となった場合も別日に追試験を行いま 

すので、試験開始までに中学校の先生よりお電話をください） 

また、都立高校との併願をされていて、学校感染症罹患者として都立高校の一次募集及び分割前期 

募集を受験できなかった場合には、3 月 2 日までに中学校の先生より広報部にお電話ください。本校で 

は、受験する学校の二次募集及び分割後期募集の合格発表まで入学手続締切日を延長いたします。 

なお、入学準備の都合上それ以降の対応はできませんので、ご了承ください。 

（神奈川県・埼玉県・千葉県の公立高校を受験の場合も同様に対応をいたします。詳細は広報部まで、 

お問い合わせください。） 

（広報部 電話 03-4330-2530） 

 

 

〔試験欠席・入学辞退についてのお願い〕 

本校入学試験を欠席される場合は、試験開始までに広報部にご連絡ください。 

  また、合否発表後に入学を辞退される場合は、入学手続締切日までに広報部にご連絡ください。 

  どちらの場合も、中学校の先生または保護者、受験生本人のいずれかよりご連絡ください。 

（広報部 電話 03-4330-2530） 

◎新型コロナウイルス感染の社会情勢を踏まえた変更あり 

https://www.tokyoshigaku.com/upload/2021/75899b50ae25ab640ad406ccf80e392a.xls

