
令和4年度入試（2022年度入試）

生徒募集要項
推薦入試・一般入試

募集人数

　普通科 特別進学コース  男女　 80名
　普通科 進学Ａコース    男女　240名
　普通科 進学Ｇコース    男女　200名
　普通科 スポーツコース  男子　 80名

　　　　　学校法人　守屋育英学園

関東第一高等学校
　https://www.kanto-ichiko.ac.jp/

　〒132-0031
　東京都江戸川区松島二丁目10番11号
 　　  学校代表電話　03-3653-1541
 　　  広報直通電話　03-3653-1680
 　　  広報直通FAX   03-3653-2394
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【窓口受付時間】9:00～15:00

　※日曜日・第二土曜日・第四土曜日・祝日は窓口受付を行いません

制服代金支払締切 2/10(木) 3/11(金)

制服採寸日 2/13(日) 3/13(日)

入学手続★
1/25(火)～1/26(水) 1/25(火)～3/8(火)

上記の日程内の窓口受付時間

選考方法 調査書・校長推薦書・適性検査・個人面接を総合的に判定

合格発表★ 1/24(月)12:00～（インターネットでの発表のみ）

適性検査

　　　英語　 9:00～ 9:50（マークシート形式・一部記述、100点満点）

　　　国語　10:15～11:05（マークシート形式・一部記述、100点満点）

　　　数学　11:30～12:20（マークシート形式・一部記述、100点満点）

個人面接 　　　13:05～（終了後帰宅）

入

学

試

験

入試日 　1/22(土)

持ち物
　　　　　受験票･HB以上の濃い鉛筆･消しゴム･定規･コンパス･昼食

　　　　　※三角定規は不可、上履き不要

集合時間
　　　　　8:40着席（開門8:00）

　　　　　※8:00より前には校舎に入れません

入学試験要項（推薦入試）
★の項目は当冊子3ページ以降の該当箇所を参照のこと

入試区分 第一志望推薦
併願推薦

（東京都・神奈川県の生徒は対象外です）

　　上記出願書類を角2封筒に封入し、封筒表面に「宛名票」を貼付の上、

　　「簡易書留＋速達」にて出願締切日必着で郵送してください。

　　※窓口持参での出願は一切受領いたしません。

出願締切日 1/19(水)必着

出願関係書類

の印刷

　　　1/15(土)0:00より、出願サイトから「入学願書＋受験票＋宛名票」を

　　　ダウンロード・印刷していただきます。

出願書類★ 入学願書・調査書・校長推薦書

出願方法

入試相談★ 必要

募集人数 募集人数の半分を推薦入試で募集します

出願サイト

への登録★

出

願

出願基準★ あり

12/20(月)0:00～1/16(日)23:59
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制服採寸日 3/6(日) 3/13(日)

【窓口受付時間】9:00～15:00

　※日曜日・第二土曜日・第四土曜日・祝日は窓口受付を行いません

選考方法 調査書・学科試験・個人面接を総合的に判定

合格発表★ 2/13(日)12:00～（インターネットでの発表のみ）

入学手続★
2/14(月) 2/14(月)～3/2(水) 2/14(月)～3/8(火)

上記の日程内の窓口受付時間

入

学

試

験

　　　　　※8:00より前には校舎に入れません

学科試験

　　英語　 9:00～ 9:50（マークシート形式・一部記述、100点満点）

　　国語　10:15～11:05（マークシート形式・一部記述、100点満点）

　　数学　11:30～12:20（マークシート形式・一部記述、100点満点）

個人面接 　　13:05～（終了後帰宅）

1/29(土)必着 2/5(土)必着

入試日 2/11(金祝)
　2/10(木)または2/11(金祝)

　※受験生の希望で選択

持ち物
　　　　　受験票･HB以上の濃い鉛筆･消しゴム･定規･コンパス･昼食

　　　　　※三角定規は不可、上履き不要

集合時間

不要

募集人数 募集人数の半分を一般入試で募集します

出願サイト

への登録★
12/20(月)0:00～1/26(水)23:59

12/20(月)0:00

～2/2(水)23:59

入試区分 第一志望優遇
併願優遇

（東京都・神奈川県対象）
フリー

出

願

出願基準★ あり なし

入試相談★ 必要

　　上記出願書類を角2封筒に封入し、封筒表面に「宛名票」を貼付の上、

　　「簡易書留＋速達」にて出願締切日必着で郵送してください。

　　※窓口持参での出願は一切受領いたしません。

出願締切日

出願関係書類

の印刷

　　　1/25(火)0:00より、出願サイトから「入学願書＋受験票＋宛名票」を

　　　ダウンロード・印刷していただきます。

出願書類★ 入学願書・調査書

入学試験要項（一般入試）
★の項目は当冊子3ページ以降の該当箇所を参照のこと

制服代金支払締切 3/4(金) 3/11(金)

　　　　　8:40着席（開門8:00）

出願方法
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第一志望推薦・併願推薦・第一志望優遇・併願優遇の出願者（スポーツコース出願者を除く）は、入試相

談により決まった出願コース以外に入学したいコースがある場合、出願サイトへの出願情報の入力の際に

登録できます。コースごとに算出した「合格基準点」に達していればチャレンジしたコースで合格するこ

とができます。なお、進学Ｇコースに出願し、特別進学コースにチャレンジした場合、進学Ａコースで合

格する場合があります。また、合格したコースでの入学手続となりますので予めご了承ください。

スポーツコースの入試区分は第一志望推薦入試または第一志望優遇入試です。

・ 併願推薦入試・併願優遇入試の出願者は、本校以外の高校を複数校出願・受験することができます。

但し本校入学手続き締切日の翌日以降に合格発表がある高校を受験することはできません。

【チャレンジ合格判定制度】

推薦入試出願者は原則として本校の一般入試への出願はできません。

併願優遇入試出願者は本校のフリー入試に出願することはできません。

本校ホームページよりＡ4サイズでダウンロード・印刷し、中学校に作成依頼してください。

【入試相談】

出願希望者が在籍する中学校と本校との間の相談です。公立中学校（公立中高一貫校を除く）在籍の生徒

が、第一志望推薦・併願推薦・第一志望優遇・併願優遇で本校に出願する場合に必要です。フリー入試で

出願する場合には不要です。本校の出願基準に達しているか、どのような中学校生活を送ってきた生徒な

のかなどを確認し、「合格の可能性」をお伝えする場です。この入試相談により入試区分と出願コースが

決まります。なお、国立・私立・公立中高一貫校・海外校などの在籍生が第一志望推薦・併願推薦・第一

志望優遇・併願優遇での出願を希望する場合には個別にご相談ください。

【出願上の注意点】

東京都及び神奈川県の中学校在籍生は原則として併願推薦入試に出願することはできません。

【出願サイトへの登録】（インターネット）

　本校ホームページ経由で開設します。出願情報の入力・顔写真デジタルデータアップ

　ロード・検定料決済（20,000円）・合格発表のパスワードの設定などを行います。

　※顔写真のデジタルデータ：正面・無帽・無背景、顔がはっきり判明できるもの

　※検定料の決済方法：クレジットカード・コンビニエンスストア支払い・ペイジー

【調査書に関して】

・フリー入試：「本校指定様式」

・フリー入試以外：「公立高校提出用」または「本校指定様式」のいずれでも可

※「本校指定様式」は本校ホームページ経由で出力してください

※誤って「調査書記載事項証明書」を郵送しないようご注意ください

【校長推薦書に関して】
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【入学手続時納入金決済】

本校ホームページ経由で「入学手続時納入金決済サイト」へ進み、入学手続時納入金の支払いを完了して

ください。支払いが完了すると、「支払い完了メール」が届きます。

【インフルエンザ・新型コロナなどへの対応】

インフルエンザ感染・新型コロナウイルス関連・その他の事情により本来の入試を受験できなかった場合

には、在籍中学校校長からの申し出により本校校長の許可の下救済措置をお取りします。

【合格発表】

合格発表はインターネットのみで行います。合格発表期間内に、本校ホームページ経由で「合格発表サイ

ト」へ進み、確認してください。その際、受験番号とパスワード（出願サイトに登録したもの）が必要で

す。合否に関してのお電話でのお問い合わせには応じかねます。所定の方法で合格発表をご覧いただけな

い場合には、窓口受付時間に受験票ご持参の上、本館1階事務室までお越しください。

【合格通知書の印刷】

合格発表サイト内「合否照会画面」の「通知書」ボタンよりお進みください。ダウンロード・印刷してい

ただくことができます。

【入学手続】

下記2点をご持参の上、入学手続期間の窓口受付時間にご来校ください。

①受験票

②「支払い完了メール」を印刷したもの

【登校日 3/20(日)】生徒・保護者（1時間半から2時間程度となる予定です）

・進学Ｇコース・スポーツコース… 8:40～

・特別進学コース・進学Ａコース…13:30～

【入学式 4/8(金)】

江戸川区総合文化センター　9:20集合、10:00開式

【フリー入試の出願コースとスライド合格判定】

入学希望のコースを「出願のコース」としてお選びください。出願コースの合格基準点に達していなかっ

た場合に、他のコースにスライド合格となる場合があります。

・特別進学コースに出願：進学Ａコース・進学Ｇコースにスライド合格することがあります

・進学Ａコースに出願：進学Ｇコースにスライド合格することがあります

※スライド合格の場合の合格基準点は、スライドでない場合の合格基準点と同一です

　（スライド合格の場合に不利に扱われることはありません）



上記は「予定」です。必ず「令和4年度（2022年度）二次入試生徒募集要項」でご確認ください。
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二次入試① 3/1(火)〜3/2(水) 3/3(木) 3/3(木)16:00〜 3/4(金)9:00〜15:00

二次入試② 3/1(火)〜3/9(水) 3/10(木) 3/10(木)16:00〜 3/11(金)9:00〜15:00

※授業料は、規定額を納入していただいたのちに就学支援金を還付します。

※納入された納付金は、原則として返金いたしません。

※入学後の納入金は、年額を10回分割（4月～1月）にて、銀行口座振替により納めていただきます。

【入学者納入金】2021年度（2022年度は変更する場合があります）

・入学手続時納入金

・授業料（年額）

・施設設備費（年額）

・諸会費（年額）

・修学旅行積立金（年額）

265,000円

404,400円

192,000円

22,000円

100,000円

（内訳：入学金　220,000円、入学諸費  45,000円）

【家計急変家庭への学費減免】

本校に入学後保護者の家計が急変した場合、別に定める要件および手続き等に基づき、授業料等の減免を

受けることができる場合があります。

【奨学生制度】

本校の奨学生制度に基づき、スポーツ奨学生として認定する場合があります。

【大村奨学金】

卒業生の遺贈に基づく奨学金給付制度で、交換留学資金・大学進学資金に充てられます。

【参考・予定　二次入試に関して】

入試名称 出願 入試日 合格発表 入学手続

【緊急時の連絡に関して】

天候・疫病・交通機関の乱れなどによる緊急時の連絡は、Twitter（@Kanto_jukensei）・出願サイトに

ご登録のメールアドレス・本校ホームページにて行います。

【入学後のクラブ活動(部活動)への参加(入部)について】

硬式野球部・サッカー部・男子バドミントン部・ハンドボール部・男子バレーボール部への入部は原則と

してスポーツコース生のみです。他のクラブへの参加には在籍コース上の制限はありません。

【ご来校時のお願い】

入試日や各種お手続きで本校にご来校の際にはマスク着用でお願いいたします。また近隣のご迷惑となり

ますので自家用車でのご来校はご遠慮ください。
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特待３ 免除 なし ５科２０ ５科２１

※上記学業特待は入学後初年度(1学年)に適用し、進級時(2学年･3学年)には規定に基づき再度選考･認定します

※当規定以外に入学試験の高得点者の中から調査書・面接試験が良好な者を「特待１」として選考する場合があります

※学業特待生　認定対象者

　・成績基準を満たし中学校と本校との間の「入試相談」を経て対象のコースに出願・合格の者

　・本校の校訓である「貫行」の精神を十分に理解し、他の生徒の模範として規律正しい生活を送ることができる者

　・大学進学に向けて3年間真摯に努力できる者

特待１ 免除
全額免除

（就学支援金を除く）
５科２４ ５科２５

特待２ 免除
半額免除

（就学支援金を除く）
５科２２ ５科２３

（共通要件）

　・人物に優れ、規律正しい学校生活を送ることができる者

　・成績は３年の１学期または２学期（２期制の中学校は、前期または後期中間）の内申

　・中学１年次・２年次・３年次での欠席がそれぞれ１０日以内であること

　・９科に１の評定がないこと

　・５科は、国語・社会・数学・理科・英語

（内申加点項目に関して）

　・中三１年間皆勤：中３の４月～11月30日までの期間、遅刻０日、早退０日、欠席０日の者

　・同窓生親族加点：兄・姉・父・祖父・曽祖父・おじ・おば・いとこが本校卒業または在学中である者

◆学業特待生制度 成績基準 対象：特別進学コース･スポーツコース　内申加点：英検準２級以上（＋２）

特待ランク

特待内容 成績基準

入学金 授業料
第一志望推薦

第一志望優遇

併願推薦

併願優遇

進学Ｇコース ５科１５ ５科１６

　英検準２級以上：＋２　部活動３年間　：＋１

　英検３級　　　：＋１　生徒会役員　　：＋１

　数検３級以上　：＋１　中三１年間皆勤：＋１

　漢検３級以上　：＋１　同窓生親族　　：＋１

スポーツコース

対象：硬式野球･サッカー･バ

ドミントン･バレーボール･ハ

ンドボール

５科１５ 　スポーツ実績　：＋２

特別進学コース ５科２０ ５科２１ 　英検準２級以上：＋２

進学Ａコース ５科１７ ５科１８
　英検準２級以上：＋２　数検３級以上　：＋１

　英検３級　　　：＋１　漢検３級以上　：＋１

併願推薦

併願優遇

内申加点項目

（いずれか１項目）

関東第一高等学校　令和4年度入試　出願基準

◆コース別成績基準

当出願基準は、公立中高一貫校を除く市区町村立中学校在籍者用です

（国立･私立･公立中高一貫校･海外などの方は別途ご相談ください）

コース
第一志望推薦

第一志望優遇



2021/09/29版（第四版）


