
2021年度

入試当日について／入学後の学納金について インターネット出願
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本校はよりよい学園環境の整備に資する目的で、学校施設設備拡充資金寄付金を在校生はじめ同窓生、学外賛同者の方に募集
をさせて頂いております。

※尚、入学した年の寄付金は一般に寄付金控除の対象にはなりません。詳細は税務署等にお問い合わせください。

1口100,000円で、2口以上をお願い致します。
頂きます。

◆学校施設設備拡充資金寄付
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◆指定用品・制服等の購入品

当日は、付き添いの方の控え室をご用意しておりますが、スペースに限りがありますのでご承知おきください。また、駐車場
はございませんので、お車での来校はお控えください。昼食の販売はしておりません。ご不明な点がございましたら、本校
へお尋ねください。

◆上層きは不要です。
◆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。
◆電卓、下敷きは使用できません。定規・コンパス・分度器は不用です。
◆付き添いの方とは、当日の時程が全て終了する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。

致します。

試験を欠席される場合、連絡の必要はございません。

□受験票　　□鉛筆（シャープペンシル可）　　□消しゴム

試験の途中で退出した場合、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ときは試験監督にお申し出ください。
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◆入試当日のご案内

※災害等により、本校の入学試験日時等を変更する場合、試験開始日時までにホームページでご案内します。

◆当日の時程

◆入学後の学納金（学費＋預り金）　《月額》

　入学後、PCなどの情報端末機器をご購入頂く予定です。

　英語取り出し授業を受講する場合は、教育充実費（月額10,000円）が別途必要になります。

※上記とは別に積立金として月額全コース14,000円をお預かりします。積立金は修学旅行などの特別行事・特別活動参加費のほか、
　副教材や消耗教材等の購入費などに充当するもので、中学校課程修了時に精算させて頂きます。

【　】は国際生入試（本科／インターナショナルSG／医進・サイエンス）の試験科目です。面接は10：40～です。

次 次

Tel.03-3444-7272   Fax.03-3444-7192

東京メトロ日比谷線広尾駅4番出口すぐ
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◆インターネット出願について

◆出願手続きの方法

■ 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。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的
には使用いたしません。

個人情報保護について

　2021年度の学費及び積立金に一部変更の可能性があります。

本科コース 医進・サイエンスコース／インターナショナルコースSG インターナショナルコースAG
月　額 月　額 月　額

授 業 料 40,000円 40,000円 40,000円
施 設 維 持 費 2,500円 2,500円 2,500円
冷 暖 房 費 2,000円 2,000円 2,000円
図 書 費 200円 200円 200円
視 聴 覚 費 200円 200円 200円
教 育 充 実 費 ̶ 12,000円 22,000円
P T A 会 費 1,000円 1,000円 1,000円
教 育 振 興 費 3,000円 3,000円 3,000円
生 徒 会 費 300円 300円 300円
同 窓 会 費 100円 100円 100円
後 援 会 費 50円 50円 50円
合 計 49,350円 61,350円 71,350円

https://www.hiroogakuen.ed.jp

国際生入試 インターAG回 第1回 第2回 医進・サイエンス回 第3回
試験日 12月17日（木）・18日（金） 2月2日（火） 試験日 2月1日（月） 試験日 2月2日（火） 試験日 2月5日（金）

集合時間 8：30 15：30 集合時間 8：30 15：30 集合時間 15：30 集合時間 8：30
English 【国語】  8：40～  9：30 15：40～16：30 国　語   8：40～  9：30 15：40～16：30 算　数 15：40～16：30 国　語   8：40～  9：30

Mathematics【算数】  9：40～10：30 16：40～17：30 算　数   9：40～10：30 16：40～17：30 理　科 16：40～17：30 算　数   9：40～10：30
Japanese 【面接】10：40～11：10 17：40～18：10 理　科 10：40～11：10 17：40～18：10 国　語 17：40～18：10 理　科 10：40～11：10
Interview 11：20～ 18：20～ 社　会 11：20～11：50 18：20～18：50 社　会 18：20～18：50 社　会 11：20～11：50

（年額または分納の第1期分は2月13日（土）12:00までに納入ください。2期：7月、3期：10月、4期：1月引き落としとなります。)

本校ホームページ 募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置します。

▼

出願サイト
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。
12月受験：11月5日（木）開始　　2月受験：12月21日（月）開始

▼

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。なお、出願後の連絡のため、緊急時にもすぐご確認
いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼

出願情報入力・写真登録
志願者情報、出願入試日程等を入力してください。
マイページから受験者の写真を登録（アップロード）してください。

▼

受験料の支払い方法選択 受験料のお支払いは、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。
12月受験：11月24日（火）9：00開始　　2月受験：1月6日（水）9：00開始

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となり
ます。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイズ・白い紙）してください。
登録した受験者の写真は受験票に添付されます。
12月受験：11月24日（火）9：00開始　　2月受験：1月10日（日）9：00開始

▼

入試当日 受験票をお持ちの上、来校してください。

※ 受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し試験当日お持ちください。

・インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。



入試スケジュール 募集要項［12月受験：国際生入試］

◆募集人員  240名（国際生入試、一般入試合計）

※募集コース名について：AGはアドバンストグループ、SGはスタンダードグループの略です。

募集要項［2月受験：一般入試］

◆募集人員  240名（国際生入試、一般入試合計）

※募集コース名について：AGはアドバンストグループ、SGはスタンダードグループの略です。
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※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますので、ご了承ください。インターネットによる合格発表は、指定時間のみ閲覧可能となります。
※2　英語取り出し授業の希望者のみ「English」の試験を別時間帯に実施します。
※3　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。
※4　一度納入された受験料は返還できません。また、一度出願された試験日とコースは変更できません。
　　　受験資格についてご不明な点がある場合は、必ず出願前にご確認ください。
※5　一度提出された出願書類は返却できません。
※6　一度納入された入学金は返還できません。

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますので、ご了承ください。インターネットによる合格発表は、指定時間のみ閲覧可能となります。
※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　一度納入された受験料は返還できません。また、一度出願された試験回とコースは変更できません。
※4　一度提出された出願書類は返却できません。
　　　12月国際生入試を受験済の方は、提出書類は不要です。
※5　一度納入された入学金は返還できません。

試験区分 国際生 試験区分 第１回 第２回 医進・サイエンス回 インターＡＧ回 第３回

日程 12月17日（木）
12月18日（金） 日程 2月1日（月）

午前
2月1日（月）

午後
2月2日（火）

午後
2月2日（火）

午後
2月5日（金）

午前

11月24日（火）

9：00出願開始

1月6日（水） 9：00受験料納入開始

12月4日（金）
24：00まで

1月10日（日） 9：00出願開始

12月5日（土） 　　　　  必着
　　　　（郵送のみ）

入試前日
24：00まで

提出書類のみ
必着

（郵送のみ）

入試当日
入学試験
8：30集合

入試当日
入学試験
8：30集合

入学試験
15：30集合

入学試験
8：30集合

合格発表日
12月19日（土）

校内掲示
10：00～12：00

インターネット
11：00～13：00

合格発表日

校内掲示
入試翌日

10：00～12：00

インターネット
入試翌日

11：00～13：00

校内掲示
入試翌日

13：30～15：30

インターネット
入試翌日

14：30～16：30

校内掲示
入試翌日

10：00～12：00

インターネット
入試翌日

11：00～13：00

合格証
入学手続書類

受取

12月19日（土）
12月21日（月）

10：00～17：00

12月22日（火）
10：00～14：00

合格証
入学手続書類

受取

10：00～17：00（日曜除く）
2月9日（火）17：00の手続期限までに、お早めにお受け取りください。

12月22日（火）
入学金締切
14：00まで

※1参照

2月9日（火)

入学金締切17：00
※1インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、入学金を納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）
詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

2月13日（土)
学納金締切
12：00まで

※2参照

2月13日（土)

学納金締切12：00まで
※2インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、学納金を納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）
詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

2月16日（火）
入学手続書類

必着
（郵送／窓口）

2月16日（火）
入学手続書類必着（郵送／窓口）

窓口9：00～17：00（土日・祝日除く）

2月20日（土) 新入生説明会 2月20日（土) 新入生説明会

AG
提出書類

提出書類

出願

受験料

受験料

出願

国際生入試

試験日 12月17日（木） 12月18日（金）

集合時間 8：30

募集コース インターナショナルAG 本科／インターナショナルSG／医進・サイエンス

募集人員 30名 10名

昨年度実績を基にした
合格見込数

60名 50名

合格発表※1

（インターネット）

12月19日（土）　校内掲示 10：00～12：00　インターネット 11：00～13：00
合格者には、学園窓口にて合格証ならびに入学手続書類をお渡しいたします。
学園窓口／12月19日（土）21日（月）10：00～17：00　22日（火）10：00～14：00

出願資格
①2008年4月2日～2009年4月1日に生まれた者　② 原則、海外在住経験が1年以上あり、帰国後3年以内であること

③英検2級以上、または、同等以上の英語力を有する者

選考方法
（試験科目・試験時間）

English（英語による出題）　　　　  50分／100点
Mathematics（英語による出題）　　50分／50点
Japanese（日本語による出題）　　  30分／50点
Interview（英語／日本語）　10分（受験生との個人面接）

国語（日本語による出題）　50分／100点  
※2

算数（日本語による出題）　50分／100点
面接（日本語）　10分（受験生との個人面接）

出願期間※3 11月24日（火）9：00 ～ 12月4日（金）24：00
※出願期間中、平日・土日２４時間出願手続きができます。

出願方法
（インターネット）

インターネット出願
学園ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。
受験票は、ご自宅やコンビニエンスストア等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

受験料納入期間 11月24日（火）9：00 ～ 12月4日（金）24：00

受験料※4

（クレジットカード・
コンビニ・ATM)

25,000円（1回）　　　30,000円（2回）
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。
学園窓口でのお支払いはできません。

提出書類※5

（簡易書留又はレターパック）

①現在在籍している学校の最新1年間の成績（英または日）の写し
②海外在学最終1年間の成績表の写し　※ただし、①と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要

③国際生履歴データ（Education History）　※学園HP［国際生募集要項］ページより印刷し、ご記入ください。

④（任意）TOEFLスコア票、英検合格証、地域統一試験結果、優等生表彰状などの写し

提出期間：11月24日（火）～12月5日（土）必着　ご郵送ください。
〒106-0047東京都港区南麻布5-1-14　広尾学園中学校　国際生入試担当者宛 (封筒に受験番号をご記入ください）

特待生制度
成績優秀者は、特待生合格となります。　　特待生：1年間授業料免除（2年次以降年次審査あり）
特待生は、入学金納入とともに「特待生応諾確認書（合格証とともに発行されるもの）」の提出が必要です。

《入学手続きについて》入学金及び学納金を期限までに納入しなかった方、新入生説明会に連絡なしで欠席した方は入学辞退とみなします。

入学手続き①
（入学金納入）※6

12月22日（火）14：00まで　　入学金388,000円
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き②
（学納金納入）

2月13日（土）　12：00まで
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き③
（書類提出）

2月16日（火）　必着
00：9（。いさだく出提に口窓園学は又送郵、上の入記ごを項事要必に類書出提るあに類書続手学入 ～17：00土日・祝日を除く）

※海外在留経験者は、勤務先からの海外在留証明書とパスポートの写しが必要になります。

一般入試

第１回 第２回 医進・サイエンス回 インターＡＧ回 第３回

試験日 2月1日（月） 2月2日（火） 2月5日（金）

集合時間 8：30 15：30 15：30 8：30

募集コース 本　科 本科／インターナショナルSG 医進・サイエンス インターナショナルAG 本科／インターナショナルSG

募集人員 50名 70名（インターナショナルSG）20名を含む 35名 10名 35名（インターナショナルSG）15名を含む

昨年度実績を基にした合格見込数 80名 270名 110名 10名 100名

合格発表※1

校内掲示 翌日10：00～12：00 翌日13：30～15：30 翌日13：30～15：30 翌日10：00～12：00

インターネット 翌日11：00～13：00 翌日14：30～16：30 翌日14：30～16：30 翌日11：00～13：00

00：01（。すましたいし渡おを類書続手学入にびらな証格合てに口窓園学、はに者格合 ～17：00※日曜除く  2月9日（火）までに、お早めにお越しください。）

出願資格
2008年4月2日～2009年4月1日に生まれた者

※インターAG回は英検2級以上、又は同等以上の英語力を有する者

選考方法

第１回～第３回 主要４科目　　国語・算数　各50分／100点　　　理科・社会　各30分／50点

医進・サイエンス回 主要４科目　　算数・理科　各50分／100点　　　国語・社会　各30分／50点

インターAG回
English（英語による出題）　　  50分／100点　　Mathematics（英語による出題） 50分／50点
Japanese（日本語による出題） 30分／50点　　  Interview（英語／日本語） 10分 （受験生との個人面接

　再受験生は免除 ）

出願期間※2

開始 1月10日（日）　9：00

締切 1月31日（日）24：00 2月1日（月）24：00 2月4日（木）24：00

※出願期間中、平日・土日24時間出願手続きができます。

出願方法
インターネット出願

学園ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。
受験票は、ご自宅やコンビニエンスストア等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

受験料納入期間
1月6日(水）9：00～
1月31日（日）24：00

1月6日(水）9：00～
2月1日（月）24：00

1月6日(水）9：00～
2月4日（木）24：00

受験料※3

（クレジットカード・
コンビニ・ATM)

25,000円（同時に出願の場合に限り2回まで）　 30,000円（3回）　 35,000円（4回）　 追加：5,000円（1回につき）
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。
学園窓口でのお支払いはできません。国際生入試出願者も改めて受験料が必要になります。

（インターAG回のみ）
提出書類※4

（簡易書留又はレターパック）

①現在在籍している学校の最新1年間の成績（英または日）の写し
②海外在学最終1年間の成績表の写し　※ただし、①と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要

③国際生履歴データ（Education History）　※学園HP［国際生募集要項］ページより印刷し、ご記入ください。

④（任意）TOEFLスコア票、英検合格証、地域統一試験結果、優等生表彰状などの写し

提出期間：1月10日（日）～2月1日（月）必着　ご郵送ください。
〒106-0047東京都港区南麻布5-1-14　広尾学園中学校インターAG回入試担当者宛（封筒に受験番号をご記入ください）

特待生制度
全ての回で成績優秀者は、特待生合格となります。　　特待生：1年間授業料免除（2年次以降年次審査あり）
特待生は、入学金納入とともに「特待生応諾確認書（合格証とともに発行されるもの）」の提出が必要です。

《入学手続きについて》入学金及び学納金を期限までに納入しなかった方、新入生説明会に連絡なしで欠席した方は入学辞退とみなします。

入学手続き①
（入学金納入）※5

2月9日（火）17：00まで　　入学金388,000円
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き②
（学納金納入）

2月13日（土）　12：00まで
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き③
（書類提出）

2月16日（火）　必着
）く除日祝・日土00：71～00：9（。いさだく出提に口窓園学は又送郵、上の入記ごを項事要必に類書出提るあに類書続手学入

※海外在留経験者は、勤務先からの海外在留証明書とパスポートの写しが必要になります。



入試スケジュール 募集要項［12月受験：国際生入試］

◆募集人員  240名（国際生入試、一般入試合計）

※募集コース名について：AGはアドバンストグループ、SGはスタンダードグループの略です。

募集要項［2月受験：一般入試］

◆募集人員  240名（国際生入試、一般入試合計）

※募集コース名について：AGはアドバンストグループ、SGはスタンダードグループの略です。
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※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますので、ご了承ください。インターネットによる合格発表は、指定時間のみ閲覧可能となります。
※2　英語取り出し授業の希望者のみ「English」の試験を別時間帯に実施します。
※3　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。
※4　一度納入された受験料は返還できません。また、一度出願された試験日とコースは変更できません。
　　　受験資格についてご不明な点がある場合は、必ず出願前にご確認ください。
※5　一度提出された出願書類は返却できません。
※6　一度納入された入学金は返還できません。

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますので、ご了承ください。インターネットによる合格発表は、指定時間のみ閲覧可能となります。
※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　一度納入された受験料は返還できません。また、一度出願された試験回とコースは変更できません。
※4　一度提出された出願書類は返却できません。
　　　12月国際生入試を受験済の方は、提出書類は不要です。
※5　一度納入された入学金は返還できません。

試験区分 国際生 試験区分 第１回 第２回 医進・サイエンス回 インターＡＧ回 第３回

日程 12月17日（木）
12月18日（金） 日程 2月1日（月）

午前
2月1日（月）

午後
2月2日（火）

午後
2月2日（火）

午後
2月5日（金）

午前

11月24日（火）

9：00出願開始

1月6日（水） 9：00受験料納入開始

12月4日（金）
24：00まで

1月10日（日） 9：00出願開始

12月5日（土） 　　　　  必着
　　　　（郵送のみ）

入試前日
24：00まで

提出書類のみ
必着

（郵送のみ）

入試当日
入学試験
8：30集合

入試当日
入学試験
8：30集合

入学試験
15：30集合

入学試験
8：30集合

合格発表日
12月19日（土）

校内掲示
10：00～12：00

インターネット
11：00～13：00

合格発表日

校内掲示
入試翌日

10：00～12：00

インターネット
入試翌日

11：00～13：00

校内掲示
入試翌日

13：30～15：30

インターネット
入試翌日

14：30～16：30

校内掲示
入試翌日

10：00～12：00

インターネット
入試翌日

11：00～13：00

合格証
入学手続書類

受取

12月19日（土）
12月21日（月）

10：00～17：00

12月22日（火）
10：00～14：00

合格証
入学手続書類

受取

10：00～17：00（日曜除く）
2月9日（火）17：00の手続期限までに、お早めにお受け取りください。

12月22日（火）
入学金締切
14：00まで

※1参照

2月9日（火)

入学金締切17：00
※1インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、入学金を納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）
詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

2月13日（土)
学納金締切
12：00まで

※2参照

2月13日（土)

学納金締切12：00まで
※2インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、学納金を納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）
詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

2月16日（火）
入学手続書類

必着
（郵送／窓口）

2月16日（火）
入学手続書類必着（郵送／窓口）

窓口9：00～17：00（土日・祝日除く）

2月20日（土) 新入生説明会 2月20日（土) 新入生説明会

AG
提出書類

提出書類

出願

受験料

受験料

出願

国際生入試

試験日 12月17日（木） 12月18日（金）

集合時間 8：30

募集コース インターナショナルAG 本科／インターナショナルSG／医進・サイエンス

募集人員 30名 10名

昨年度実績を基にした
合格見込数

60名 50名

合格発表※1

（インターネット）

12月19日（土）　校内掲示 10：00～12：00　インターネット 11：00～13：00
合格者には、学園窓口にて合格証ならびに入学手続書類をお渡しいたします。
学園窓口／12月19日（土）21日（月）10：00～17：00　22日（火）10：00～14：00

出願資格
①2008年4月2日～2009年4月1日に生まれた者　② 原則、海外在住経験が1年以上あり、帰国後3年以内であること

③英検2級以上、または、同等以上の英語力を有する者

選考方法
（試験科目・試験時間）

English（英語による出題）　　　　  50分／100点
Mathematics（英語による出題）　　50分／50点
Japanese（日本語による出題）　　  30分／50点
Interview（英語／日本語）　10分（受験生との個人面接）

国語（日本語による出題）　50分／100点  
※2

算数（日本語による出題）　50分／100点
面接（日本語）　10分（受験生との個人面接）

出願期間※3 11月24日（火）9：00 ～ 12月4日（金）24：00
※出願期間中、平日・土日２４時間出願手続きができます。

出願方法
（インターネット）

インターネット出願
学園ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。
受験票は、ご自宅やコンビニエンスストア等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

受験料納入期間 11月24日（火）9：00 ～ 12月4日（金）24：00

受験料※4

（クレジットカード・
コンビニ・ATM)

25,000円（1回）　　　30,000円（2回）
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。
学園窓口でのお支払いはできません。

提出書類※5

（簡易書留又はレターパック）

①現在在籍している学校の最新1年間の成績（英または日）の写し
②海外在学最終1年間の成績表の写し　※ただし、①と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要

③国際生履歴データ（Education History）　※学園HP［国際生募集要項］ページより印刷し、ご記入ください。

④（任意）TOEFLスコア票、英検合格証、地域統一試験結果、優等生表彰状などの写し

提出期間：11月24日（火）～12月5日（土）必着　ご郵送ください。
〒106-0047東京都港区南麻布5-1-14　広尾学園中学校　国際生入試担当者宛 (封筒に受験番号をご記入ください）

特待生制度
成績優秀者は、特待生合格となります。　　特待生：1年間授業料免除（2年次以降年次審査あり）
特待生は、入学金納入とともに「特待生応諾確認書（合格証とともに発行されるもの）」の提出が必要です。

《入学手続きについて》入学金及び学納金を期限までに納入しなかった方、新入生説明会に連絡なしで欠席した方は入学辞退とみなします。

入学手続き①
（入学金納入）※6

12月22日（火）14：00まで　　入学金388,000円
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き②
（学納金納入）

2月13日（土）　12：00まで
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き③
（書類提出）

2月16日（火）　必着
00：9（。いさだく出提に口窓園学は又送郵、上の入記ごを項事要必に類書出提るあに類書続手学入 ～17：00土日・祝日を除く）

※海外在留経験者は、勤務先からの海外在留証明書とパスポートの写しが必要になります。

一般入試

第１回 第２回 医進・サイエンス回 インターＡＧ回 第３回

試験日 2月1日（月） 2月2日（火） 2月5日（金）

集合時間 8：30 15：30 15：30 8：30

募集コース 本　科 本科／インターナショナルSG 医進・サイエンス インターナショナルAG 本科／インターナショナルSG

募集人員 50名 70名（インターナショナルSG）20名を含む 35名 10名 35名（インターナショナルSG）15名を含む

昨年度実績を基にした合格見込数 80名 270名 110名 10名 100名

合格発表※1

校内掲示 翌日10：00～12：00 翌日13：30～15：30 翌日13：30～15：30 翌日10：00～12：00

インターネット 翌日11：00～13：00 翌日14：30～16：30 翌日14：30～16：30 翌日11：00～13：00

00：01（。すましたいし渡おを類書続手学入にびらな証格合てに口窓園学、はに者格合 ～17：00※日曜除く  2月9日（火）までに、お早めにお越しください。）

出願資格
2008年4月2日～2009年4月1日に生まれた者

※インターAG回は英検2級以上、又は同等以上の英語力を有する者

選考方法

第１回～第３回 主要４科目　　国語・算数　各50分／100点　　　理科・社会　各30分／50点

医進・サイエンス回 主要４科目　　算数・理科　各50分／100点　　　国語・社会　各30分／50点

インターAG回
English（英語による出題）　　  50分／100点　　Mathematics（英語による出題） 50分／50点
Japanese（日本語による出題） 30分／50点　　  Interview（英語／日本語） 10分 （受験生との個人面接

　再受験生は免除 ）

出願期間※2

開始 1月10日（日）　9：00

締切 1月31日（日）24：00 2月1日（月）24：00 2月4日（木）24：00

※出願期間中、平日・土日24時間出願手続きができます。

出願方法
インターネット出願

学園ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。
受験票は、ご自宅やコンビニエンスストア等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

受験料納入期間
1月6日(水）9：00～
1月31日（日）24：00

1月6日(水）9：00～
2月1日（月）24：00

1月6日(水）9：00～
2月4日（木）24：00

受験料※3

（クレジットカード・
コンビニ・ATM)

25,000円（同時に出願の場合に限り2回まで）　 30,000円（3回）　 35,000円（4回）　 追加：5,000円（1回につき）
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。
学園窓口でのお支払いはできません。国際生入試出願者も改めて受験料が必要になります。

（インターAG回のみ）
提出書類※4

（簡易書留又はレターパック）

①現在在籍している学校の最新1年間の成績（英または日）の写し
②海外在学最終1年間の成績表の写し　※ただし、①と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要

③国際生履歴データ（Education History）　※学園HP［国際生募集要項］ページより印刷し、ご記入ください。

④（任意）TOEFLスコア票、英検合格証、地域統一試験結果、優等生表彰状などの写し

提出期間：1月10日（日）～2月1日（月）必着　ご郵送ください。
〒106-0047東京都港区南麻布5-1-14　広尾学園中学校インターAG回入試担当者宛（封筒に受験番号をご記入ください）

特待生制度
全ての回で成績優秀者は、特待生合格となります。　　特待生：1年間授業料免除（2年次以降年次審査あり）
特待生は、入学金納入とともに「特待生応諾確認書（合格証とともに発行されるもの）」の提出が必要です。

《入学手続きについて》入学金及び学納金を期限までに納入しなかった方、新入生説明会に連絡なしで欠席した方は入学辞退とみなします。

入学手続き①
（入学金納入）※5

2月9日（火）17：00まで　　入学金388,000円
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き②
（学納金納入）

2月13日（土）　12：00まで
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き③
（書類提出）

2月16日（火）　必着
）く除日祝・日土00：71～00：9（。いさだく出提に口窓園学は又送郵、上の入記ごを項事要必に類書出提るあに類書続手学入

※海外在留経験者は、勤務先からの海外在留証明書とパスポートの写しが必要になります。



入試スケジュール 募集要項［12月受験：国際生入試］

◆募集人員  240名（国際生入試、一般入試合計）

※募集コース名について：AGはアドバンストグループ、SGはスタンダードグループの略です。

募集要項［2月受験：一般入試］

◆募集人員  240名（国際生入試、一般入試合計）

※募集コース名について：AGはアドバンストグループ、SGはスタンダードグループの略です。
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※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますので、ご了承ください。インターネットによる合格発表は、指定時間のみ閲覧可能となります。
※2　英語取り出し授業の希望者のみ「English」の試験を別時間帯に実施します。
※3　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。
※4　一度納入された受験料は返還できません。また、一度出願された試験日とコースは変更できません。
　　　受験資格についてご不明な点がある場合は、必ず出願前にご確認ください。
※5　一度提出された出願書類は返却できません。
※6　一度納入された入学金は返還できません。

※1　お電話による合否のお問い合わせはお答えいたしかねますので、ご了承ください。インターネットによる合格発表は、指定時間のみ閲覧可能となります。
※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　一度納入された受験料は返還できません。また、一度出願された試験回とコースは変更できません。
※4　一度提出された出願書類は返却できません。
　　　12月国際生入試を受験済の方は、提出書類は不要です。
※5　一度納入された入学金は返還できません。

試験区分 国際生 試験区分 第１回 第２回 医進・サイエンス回 インターＡＧ回 第３回

日程 12月17日（木）
12月18日（金） 日程 2月1日（月）

午前
2月1日（月）

午後
2月2日（火）

午後
2月2日（火）

午後
2月5日（金）

午前

11月24日（火）

9：00出願開始

1月6日（水） 9：00受験料納入開始

12月4日（金）
24：00まで

1月10日（日） 9：00出願開始

12月5日（土） 　　　　  必着
　　　　（郵送のみ）

入試前日
24：00まで

提出書類のみ
必着

（郵送のみ）

入試当日
入学試験
8：30集合

入試当日
入学試験
8：30集合

入学試験
15：30集合

入学試験
8：30集合

合格発表日
12月19日（土）

校内掲示
10：00～12：00

インターネット
11：00～13：00

合格発表日

校内掲示
入試翌日

10：00～12：00

インターネット
入試翌日

11：00～13：00

校内掲示
入試翌日

13：30～15：30

インターネット
入試翌日

14：30～16：30

校内掲示
入試翌日

10：00～12：00

インターネット
入試翌日

11：00～13：00

合格証
入学手続書類

受取

12月19日（土）
12月21日（月）

10：00～17：00

12月22日（火）
10：00～14：00

合格証
入学手続書類

受取

10：00～17：00（日曜除く）
2月9日（火）17：00の手続期限までに、お早めにお受け取りください。

12月22日（火）
入学金締切
14：00まで

※1参照

2月9日（火)

入学金締切17：00
※1インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、入学金を納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）
詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

2月13日（土)
学納金締切
12：00まで

※2参照

2月13日（土)

学納金締切12：00まで
※2インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、学納金を納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）
詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

2月16日（火）
入学手続書類

必着
（郵送／窓口）

2月16日（火）
入学手続書類必着（郵送／窓口）

窓口9：00～17：00（土日・祝日除く）

2月20日（土) 新入生説明会 2月20日（土) 新入生説明会

AG
提出書類

提出書類

出願

受験料

受験料

出願

国際生入試

試験日 12月17日（木） 12月18日（金）

集合時間 8：30

募集コース インターナショナルAG 本科／インターナショナルSG／医進・サイエンス

募集人員 30名 10名

昨年度実績を基にした
合格見込数

60名 50名

合格発表※1

（インターネット）

12月19日（土）　校内掲示 10：00～12：00　インターネット 11：00～13：00
合格者には、学園窓口にて合格証ならびに入学手続書類をお渡しいたします。
学園窓口／12月19日（土）21日（月）10：00～17：00　22日（火）10：00～14：00

出願資格
①2008年4月2日～2009年4月1日に生まれた者　② 原則、海外在住経験が1年以上あり、帰国後3年以内であること

③英検2級以上、または、同等以上の英語力を有する者

選考方法
（試験科目・試験時間）

English（英語による出題）　　　　  50分／100点
Mathematics（英語による出題）　　50分／50点
Japanese（日本語による出題）　　  30分／50点
Interview（英語／日本語）　10分（受験生との個人面接）

国語（日本語による出題）　50分／100点  
※2

算数（日本語による出題）　50分／100点
面接（日本語）　10分（受験生との個人面接）

出願期間※3 11月24日（火）9：00 ～ 12月4日（金）24：00
※出願期間中、平日・土日２４時間出願手続きができます。

出願方法
（インターネット）

インターネット出願
学園ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。
受験票は、ご自宅やコンビニエンスストア等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

受験料納入期間 11月24日（火）9：00 ～ 12月4日（金）24：00

受験料※4

（クレジットカード・
コンビニ・ATM)

25,000円（1回）　　　30,000円（2回）
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。
学園窓口でのお支払いはできません。

提出書類※5

（簡易書留又はレターパック）

①現在在籍している学校の最新1年間の成績（英または日）の写し
②海外在学最終1年間の成績表の写し　※ただし、①と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要

③国際生履歴データ（Education History）　※学園HP［国際生募集要項］ページより印刷し、ご記入ください。

④（任意）TOEFLスコア票、英検合格証、地域統一試験結果、優等生表彰状などの写し

提出期間：11月24日（火）～12月5日（土）必着　ご郵送ください。
〒106-0047東京都港区南麻布5-1-14　広尾学園中学校　国際生入試担当者宛 (封筒に受験番号をご記入ください）

特待生制度
成績優秀者は、特待生合格となります。　　特待生：1年間授業料免除（2年次以降年次審査あり）
特待生は、入学金納入とともに「特待生応諾確認書（合格証とともに発行されるもの）」の提出が必要です。

《入学手続きについて》入学金及び学納金を期限までに納入しなかった方、新入生説明会に連絡なしで欠席した方は入学辞退とみなします。

入学手続き①
（入学金納入）※6

12月22日（火）14：00まで　　入学金388,000円
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き②
（学納金納入）

2月13日（土）　12：00まで
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き③
（書類提出）

2月16日（火）　必着
00：9（。いさだく出提に口窓園学は又送郵、上の入記ごを項事要必に類書出提るあに類書続手学入 ～17：00土日・祝日を除く）

※海外在留経験者は、勤務先からの海外在留証明書とパスポートの写しが必要になります。

一般入試

第１回 第２回 医進・サイエンス回 インターＡＧ回 第３回

試験日 2月1日（月） 2月2日（火） 2月5日（金）

集合時間 8：30 15：30 15：30 8：30

募集コース 本　科 本科／インターナショナルSG 医進・サイエンス インターナショナルAG 本科／インターナショナルSG

募集人員 50名 70名（インターナショナルSG）20名を含む 35名 10名 35名（インターナショナルSG）15名を含む

昨年度実績を基にした合格見込数 80名 270名 110名 10名 100名

合格発表※1

校内掲示 翌日10：00～12：00 翌日13：30～15：30 翌日13：30～15：30 翌日10：00～12：00

インターネット 翌日11：00～13：00 翌日14：30～16：30 翌日14：30～16：30 翌日11：00～13：00

00：01（。すましたいし渡おを類書続手学入にびらな証格合てに口窓園学、はに者格合 ～17：00※日曜除く  2月9日（火）までに、お早めにお越しください。）

出願資格
2008年4月2日～2009年4月1日に生まれた者

※インターAG回は英検2級以上、又は同等以上の英語力を有する者

選考方法

第１回～第３回 主要４科目　　国語・算数　各50分／100点　　　理科・社会　各30分／50点

医進・サイエンス回 主要４科目　　算数・理科　各50分／100点　　　国語・社会　各30分／50点

インターAG回
English（英語による出題）　　  50分／100点　　Mathematics（英語による出題） 50分／50点
Japanese（日本語による出題） 30分／50点　　  Interview（英語／日本語） 10分 （受験生との個人面接

　再受験生は免除 ）

出願期間※2

開始 1月10日（日）　9：00

締切 1月31日（日）24：00 2月1日（月）24：00 2月4日（木）24：00

※出願期間中、平日・土日24時間出願手続きができます。

出願方法
インターネット出願

学園ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。
受験票は、ご自宅やコンビニエンスストア等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

受験料納入期間
1月6日(水）9：00～
1月31日（日）24：00

1月6日(水）9：00～
2月1日（月）24：00

1月6日(水）9：00～
2月4日（木）24：00

受験料※3

（クレジットカード・
コンビニ・ATM)

25,000円（同時に出願の場合に限り2回まで）　 30,000円（3回）　 35,000円（4回）　 追加：5,000円（1回につき）
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。
学園窓口でのお支払いはできません。国際生入試出願者も改めて受験料が必要になります。

（インターAG回のみ）
提出書類※4

（簡易書留又はレターパック）

①現在在籍している学校の最新1年間の成績（英または日）の写し
②海外在学最終1年間の成績表の写し　※ただし、①と同じもしくは、海外経験が無い場合は提出不要

③国際生履歴データ（Education History）　※学園HP［国際生募集要項］ページより印刷し、ご記入ください。

④（任意）TOEFLスコア票、英検合格証、地域統一試験結果、優等生表彰状などの写し

提出期間：1月10日（日）～2月1日（月）必着　ご郵送ください。
〒106-0047東京都港区南麻布5-1-14　広尾学園中学校インターAG回入試担当者宛（封筒に受験番号をご記入ください）

特待生制度
全ての回で成績優秀者は、特待生合格となります。　　特待生：1年間授業料免除（2年次以降年次審査あり）
特待生は、入学金納入とともに「特待生応諾確認書（合格証とともに発行されるもの）」の提出が必要です。

《入学手続きについて》入学金及び学納金を期限までに納入しなかった方、新入生説明会に連絡なしで欠席した方は入学辞退とみなします。

入学手続き①
（入学金納入）※5

2月9日（火）17：00まで　　入学金388,000円
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き②
（学納金納入）

2月13日（土）　12：00まで
インターネット入学金、学費等決済サイトへアクセスいただき、納入ください。

（インターネット合格発表からアクセス開始）詳細は、入学手続書類をお受け取りいただき、ご確認ください。

入学手続き③
（書類提出）

2月16日（火）　必着
）く除日祝・日土00：71～00：9（。いさだく出提に口窓園学は又送郵、上の入記ごを項事要必に類書出提るあに類書続手学入

※海外在留経験者は、勤務先からの海外在留証明書とパスポートの写しが必要になります。
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入試当日について／入学後の学納金について インターネット出願
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本校はよりよい学園環境の整備に資する目的で、学校施設設備拡充資金寄付金を在校生はじめ同窓生、学外賛同者の方に募集
をさせて頂いております。

※尚、入学した年の寄付金は一般に寄付金控除の対象にはなりません。詳細は税務署等にお問い合わせください。

1口100,000円で、2口以上をお願い致します。
頂きます。

◆学校施設設備拡充資金寄付

5

◆指定用品・制服等の購入品

当日は、付き添いの方の控え室をご用意しておりますが、スペースに限りがありますのでご承知おきください。また、駐車場
はございませんので、お車での来校はお控えください。昼食の販売はしておりません。ご不明な点がございましたら、本校
へお尋ねください。

◆上層きは不要です。
◆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。
◆電卓、下敷きは使用できません。定規・コンパス・分度器は不用です。
◆付き添いの方とは、当日の時程が全て終了する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。

致します。

試験を欠席される場合、連絡の必要はございません。

□受験票　　□鉛筆（シャープペンシル可）　　□消しゴム

試験の途中で退出した場合、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ときは試験監督にお申し出ください。

1

◆入試当日のご案内

※災害等により、本校の入学試験日時等を変更する場合、試験開始日時までにホームページでご案内します。

◆当日の時程

◆入学後の学納金（学費＋預り金）　《月額》

　入学後、PCなどの情報端末機器をご購入頂く予定です。

　英語取り出し授業を受講する場合は、教育充実費（月額10,000円）が別途必要になります。

※上記とは別に積立金として月額全コース14,000円をお預かりします。積立金は修学旅行などの特別行事・特別活動参加費のほか、
　副教材や消耗教材等の購入費などに充当するもので、中学校課程修了時に精算させて頂きます。

【　】は国際生入試（本科／インターナショナルSG／医進・サイエンス）の試験科目です。面接は10：40～です。

次 次

Tel.03-3444-7272   Fax.03-3444-7192

東京メトロ日比谷線広尾駅4番出口すぐ

6

◆インターネット出願について

◆出願手続きの方法

■ 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。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的
には使用いたしません。

個人情報保護について

　2021年度の学費及び積立金に一部変更の可能性があります。

本科コース 医進・サイエンスコース／インターナショナルコースSG インターナショナルコースAG
月　額 月　額 月　額

授 業 料 40,000円 40,000円 40,000円
施 設 維 持 費 2,500円 2,500円 2,500円
冷 暖 房 費 2,000円 2,000円 2,000円
図 書 費 200円 200円 200円
視 聴 覚 費 200円 200円 200円
教 育 充 実 費 ̶ 12,000円 22,000円
P T A 会 費 1,000円 1,000円 1,000円
教 育 振 興 費 3,000円 3,000円 3,000円
生 徒 会 費 300円 300円 300円
同 窓 会 費 100円 100円 100円
後 援 会 費 50円 50円 50円
合 計 49,350円 61,350円 71,350円

https://www.hiroogakuen.ed.jp

国際生入試 インターAG回 第1回 第2回 医進・サイエンス回 第3回
試験日 12月17日（木）・18日（金） 2月2日（火） 試験日 2月1日（月） 試験日 2月2日（火） 試験日 2月5日（金）

集合時間 8：30 15：30 集合時間 8：30 15：30 集合時間 15：30 集合時間 8：30
English 【国語】  8：40～  9：30 15：40～16：30 国　語   8：40～  9：30 15：40～16：30 算　数 15：40～16：30 国　語   8：40～  9：30

Mathematics【算数】  9：40～10：30 16：40～17：30 算　数   9：40～10：30 16：40～17：30 理　科 16：40～17：30 算　数   9：40～10：30
Japanese 【面接】10：40～11：10 17：40～18：10 理　科 10：40～11：10 17：40～18：10 国　語 17：40～18：10 理　科 10：40～11：10
Interview 11：20～ 18：20～ 社　会 11：20～11：50 18：20～18：50 社　会 18：20～18：50 社　会 11：20～11：50

（年額または分納の第1期分は2月13日（土）12:00までに納入ください。2期：7月、3期：10月、4期：1月引き落としとなります。)

本校ホームページ 募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置します。

▼

出願サイト
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。
12月受験：11月5日（木）開始　　2月受験：12月21日（月）開始

▼

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。なお、出願後の連絡のため、緊急時にもすぐご確認
いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼

出願情報入力・写真登録
志願者情報、出願入試日程等を入力してください。
マイページから受験者の写真を登録（アップロード）してください。

▼

受験料の支払い方法選択 受験料のお支払いは、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。
12月受験：11月24日（火）9：00開始　　2月受験：1月6日（水）9：00開始

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となり
ます。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイズ・白い紙）してください。
登録した受験者の写真は受験票に添付されます。
12月受験：11月24日（火）9：00開始　　2月受験：1月10日（日）9：00開始

▼

入試当日 受験票をお持ちの上、来校してください。

※ 受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し試験当日お持ちください。

・インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。



2021年度

入試当日について／入学後の学納金について インターネット出願

5

本校はよりよい学園環境の整備に資する目的で、学校施設設備拡充資金寄付金を在校生はじめ同窓生、学外賛同者の方に募集
をさせて頂いております。

※尚、入学した年の寄付金は一般に寄付金控除の対象にはなりません。詳細は税務署等にお問い合わせください。

1口100,000円で、2口以上をお願い致します。
頂きます。

◆学校施設設備拡充資金寄付

5

◆指定用品・制服等の購入品

当日は、付き添いの方の控え室をご用意しておりますが、スペースに限りがありますのでご承知おきください。また、駐車場
はございませんので、お車での来校はお控えください。昼食の販売はしておりません。ご不明な点がございましたら、本校
へお尋ねください。

◆上層きは不要です。
◆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。
◆電卓、下敷きは使用できません。定規・コンパス・分度器は不用です。
◆付き添いの方とは、当日の時程が全て終了する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。

致します。

試験を欠席される場合、連絡の必要はございません。

□受験票　　□鉛筆（シャープペンシル可）　　□消しゴム

試験の途中で退出した場合、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ときは試験監督にお申し出ください。

1

◆入試当日のご案内

※災害等により、本校の入学試験日時等を変更する場合、試験開始日時までにホームページでご案内します。

◆当日の時程

◆入学後の学納金（学費＋預り金）　《月額》

　入学後、PCなどの情報端末機器をご購入頂く予定です。

　英語取り出し授業を受講する場合は、教育充実費（月額10,000円）が別途必要になります。

※上記とは別に積立金として月額全コース14,000円をお預かりします。積立金は修学旅行などの特別行事・特別活動参加費のほか、
　副教材や消耗教材等の購入費などに充当するもので、中学校課程修了時に精算させて頂きます。

【　】は国際生入試（本科／インターナショナルSG／医進・サイエンス）の試験科目です。面接は10：40～です。

次 次

Tel.03-3444-7272   Fax.03-3444-7192

東京メトロ日比谷線広尾駅4番出口すぐ

6

◆インターネット出願について

◆出願手続きの方法

■ 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。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的
には使用いたしません。

個人情報保護について

　2021年度の学費及び積立金に一部変更の可能性があります。

本科コース 医進・サイエンスコース／インターナショナルコースSG インターナショナルコースAG
月　額 月　額 月　額

授 業 料 40,000円 40,000円 40,000円
施 設 維 持 費 2,500円 2,500円 2,500円
冷 暖 房 費 2,000円 2,000円 2,000円
図 書 費 200円 200円 200円
視 聴 覚 費 200円 200円 200円
教 育 充 実 費 ̶ 12,000円 22,000円
P T A 会 費 1,000円 1,000円 1,000円
教 育 振 興 費 3,000円 3,000円 3,000円
生 徒 会 費 300円 300円 300円
同 窓 会 費 100円 100円 100円
後 援 会 費 50円 50円 50円
合 計 49,350円 61,350円 71,350円

https://www.hiroogakuen.ed.jp

国際生入試 インターAG回 第1回 第2回 医進・サイエンス回 第3回
試験日 12月17日（木）・18日（金） 2月2日（火） 試験日 2月1日（月） 試験日 2月2日（火） 試験日 2月5日（金）

集合時間 8：30 15：30 集合時間 8：30 15：30 集合時間 15：30 集合時間 8：30
English 【国語】  8：40～  9：30 15：40～16：30 国　語   8：40～  9：30 15：40～16：30 算　数 15：40～16：30 国　語   8：40～  9：30

Mathematics【算数】  9：40～10：30 16：40～17：30 算　数   9：40～10：30 16：40～17：30 理　科 16：40～17：30 算　数   9：40～10：30
Japanese 【面接】10：40～11：10 17：40～18：10 理　科 10：40～11：10 17：40～18：10 国　語 17：40～18：10 理　科 10：40～11：10
Interview 11：20～ 18：20～ 社　会 11：20～11：50 18：20～18：50 社　会 18：20～18：50 社　会 11：20～11：50

（年額または分納の第1期分は2月13日（土）12:00までに納入ください。2期：7月、3期：10月、4期：1月引き落としとなります。)

本校ホームページ 募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置します。

▼

出願サイト
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。
12月受験：11月5日（木）開始　　2月受験：12月21日（月）開始

▼

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。なお、出願後の連絡のため、緊急時にもすぐご確認
いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼

出願情報入力・写真登録
志願者情報、出願入試日程等を入力してください。
マイページから受験者の写真を登録（アップロード）してください。

▼

受験料の支払い方法選択 受験料のお支払いは、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。
12月受験：11月24日（火）9：00開始　　2月受験：1月6日（水）9：00開始

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能となり
ます。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイズ・白い紙）してください。
登録した受験者の写真は受験票に添付されます。
12月受験：11月24日（火）9：00開始　　2月受験：1月10日（日）9：00開始

▼

入試当日 受験票をお持ちの上、来校してください。

※ 受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し試験当日お持ちください。

・インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。




