
 

 

2023(令和 5)年度 

 

 

 

 

生徒募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 

〒206-0022 東京都多摩市聖ヶ丘 4-1-1 

TEL 042-372-9393 

 

アクセス 
 
京王相模原線を利用の場合 京王永山駅下車 京王バス 2 番乗り場（12 分） 

・聖ヶ丘団地行き 

・聖ヶ丘団地経由聖蹟桜ヶ丘駅行き 
「多摩大学」下車 小田急多摩線を利用の場合 小田急永山駅下車 

京王線を利用の場合 聖蹟桜ヶ丘駅下車 
京王バス 12 番乗り場（16 分） 

・聖ヶ丘団地経由永山駅行き 

※永山駅及び聖蹟桜ヶ丘駅よりスクールバスを運行します。運行時間はホームページにてご案内いたします 



2月2日(木)

午前

20名(男女)

1月10日(火) 0:00

～

2月2日(木) 8:30

20,000円

【適性Ⅰ】

国語(100点 50分） 国語(100点 50分） 国語(100点 50分） 国語(100点 50分） 国語(100点 50分） 国語 20分 作文型

算数(100点 50分） 算数(100点 50分） 算数(100点 50分） 算数(100点 50分） 算数(100点 50分） 算数 20分 100点 45分

【適性Ⅱ】

国語(100点 50分） 国語(100点 50分） 資料型

算数(100点 50分） 算数(100点 50分） 100点 45分

 理科　50点  理科　50点

 社会　50点  社会　50点

8:30

国語

算数

理科･社会

適性Ⅰ作文型 8:55～9:40

適性Ⅱ資料型 10:00～10:45

基礎学力

リスニング

2月2日(木)

18:30

公立中学校合格発表日

の15:00まで入学金納

入を延納できます。

入学準備会 　　　　　　2月11日(土･祝）※入学に関する説明および制服採寸を行います

2月6日(月) 17：00 締切

　2023（令和5）年度　　　　　　　　　　生徒募集要項

入学手続

上記期日内に入学金250,000円を指定の入学金決済サイトより納入してください。

特待生制度 入学試験の成績が優秀な受験生は特待生に認定し、１年間の授業料を免除します。(特待生の認定は年度ごとに行います)

2月4日(土)

【Web】 18:00 22:00 22:00 22:00 16:00 18:00

合格発表 2月1日(水) 2月1日(水) 2月3日(金) 2月4日(土) 2月5日(日)

持ち物 受験票、写真票、筆記用具、上履き

10:00～10:50 17:00～17:50 17:00～17:50 17:00～17:50 11:10～12:00

11:10～12:10 12:20～13:20
試

験

時

間

 8:50～ 9:40 15:50～16:40 15:50～16:40 15:50～16:40 10:00～10:50

※8:30から得点アッ

プのための直前アドバ

イス講座を教科ごとに

行います。

　参加は自由です。

採点基準･達成度がわかる

添削答案を試験日21:00ま

でにメールまたはFAXで返

送します。得点開示では

ありません。

10:00～10:45
※10:20~10:25

問題配付・答案回収

11:05～11:45

集合時間 8:30 15:30 15:30 15:30 ※9:40 9:40

2月5日(日) 9:40 2月4日(土) 9:40

出願方法 　　【Web出願】本校ホームページから出願サイトにアクセスしてください。

受験料
　　　　　　１回出願・・・・・・・・20,000円

　　　　　　複数回同時出願・・・・・30,000円（全ての回を受験できます）
20,000円

試験科目

【2教科】 【2教科】 【2教科】 【2教科】 【2教科】 【基礎学力】

または または

【4教科】 【4教科】 【リスニング】

40分

10名(男女)

出願期間

1月10日(火) 0:00 1月10日(火) 0:00 1月10日(火) 0:00 1月10日(火) 0:00 1月10日(火) 0:00 1月10日(火) 0:00

～ ～

募集人員 30名(男女) 30名(男女) 10名(男女) 10名(男女) 10名(男女)

～ ～ ～ ～

1月31日(火) 23:00 2月1日(水) 15:30 2月3日(金) 15:30 2月4日(土) 15:30

試験日
2月1日(水) 2月3日(金) 2月4日(土) 2月5日(日)

出願資格
　① 2023年3月小学校卒業見込みの者

　② 入学後、保護者もしくはそれに準ずるところから通学可能な者

入試種別
一般入試

適性型入試リスニング入試
第１回 第２回

2月4日(土)

午前 午後 午後 午後 午前 午前

第３回 第４回 第５回

60分 60分



 出願方法について（Web 出願のみ）                             
 

① 出願期間になりましたらホームページから出願サイトにアクセスし、画面の指示に従って出願情報

を入力してください。 

② 受験料の支払い方法（クレジットカード･コンビニエンスストア等を選択し、支払いを完了してく

ださい。別途手数料がかかります。 

なお、納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。 

③ 支払い完了メールを確認してください。 

④ 出願サイトから「受験票」・「写真票」を A4 サイズの用紙で印刷してください。 

（写真票に貼り付ける写真は、縦 4 ㎝×横 3 ㎝、カラー･白黒どちらでも可、正面上半身、6 か月以

内に撮影されたものとし、裏面に氏名を記入して貼り付けてください。写真データをアップロード

して印刷すると写真入りで印刷されます。その際は写真貼付不要です。） 

⑤ 試験当日は「受験票」と「写真票」を切り離してご持参してください。「写真票」は試験会場で回収

します。 

※すべての回の一般入試を出願されている場合は、初回のみ「写真票」を回収します。2 回目以降

は「受験票」のみご持参ください。（写真票は不要です） 

ただし、追加で出願した場合は、改めて「受験票」と「写真票」を印刷してご持参ください。 

 

 受験上の注意                                       
 

持ち物について 

  ・受験票 ・写真票 ・筆記用具 ・上履き 

 ※試験室には電波時計が設置されています。腕時計等を持参する場合はアラーム音が出ないように

してください。 

 

控室について 

  控室の開場時間は 7:00（2 月 3 日は 14:00）です。試験会場の入場時間になりましたら受験生を

試験会場へ誘導いたします。保護者の方は試験会場には入場できませんので控室でお待ちください。

控室での飲食は可能です。構内にセブンイレブンがございますのでご利用ください。 

 

試験会場での飲食について 

 試験会場での食事は禁止です。ただし、休憩時間に限り水分補給、ゼリー系栄養補給、のど飴をな

めることは可能です。 

 

携帯電話･スマートフォンについて 

  試験会場への持ち込みは禁止しておりませんが、試験会場での使用は休憩時間も含めて禁止します。

必ず電源を「オフ」にしておいてください。（マナーモード不可。） 

 

遅刻・体調不良の場合について 

  公共交通機関の遅延による遅刻や体調不良等の場合には別室受験で対応いたします。 

 

入試に関わる時間変更等の緊急連絡について 

  入学試験当日に天候、地震、災害等により試験の開始時刻を変更する場合は当日 6:30 までにホー

ムページでお知らせします。 

  

 

 今後の状況次第で予定が変更になる場合があります。随時ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 



 自家用車の利用について（お願い）                                         
 

構内に駐車スペースがございませんので公共の交通機関及びスクールバスをご利用ください。 

ただし、送りのみ自家用車、タクシーの入構を認めます。入構可能時間は午前試験の場合 7:00～

10:00、午後試験の場合 14:00～16:00 とします。 

なお、本校構内で起きた事故につきましては、一切の責任を負いません。 

また、路上駐車や学校周辺道路上での乗り降りは交通渋滞や事故を招く原因となりますのでおやめく

ださい。スクールバスの運行時間はホームページにてご案内いたします。 

  皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 合格発表                                         
 

合格発表はホームページの合格発表サイトよりご覧ください。 

電話などによる合否の問い合わせには、一切応じられません。 

 

 特待生について                                      
  

入学試験成績優秀者上位は特待生に認定され、授業料が免除になります。特待生の認定につきまして

は個別に本校よりご連絡いたします。 

※特待生の認定は年度毎に行います。 

 

 入学手続について                                      
 

① 合格者は合格発表から 2 月 6 日(月)17:00 までに、入学金決済サイトの案内にしたがい、入学金

（250,000 円）を納入してください。別途手数料がかかります。 

銀行窓口や本校受付窓口での納入はできません。入学手続期間内に手続をされなかった場合は、

入学を辞退されたものとして取り扱います。 

また、納入された入学金は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。 

② 入学金納入確認後、「入学手続書類」を郵送または宅配で発送いたします。 

③ 入学手続に関する提出書類は 2 月 11 日(土･祝)入学準備会に持参してください。 

当日、提出が間に合わない書類がある場合は、白紙（A4 または B5）に「入学者氏名･未提出書

類名･提出予定日」を記入したものを提出してください。 

 

複数合格された方の入学手続 

一般入試 

※一般入試及びリスニング入試を合格されている方は、一般入試で手続きをしてください。 

  適性型入試 

※適性型入試及びその他の入試方式を合格されている方は、適性型入試で手続きをしてください。 

※適性型入試で合格され 2 月 9 日 15:00 以降に手続きをされた方は、入学準備会当日（2 月 11

日(土･祝)）、本校事務室窓口にて入学手続書類をお渡しします（受験票持参）。 

 

 入学辞退について                                     
  

入学を辞退される場合はお手数ですが以下の内容をメール（nyushikoho@hijirigaoka.ed.jp）にて

お知らせください。なお、入学手続後の辞退は直ちに本校へご連絡ください（℡:042-372-9393） 

  

【件名】 入学辞退 

【内容】 ・受験番号 

・受験者氏名  

・進学先※ 

※お差支えなければ進学先をお教えください。また、進学先を選ばれた理由もお教えいただけますと幸いです。 

 



 入学準備会および制服採寸について                                                                                     
 

【日程】２０２３年２月１１日(土･祝) 時間指定 
 

・混雑を避けるためグループに分けて説明会および制服採寸を行います。 

・時間はこちらで指定し、入学手続書類に同封いたします。 

・入学準備会および制服採寸の詳細は、入学手続書類をご覧ください。 

・やむを得ず欠席される場合は、事前にご連絡ください。(℡:042-372-9393 事務室) 

 

 参考                                                                                   
 

学費（2022 年度の納入金は以下のとおりです） 

 項目 金額 備考 

入 学 金  250,000 円 入学手続時に納入 

授 業 料 月額 39,000 円  

施 設 費 月額 10,000 円  

諸   費 月額 6,000 円 副教材･検定料等（卒業時に精算） 

積 立 金 月額 4,000 円 宿泊研修･校外学習等（卒業時に精算） 

教育後援会入会金 初回のみ 3,000 円 入会金は初回のみ 

教育後援会費 月額 2,000 円  

生徒会入会金 初回のみ 300 円 入会金は初回のみ 

生徒会費 月額 500 円  

学習支援費 月額 2,870 円  

合  計 月額 64,370 円 初回のみ 67,670 円 

※海外修学旅行の費用は含まれておりません。 

※学費は変更する場合があります。 

 

 個人情報保護について                                                                                   
 

出願時にご提供いただいた個人情報は、本校入学試験及びこれに付随する業務以外の目的にはしよう

しません。 

 

 お問い合わせ                                                                                   
 

入学試験について 入試広報部 ℡: 042-372-9393 

平日 8:30～17:00 土曜 8:30～14:00 入学手続･学費等について 事務室 

WEB 出願･入学金決済ｼｽﾃﾑ･操作 
ミライコンパスサポートセンター 

℡:0120-907-867／℡:03-5877-5952 ㈪～㈮ 24 時間受付 

 


