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中学校学校説明会＆個別相談

イベント

説明会＆個別相談

説明会＆個別相談

ナイト説明会

説明会＆個別相談

ナイト説明会

説明会＆個別相談

説明会＆個別相談

○新型コロナウイルス感染症防止に伴い､日程・内容が変更になる可能性があります。詳しくはＨＰをご確認ください。

･会場は全て本校です。

･上履きは必要ありません。

･駐車場はございません。お車でのご来校はご遠慮ください。

･説明会実施日以外の学校見学はできる限り対応いたしますが、

 行事などの都合により、ご希望の日時でお受けできない場合もございます。
 事前にお電話にてご相談ください。

適性検査型試験入試体験会

入試直前対策会(算数･国語･社会･理科の解説を行います)

■お問い合わせ
０３-３９１０-６１６１　月～土９：００～１６:００
※日・祝日・年末年始は除く

要予約

日・曜日 時間 対象 内容

１０:００～１２:００ 小学生・保護者 説明会

 ９/１１（日） １０:００～１２:００ 小学生・保護者 説明会

１０/１６（日） １０:００～１２:００ 小学生・保護者 説明会

１０/２１（金） １８:３０～１９:３０ 保護者 保護者対象説明会

１１/１３（日） １０:００～１２:００ 小学生・保護者 説明会

１１/２４（木） １８:３０～１９:３０ 保護者 保護者対象説明会

１２/１８（日）

　１/１４（土） １４:００～１６:００ 小学生・保護者 説明会

○すべての説明会で、入試要項など基本的な事項について説明を行います｡
○説明会後に希望者対象の校内見学、個別相談を行います。

要予約

日・曜日 形式 対象

日・曜日 模擬試験内容

１０:００～１２:００ 小学生・保護者 説明会

○本校Ｗebサイト（https://sakuragaoka.ac.jp/)よりご予約ください。

対象

１１/２６（土）

要予約

適性検査I・Ⅱ※ 小学５・６年生

○試験時間等詳細につきましては随時本校HPにてご案内いたします。

※入試当日は適性検査Ⅲも実施いたします。

○本校Ｗebサイト（https://sakuragaoka.ac.jp/)よりご予約ください。

○入試に向けての学習内容のポイントを教科担当者が解説します。
○対策会映像は入試前日までご覧いただけます。
○本校Ｗebサイト（https://sakuragaoka.ac.jp/)よりご予約ください。
○お申し込み時に配信先URLをメールにてお知らせいたします。

１２/２６（月）～ オンデマンド配信 小学生・保護者

１４:００～１６:００ 小学生・保護者 説明会
説明会＆個別相談 　８/１１(木･祝)



Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
２０２３年度 生徒募集要項概要 ２

募集要項詳細

第１回 ２科・４科型入試
　 　　適性検査型入試(Ａ)

第２回 ３年特待チャレンジ入試(２科・４科) ５

第３回 ２科・４科型入試
　　　 適性検査型入試(Ａ・Ｂ)
　　　 英検利用入試

第４回 ３年特待チャレンジ入試 (２科・４科) ７

第５回 ２科・４科型入試 ８

共通事項

出願手順／出願方法・書類 ９

出願手順／Ｗeb出願 １０

出願手順／検定料支払い方法 １２

入学試験当日 １３

合格発表・入学手続 １４

入学手続・入学に関わる費用 １５

優遇制度・さくら奨学金(特待制度） １７

提出書類

出願サイトへ下記書類のPDFをアップロードし、ご提出ください。
PDFのアップロード方法は本校ＨＰにて紹介いたしますので、そちら
をご確認ください。
アップロードがうまくできない場合には、巻末にある出願書類送付用
貼付用紙を市販の角２封筒に貼り、封筒の中に下記の書類を入れて、
簡易書留にて送付してください。

●通知表コピー(６年生２学期または前期）

●英検合格証書コピー
　　　英検利用入試受験の方

４

６



２０２３年度　生徒募集要項概要

３年特待チャレンジ入試（２科･４科)

適性検査型入試(A)２科･４科型入試

第３回

１月１０日(火)９:００～２月１日(水)２３:５９

英検利用入試

特待判定 あり(S・A特待)

合格発表 Ｗeb発表 当日　２１:３０～

参照ページ ５ページ

入学手続期間 合格発表翌日～２月１０日(金)９:００～１５:００(２月５日(日)も手続可)

募集定員 男女計　４０名（2月1日全体の定員数)

試験科目
２科･４科選択

算数／国語 各４５分　社会／理科 各２５分

入学試験日

入試名称

第１回

１月１０日(火)９:００～１月３１日(火)１７：００

２月１日(水)９:００～

出願受付期間

出願方法 Ｗeb出願

特待判定

合格発表 Ｗeb発表 当日　２１:３０～

入学手続期間 合格発表翌日～２月１０日(金)９:００～１５:００(２月５日(日)も手続可)

あり(B・C特待） あり(S～C特待）

募集定員 男女計　４０名（2月1日全体の定員数)

試験科目
２科･４科選択

算数／国語 各４５分　社会／理科 各２５分
適性検査A(白鷗型)
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 各４５分

出願方法 Ｗeb出願

参照ページ

入試名称

４ページ

入試名称

第２回

出願受付期間

出願受付期間 １月１０日(火)９:００～１月３１日(火)１７：００

出願方法 Ｗeb出願

入学試験日 ２月１日(水)１４:３０～

２科・４科型入試 適性検査型入試(A・B)

入学試験日

特待判定

合格発表 Ｗeb発表 当日　２１:３０～

２月２日(木)９:００～

あり(B・C特待) あり(S～C特待) あり(B・C特待)

入学手続期間 合格発表翌日～２月１０日(金)９:００～１５:００(２月５日(日)も手続可)

募集定員 男女計　１５名

2 SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

試験科目

参照ページ ６ページ

A(白鷗型)・B(小石川型)選択
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 各４５分

英検による保証点/
算数 ４５分

２科･４科選択
算数／国語 各４５分
社会／理科 各２５分



　２０２３年度　生徒募集要項概要

出願方法 Ｗeb出願

入学試験日 ２月２日(木)１４:３０～

特待判定 あり(S・A特待)

入試名称

第４回

出願受付期間 １月１０日(火)９:００～２月２日(木)１２:００

３年特待チャレンジ入試（２科・４科）

特待判定 あり(B・C特待)

試験科目

参照ページ ８ページ

２科･４科選択
算数／国語 各４５分　社会／理科 各２５分

合格発表 Ｗeb発表 当日　１５：００～

入学手続期間 合格発表翌日～２月１０日(金)９:００～１５:００(２月５日(日)も手続可)

募集定員 男女計　１０名

Ｗeb発表 当日　２１:３０～

入学手続期間 合格発表翌日～２月１０日(金)９:００～１５:００(２月５日(日)も手続可)

募集定員 男女計　１５名

合格発表

3SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

試験科目

参照ページ ７ページ

２科･４科選択
算数／国語 各４５分　社会／理科 各２５分

入試名称

第５回

出願受付期間 １月１０日(火)９:００～２月３日(金)２３:５９

２科･４科型入試

出願方法 Ｗeb出願

入学試験日 ２月４日(土)９:００～



募集要項詳細

※２科・４科、適性検査型入試は出願時選択

２０２３年２月２日(木)～２月１０日(金)
９：００～１５：００
※２月５日(日)も手続きができます。

■２科受験生は終了後､アンケート記入をして終了となります。(11:05頃の予定です｡)
■保護者の方の同伴は必要ありません｡試験終了までお待ちになる
　場合には控室をご用意いたしますので､ご利用ください。
■適性検査型入試の問題は､受験生にお渡しします｡

4 SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

２０２３年２月１日(水)　９：００～

２０２３年３月　小学校卒業見込みの者
入学後、楽しく学校生活を送ることができる者

男女計　４０名
２月１日全体の定員数となります。
男女ごとの定員枠はありません。
２科･４科型入試の成績優秀者をＢ・Ｃ特待生、適性検査型入試の成績優秀者をＳ～Ｃ特待生として認
定します。

２０２３年１月１０日(火) ９：００～
１月３１日(火) １７：００

 適性検査型入試(A)

通知表のコピー(６年生２学期または前期)
※Web出願時に出願サイトへ通知表のコピーのPDFをアップロードしてください。
アップロードがうまくいかない場合には、通知表のコピーの右上に出願した全ての受験番号を記載し、
事前に簡易書留にてご送付ください。郵送を希望される方で、1/28(土)以降の出願となる場合には、
入試当日の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。

Ｗeb 発表　当日２１：３０～
　２月１０日(金)まで掲載

２科・４科型入試

 適性検査Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 各４５分

〈２科・４科選択〉
 算数／国語 各４５分
 社会／理科 各２５分

入学試験日

第１回
適性検査型入試【A(白鷗型)】

応募資格

募集定員

出願受付期間

提出書類

２科・４科型入試

試験科目

合格発表

入学手続き期間

当日のスケジュール

合格発表について

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

検定料２３,０００円

CHECK!

▶詳しくは12頁へ

複数回受験者は２回目以

降の検定料を免除します。

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

入学手続金

合計３５０,０００円

CHECK!

▶詳しくは13頁へ

入学試験当日について

出願方法･書類

CHECK!

▶詳しくは9～11頁

保護者

　8：10 　8：10

　9：00 　9：00

　9：10～9：55 　  　9：40算数問題掲示 　9：10～9：55

10：10～10：55 　　10：40国語問題掲示 10：10～10：55

10：55～11：05 10：55～11：05

11：20～11：45 　　11：35社会問題掲示 11：20～12：05

12：00～12：25 　　12：15理科問題掲示

21：30～ 21：30～

　アンケート記入　アンケート記入

　適性検査型Ⅲ[ 45分］　筆記試験[社会 25分］

　保護者の方と合流・解散　（12：05頃の予定です。）
　筆記試験[理科 25分］

　保護者の方と合流・解散　（12：25頃の予定です。）

適性検査型２科・４科

　開門　開門

　入室・諸注意　入室・諸注意

　適性検査型Ⅰ[ 45分］　筆記試験[算数 45分］

　適性検査型Ⅱ[ 45分］　筆記試験[国語 45分］

　合格発表（Web）　合格発表（Web）



　募集要項詳細　

　13：30

　14：30

　14：40～15:25

　15：40～16:25

　16：25～16:35

　16：50～17:15

　17：30～17:55

　21:30～

  SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

２０２３年２月２日(木)～２月１０日(金)
９：００～１５：００
※２月５日(日)も手続きができます。

3年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試（2科･4科)

３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試
(２科・４科)

〈２科・４科選択〉
 算数／国語 各４５分
 社会／理科 各２５分

※２科・４科は出願時選択

Ｗeb 発表　当日２１：３０～
　２月１０日(金)まで掲載

２０２３年２月１日(水)　１４：３０～

２０２３年３月　小学校卒業見込みの者
入学後、楽しく学校生活を送ることができる者

男女計　４０名
２月１日全体の定員数となります。
男女ごとの定員枠はありません。
合格者は全員ＳまたはＡ特待生として認定します。
※その他へのスライド合格はありません。

２０２３年１月１０日(火) ９：００～
１月３１日(火) １７：００

通知表のコピー(６年生２学期または前期)
※Web出願時に出願サイトへ通知表のコピーのPDFをアップロードしてください。
アップロードがうまくいかない場合には、通知表のコピーの右上に出願した全ての受験番号を
記載し、事前に簡易書留にてご送付ください。郵送を希望される方で、1/28(土)以降の出願と
なる場合には、入試当日の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。

 筆記試験[理科25分]

5

 開門

 入室・諸注意

■２科受験生は国語試験終了後､アンケート記入をして終了となり
　ます。(16:35頃の予定です｡)
■保護者の方の同伴は必要ありません｡試験終了までお待ちになる
　場合には控室をご用意いたしますので､ご利用ください。

 合格発表(Ｗeb）

 保護者の方と合流・解散(17：55頃の予定です）

 アンケート記入

 筆記試験[算数45分]

 筆記試験[国語45分]

 筆記試験[社会25分]

入学試験日

応募資格

募集定員

出願受付期間

提出書類

試験科目

合格発表

入学手続き期間

当日のスケジュール

入

第２回 ３年特待チャレンジ入試(２科・４科)

合格発表について

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

検定料２３,０００円

CHECK!

▶詳しくは12頁へ

複数回受験者は２回目以

降の検定料を免除します。

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

入学手続金

合計３５０,０００円

出願方法･書類

CHECK!

▶詳しくは9～11頁へ

CHECK!

▶詳しくは13頁へ

入学試験当日について



募集要項詳細

２０２３年２月３日(金)～２月１０日(金)
９：００～１５：００

※２科・４科、適性検査型入試の白鷗型・小石川型、英検利用入試は

２科・４科型入試

Ｗeb 発表　当日２１：３０～
　２月１０日(金)まで掲載

　出願時選択

英検利用入試  英検による保証点/算数 ４５分

〈２科・４科選択〉
 算数/国語 各４５分 社会/理科 各２５分

２０２３年２月２日(木)　９：００～

２０２３年３月　小学校卒業見込みの者
入学後、楽しく学校生活を送ることができる者
英検利用入試は、英検４級以上取得者対象

男女計　１５名
男女ごとの定員枠はありません。
２科・４科型入試・英検利用入試の成績優秀者をＢ・Ｃ特待生、適性検査型入試の成績優秀者をＳ～Ｃ
特待生として認定します。

２０２３年１月１０日(火) ９：００～
２月１日(水) ２３：５９

適性検査型入試
(A･B)

 適性検査Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 各４５分

通知表のコピー(６年生２学期または前期)･英検合格証書のコピー
※Web出願時に出願サイトへ通知表のコピー･英検利用入試の方は英検合格証のコピーのPDFをアップ
ロードしてください。
アップロードがうまくいかない場合には、提出書類の右上に出願した全ての受験番号を記載し、事前に
簡易書留にてご送付ください。郵送を希望される方で、1/28(土)以降の出願となる場合には、入試当
日の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。

※２月５日(日)も手続きができます。

6 SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

■２科受験生は終了後､アンケート記入をして終了となります。(11:05頃の予定です｡)
■保護者の方の同伴は必要ありません｡試験終了までお待ちになる場合
　には控室をご用意いたしますので､ご利用ください。

入学試験日

第３回 適性検査型入試【A(白鷗型)・B(小石川型)】

応募資格

募集定員

出願受付期間

提出書類

２科・４科型入試

試験科目

合格発表

入学手続き期間

当日のスケジュール

合格発表について

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

検定料２３,０００円

CHECK!

▶詳しくは12頁へ

複数回受験者は２回目以

降の検定料を免除します。

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

入学手続金

合計３５０,０００円

CHECK!

▶詳しくは13頁へ

入学試験当日について

出願方法･書類

CHECK!

▶詳しくは9～11頁

英検利用入試

　8：10 　8：10 　8：10

　9：00 　9：00 　9：00

　9：10～9：55 　9：10～9：55 　9：10～9：55

10：10～10：55 10：10～10：55 　9：55～10：55

10：55～11：05 10：55～11：05

11：20～11：45 11：20～12：05

12：00～12：25

21：30～ 21：30～ 21：30～

適性検査型２科・４科

　開門　開門

　入室・諸注意　入室・諸注意

　適性検査型Ⅰ[ 45分］　筆記試験[算数 45分］

　適性検査型Ⅱ[ 45分］　筆記試験[国語 45分］

　合格発表（Web）　合格発表（Web）

英検利用

　開門

　入室・諸注意

　筆記試験[算数 45分］

　アンケート記入

　合格発表（Web）

保護者の方と合流・解散　（10：55頃の予定です。）

　アンケート記入　アンケート記入

　適性検査型Ⅲ[ 45分］　筆記試験[社会 25分］

保護者の方と合流・解散　（12：05頃の予定です。）
　筆記試験[理科 25分］

保護者の方と合流・解散　（12：25頃の予定です。）



　募集要項詳細　

13:30

14:30

14:40～15:25

15:40～16:25

16:25～16:35

16:50～17:15

17:30～17:55

21:30～

      　　     SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試
(２科・４科)

〈２科・４科選択〉
 算数／国語 各４５分
 社会／理科 各２５分

Ｗeb 発表　当日２１：３０～
　２月１０日(金)まで掲載

※２科・４科は出願時選択
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　筆記試験[国語 45分］

　筆記試験[理科 25分］

　アンケート記入

　保護者の方と合流・解散　（17：55頃の予定です。）

　合格発表（Web）

■２科受験生は終了後､アンケート記入をして終了となり
　ます。(16:35頃の予定です｡)
■保護者の方の同伴は必要ありません｡試験終了までお待ちになる
　場合には控室をご用意いたしますので､ご利用ください。

　筆記試験[社会 25分］

　筆記試験[算数 45分］

※２月５日(日)も手続きができます。

　開門

２０２３年２月３日(金)～２月１０日(金)
９：００～１５：００

3年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試（2科･4科)

　入室・諸注意

通知表のコピー(６年生２学期または前期)
※Web出願時に出願サイトへ通知表のコピーのPDFをアップロードしてください。
アップロードがうまくいかない場合には、通知表のコピーの右上に出願した全て
の受験番号を記載し、事前に簡易書留にてご送付ください。郵送を希望される方
で、1/28(土)以降の出願となる場合には、入試当日の試験前に本校事務室窓口
にご提出ください。

２０２３年２月２日(木)　１４：３０～

２０２３年３月　小学校卒業見込みの者
入学後、楽しく学校生活を送ることができる者

男女計　１５名
男女ごとの定員枠はありません。
合格者は全員ＳまたはＡ特待生として認定します。
※その他へのスライド合格はありません。

２０２３年１月１０日(火) ９：００～
２月２日(木) １２：００

第４回 ３年特待チャレンジ入試 (２科・４科)

入学試験日

応募資格

募集定員

出願受付期間

提出書類

試験科目

合格発表

入学手続き期間

当日のスケジュール

合格発表について

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

検定料２３,０００円

CHECK!

▶詳しくは12頁へ

複数回受験者は２回目以

降の検定料を免除します。

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

入学手続金

合計３５０,０００円

出願方法･書類

CHECK!

▶詳しくは9～11頁へ

CHECK!

▶詳しくは13頁へ

入学試験当日について



募集要項詳細
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10：55～11：05 　アンケート記入

　保護者の方と合流・解散　（12：25頃の予定です。）

15：00～ 　合格発表（Web）

■２科受験生は終了後､アンケート記入をして終了となります。(11:05頃の予定です｡)
■保護者の方の同伴は必要ありません｡試験終了までお待ちになる
　場合には控室をご用意いたしますので､ご利用ください。

11：20～11：45 　筆記試験[社会 25分］

12：00～12：25 　筆記試験[理科 25分］

10：10～10：55 　筆記試験[国語 45分］

2科･4科

　8：10 　開門

　9：00 　入室・諸注意

　9：10～9：55 　筆記試験[算数 45分］

２０２３年２月５日(日)～２月１０日(金)
９：００～１５：００

２０２３年２月４日(土)　９：００～

２０２３年３月　小学校卒業見込みの者
入学後、楽しく学校生活を送ることができる者

男女計　１０名
男女ごとの定員枠はありません。
２科･４科型入試の成績優秀者を、Ｂ・Ｃ特待生として認定します。

２０２３年１月１０日(火) ９：００～
２月３日(金) ２３：５９

通知表のコピー(６年生２学期または前期)
※Web出願時に出願サイトへ通知表のコピーのPDFをアップロードしてください。
アップロードがうまくいかない場合には、通知表のコピーの右上に出願した全ての受験番号を記載
し、事前に簡易書留にてご送付ください。郵送を希望される方で、2/1(水)以降の出願となる場合に
は、入試当日の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。

Ｗeb 発表　当日１５：００～
　２月１０日(金)まで掲載

２科・４科型入試

〈２科・４科選択〉
 算数／国語 各４５分
 社会／理科 各２５分

※２科・４科は出願時選択

入学試験日

第５回

応募資格

募集定員

出願受付期間

提出書類

２科・４科型入試

試験科目

合格発表

入学手続き期間

当日のスケジュール

検定料２３,０００円

CHECK!

▶詳しくは12頁へ

複数回受験者は２回目以

降の検定料を免除します。

CHECK!

▶詳しくは14頁へ

入学手続金

合計３５０,０００円

CHECK!

▶詳しくは13頁へ

入学試験当日について

出願方法･書類

CHECK!

▶詳しくは9～11頁

合格発表について

CHECK!

▶詳しくは14頁へ



　　［共通事項］　出願手順／出願方法・書類

出願方法

Ｗeb出願
本校のＷebサイトhttps://sakuragaoka.ac.jp/より出願ができます。

Ｗeb 出願登録開始日　第１回～第５回入試　２０２３年１月１０日(火)９:００～

トップページからアクセスしてください｡

◆複数回受験を希望される方は、受験する予定の回をすべて選択してください｡

◆２月１日および２日は、午前入試と午後入試の両方を受験することもできます｡

◆検定料は１回分納入すれば複数回受験できます。

◆通知表のコピー(６年生２学期または前期)をご提出ください。

　１月１０日(火)以降、出願サイトへＰＤＦをアップロードし、ご提出ください。

　アップロード方法については本校ＨＰにて紹介いたしますので、ご確認ください。

　アップロードがうまくいかない場合には、通知表のコピーの右上に､出願した全ての受験番号を記載し、巻末にある出願書類

　送付用貼付用紙を市販の角２封筒に貼り、封筒に書類を入れて簡易書留にて送付してください。

　郵送を希望される方で、1/28(土)以降(2/4が最初の入試となる場合には2/1(水)以降)に出願となる場合には、入試当日の試

　験前に本校事務室窓口にご提出ください。複数回受験される方は一番最初に出願した入試にて１枚ご提出ください｡

　受験を追加された際の改めての提出は不要です。

◆英検利用入試を受験される方は､英検合格証書のコピーを通知表のコピーと同様の方法にてご提出ください。

受付期間・時間

●２月１日入試（午前・午後）
　２０２３年１月１０日(火)９:００～１月３１日(火)１７:００

●２月２日入試（午前）
　２０２３年１月１０日(火)９:００～２月１日(水)２３：５９

●２月２日入試（午後）
　２０２３年１月１０日(火)９:００～２月２日(木)１２：００

●２月４日入試（午前）
　２０２３年１月１０日(火)９:００～２月３日(金)２３：５９

入学検定料

２３,０００円

◆入学検定料は、１回分納入すれば複数回受験できます。

入学検定料支払い方法

下記のいずれかの方法にてお納めください。

クレジットカード支払い、コンビニ支払い、ペイジー対応金融機関ＡＴＭ支払い
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Ｗeb出願について

CHECK!

▶詳しくは１０頁へ

CHECK!

▶詳しくは1２頁へ

入学検定料の支払い

について



［共通事項］　出願手順／Ｗeb出願

本校への出願は､出願サイトから利用できるＷeb出願のみでの受付となります。

 ●出願サイトへのアクセス方法

本校Ｗebサイトより出願できます｡

https://sakuragaoka.ac.jp/

出願サイトを利用するには､メールアドレスを使用しての登録が必要になります｡登録の際にご入力い

ただいた個人情報は､本校のプライバシーポリシーに従い厳密にお取り扱いします｡

プライバシーポリシーは本校ホームページからご覧いただけます。

 Ｗeb出願から希望する試験区分を選択
 出願登録開始日（１月１０日(火)９：００)までＷeb出願は選択できません｡

  追加の必要事項を入力
  郵便番号、住所、保護者名等を入力してください。

  入学検定料支払い
  クレジットカード、コンビニ払い、ペイジー対応金融機関ＡＴＭなど

　の方法を選択します。複数回受験する場合も、入学検定料は１回分

　(２３,０００円)です。

  受験票を印刷
  出願サイトから受験票､注意事項や案内などが書かれたＡ４サイズの用紙が印刷できます｡

　受験票を破損、紛失した場合は再度出願サイトから取得できます。

　※受験票には本人写真貼付(写真のデータアップロードも可能です)

　　顔がはっきり分かる無帽､無背景のカラー写真(白黒写真可) 横幅３cm､縦幅４cm

　※試験当日、受験票を持参してください。

　※追加出願を希望される方は、再度

  書類の提出
  １月１０日（火）～出願期間内に出願サイトへＰＤＦをアップロードしてください。

  アップロード方法は本校ＨＰにて紹介いたしますのでご確認ください。

　アップロードがうまくいかない場合には、事前にご郵送ください。

　郵送を希望される方で、1/28(土)以降(2/4が最初の入試となる場合には2/1(水)以降)
　の出願となる場合には、入試当日の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。
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 出願サイトへの登録

◆説明会の予約時に登録している場合は、登録し直す必要はありません｡ログインしてＷeb出願を選択してください｡パスワー

 ドを忘れた場合は､ログイン画面下にある｢パスワードを忘れた方はこちら｣をクリックし､再度パスワードを設定してください｡

Ｗeb出願の流れ

  出願申請

　　Ｗeb出願から希望する試験区分を選択してください。

こちらの二次元コードから
もアクセスが可能です｡

CHECK!

▶詳しくは12頁へ

step
1

step
2

step
3

入学検定料の支払い

２３,０００円

step
3

step
4

step
5

step
2

step
6

step
1



　［共通事項］　出願手順／Ｗeb出願

　●書類提出にあたっての手順（PDFアップロード）

　Webからの出願が完了すると、出願サイトのマイページより書類提出が可能となります。

　①マイページの申込履歴の「書類提出」より提出画面へとお進みください。

　②提出する書類を選択してください。ファイル名は「通知表」・「英検合格証」としてください。

　　※１度に提出できる書類は１ファイルとなりますので、英検利用入試を受験される場合には、

　　　通知表と英検の合格証を２回に分けてご提出ください。

　③アップロードが完了すると、提出書類に間違いがないかの確認画面となります。

　　ファイル名をご確認いただき、【書類を提出する】を押下していただくと提出完了となります。

　※アップロード方法については本校ＨＰにて紹介いたしますのでご確認ください。

　●書類提出にあたっての手順（郵送希望の場合）

　①Webからの出願が完了後、マイページの申し込み履歴の「宛名票」を

　押下し、宛名票PDFファイルをダウンロードしてください。

　②ダウンロードした｢宛名票｣を募集要項巻末についている

　　出願書類送付用貼付用紙の所定位置に貼付してください｡

　※ダウンロードがうまくいかない場合には、整理番号･出願者氏名

　　などを出願書類送付用貼付用紙に直接記入してください。

　※受験番号は出願サイトの｢宛名票｣から確認できます｡

　※受験票印刷開始は１月１０日(火)から可能となります｡１月１０日(火)

　　以降､受験票を印刷していただき､一番最初に出願した入試の受験番号

　　を明記して提出書類をご送付ください。

　③出願する試験の該当項目にチェックし、市販の角２封筒

　　に出願書類送付用貼付用紙を貼付し簡易書留で送付してください。

　※郵送希望の方で、1/28(土)以降(2/4が最初の入試となる場合には2/1(水)以降)に

　　出願をされる場合には入試当日の試験前に本校事務室窓口に書類をご提出ください。
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―

出願サイトへのPDFのアップロードがうまくいかない場合には、ご郵送ください。

1/28(土)以降(2/4が最初の入試となる場合には2/1(水)以降)に出願をされた場合には、入試当日の

の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。

市販の角２封筒にこちらの用紙を貼り､封筒に提出書類を入れて簡易書留にてご郵送ください｡

□通知表コピー(６年生２学期または前期)

□英検合格証書コピー(英検利用入試受験の方)

出願する試験の該当項目の□にそれぞれチェック(レ)を入れてください

□ 第５回 □２科　　　　　　　　　　　　 □４科 ２/４(土)

□ 第３回 □２科　　　　　□４科　　　   □適性検査型　　　□英検利用 ２/２(木)

□ 第４回 □３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試（２科)　　□３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試（４科） ２/２(木)

□ 第１回 □２科　　　　　□４科　　　   □適性検査型 ２/１(水)

□ 第２回 □３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試（２科)　　□３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試（４科） ２/１(水)

５ ４

宛名票貼付

〒１１４-８５５４　東京都北区滝野川１-５１-１２

　　　　　　　　　　 　　桜丘中学校 募集係 行

特待チャレンジ入試 試験科目 試験日

出願書類
送付用

貼付用紙
郵便局窓口へ

ご持参ください

１ １ ４ ８ ５

フリガナ整理番号

出願者
氏　名

出
願
手
続
書
類
在
中

簡
易
書
留



［共通事項］　出願手順／検定料支払い方法

検定料は２３,０００円です｡
複数回受験する場合も入学検定料は１回分(２３,０００円)です。

入学検定料のお支払方法は次のとおりです｡支払方法によって手数料が異なります｡

志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます｡

①Ｗeb出願の際に、支払方法で｢クレジットカード｣を選択

②カード情報を入力

③入力内容を確認後、送信

④支払完了
※クレジットカードの決済が通らなかった場合は、各クレジットカード会社へお問い合わせください｡

各コンビニエンスストアでの手順に従ってお支払いください｡お支払い後に受け取る「お客様控え」また

は「レシート」は必ずご自身で保管してください。

ペイジー対応の金融機関ＡＴＭで、現金またはキャッシュカード･ネットバンキングを使ってお支払いができ

ます｡金融機関の窓口ではお支払いができませんのでご注意ください｡
※コンビニＡＴＭはご利用いただけません。

◆入学検定料のお支払い手続きは、各方法にて通知されたお支払い期限までに完了してください。

◆一度お支払いになった入学検定料は、返還いたしません。

入学検定料の支払いについて
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クレジットカードでのお支払い

コンビニエンスストアでのお支払い（現金のみ）

ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払い（現金、またはキャッシュカード・ネットバンキング)



　　［共通事項］　入学試験当日

持ち物

受験票

筆記用具　［鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム］
　　　　　　･鉛筆またはシャープペンシルはＨＢ以上の濃さのものを
　　　　　　 使用してください。
　　　　　　･定規、下敷きは必要ありません。

※上履きは必要ありません。

服装

服装については着慣れたものでかまいません。

試験会場の換気を行います。暖かい服装でお越しください。

昼食

入試使用会場の消毒作業のため、昼食場所の開放は行いません。
午前／午後の両方を受験される場合､午前入試終了後､一旦帰宅されたり､近隣で昼食を済まされたりして､
改めて午後入試の受付時間に間に合うようご来校ください。

当日の流れ

■開門 午前入試は８:１０・午後入試は１３：３０から
開門いたします。

■集合 午前入試は９：００・午後入試は１４：３０には
入室してください。

■入学試験 ［筆記試験］

受験票を忘れた場合は、
再発行いたしますので、
お早めに案内の教職員に
お申し出ください。
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試験会場への携帯電話、辞書等の持ち込みは認めておりません。

試験開始後３０分ほどで控室に試験問題を掲示します。(第１回の算数・国語・社会・理科のみ)

 特待チャレンジ入試
 ３年特待チャレンジ・２科または４科・適性検査型
 英検利用入試から、出願時に選択
　・２科【算数／国語 各４５分】
　・４科【算数／国語 各４５分､社会／理科 各２５分】
　・適性検査型【Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ 各４５分】
　・英検利用入試【英検による保証点／算数 ４５分】

CHECK !

CHECK !

開始時間に間に合わない場

合には､個別対応いたします

のでご連絡ください。

桜丘中学校

電話０３-３９１０-６１６１



［共通事項］　合格発表・入学手続

試験当日に合格発表を行います｡

発表時間

発表方法 本校Ｗebサイトにて行います(２/１０まで閲覧可能)

※合格書類の郵送はいたしません。

※電話での照会には応じかねます｡

手続期間 合格発表翌日から２月１０日（金）までの毎日９:００～１５:００

※２月５日(日)も手続きができます。

手続場所 本校事務室窓口

手続に必要なもの 入学手続書類一式

入学時手続金 入学金 ２５０,０００ 円

施設費 １００,０００ 円

合計　 ３５０,０００ 円

(※Ｓ特待全額、Ｃ特待は入学金を半額免除)
※詳細は１７ページを参照してください｡

◆納入方法については、合格発表時にお知らせいたします。

合格発表

２月２日午前入試

２月２日午後入試

２月４日午前入試

入学手続
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２月１日午前入試

２月１日午後入試

SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

 試験当日２１:３０～ （第１回～第４回）
 試験当日１５:００～ （第５回のみ）

CHECK !

合格書類は手続締切日に

間に合うようにお受け取り

ください｡

CHECK !

入学手続書類の受け取り

に必要となりますので、

受験票をご持参ください｡



　　［共通事項］　入学手続・入学に関わる費用

入学説明会

制服採寸

入学時手続金

入学金

施設費

合計

授業料（年額）　［２０２３年度　予定額］

授業料

合計

その他の費用　［２０２３年度　予定額］

合計

■詳しくは入学説明会資料に掲載いたします。

　入学金、施設費、授業料、教育環境整備費、情報メディア･図書費に消費税は課税されておりません。

　一旦納入いただいた費用は原則としてお返しできません。

■授業料等特別減免制度

　本校では、在学中に保護者の方の家計状況の急変、家庭状況の急変があった場合、授業料等の全額または一部を減免する制度を

　制定しております。

▶１期に自動振替で

　納入していただきます｡

２月１２日(日)入学に関する諸事についての説明をオンデマンドにて行います。

オンライン採寸となる予定です。詳細につきましては､入学手続時にお知らせいたし

 ＰＴＡ入会金   　３,０００円

　･教科書は３月中にご自宅へ配送いたします。

詳細につきましては､入学手続時にお知らせいたします｡

ます｡
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 情報メディア･図書費

 教育環境整備費

２５０,０００円

１００,０００円

３５０,０００円

４６８,０００円

  ９３,６００円

　　６,０００円

３３６,５００円

５６７,６００円 ▶以上は１０期に分けて

 自動振替で納入していただきます｡

 上記総計（初年度）　　　　　　　　　　　　１,２５４,１００円

※別途費用　iPad購入代　４５,１００円（２０２２年度実績)

 旅行積立金

 ＰＴＡ会費

▶以上は１０期に分けて

 自動振替で納入していただきます｡

　１２,０００円

 生徒会費   　３,６００円

　４５,０００円

 教材費 １２２,９００円

 給食費

１５０,０００円



［共通事項］　入学に関わる費用

■ オプションについては、すぐに必要でないものは様子を見てから購入すると無駄がありません。

■ 通学靴は黒のローファーであればかまいません。一日履いて過ごすものですから、足に合ったものを選んで

 　ください。

■ カバンについては指定のカバンからいずれかをお選びください｡これら以外のカバンの使用は認めていません｡

 　ただし、特別な事情（怪我など）により指定のカバン以外のもの（例:リュック）を使用する場合は、担任に

 　あらかじめ申し出るようにお願いいたします｡入学後にクラブによってはエナメルバックやリュックなどを購

 　入する場合があります｡

■ 既にお持ちの方以外はオプションの白衣を購入してください。

制服費用
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出願から入学までの流れ

→ → → → → → →出

願

入

学

試

験

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

入

学

手

続

受

験

票

印

刷

合

格

発

表

入

学

式

保
護
者
入
学
説
明
会

【
オ
ン
デ
マ
ン
ド
】

＜参考：２０２２年度＞

男子 女子

ジャケット １９,３００円 ジャケット １９,０００円

スラックス １０,４００円 スカート※ １０,８００円

長袖ワイシャツ ４,３５０円 冬スラックス※ １１,５００円

ネクタイ １,５１０円 長袖ブラウス ４,７００円

紺ソックス ３８０円 リボン(チェック) １,２８０円

ソックス(丈が選べます) ５３０円

スラックス ９,０００円 ※選択可能です

半袖ワイシャツ※ ４,３００円

ポロシャツ(白)※ ３,８００円 スカート※ １０,４００円

ポロシャツ(紺)※ ３,８００円 夏スラックス※ １１,０００円

白ソックス ３８０円 半袖ブラウス＋リボン＊ ５,４８０円

※選択可能です ポロシャツ(白)＊ ３,８００円

ポロシャツ(紺)＊ ３,８００円

体育着 体育着･シューズ一式 ２０,１９０円 薄紺ソックス(丈が選べます) ５３０円

※選択可能です

※通学カバン(アディダス) ９,２４０円 ＊選択可能です

※通学カバン(西武) １０,５００円

※選択可能です 体育着 体育着･シューズ一式 ２０,１９０円

通学靴 ８,０００円 ※通学カバン(アディダス) ９,２４０円

セーター ６,７００円 ※通学カバン(西武) １０,５００円

冬ベスト ６,５００円 ※選択可能です

サマーセーター ６,４５０円

サマーベスト ５,３００円 通学靴 ６,４００円

ベルト １,６５０円 セーター ６,７００円

コート ２０,３００円 冬ベスト ６,５００円

白衣(理科実験用) ２,６００円 サマーセーター ６,４５０円

サマーベスト ５,３００円

ベルト １,６５０円

コート ２０,３００円

白衣(理科実験用) ２,６００円

※すべて税別価格です。

冬制服

夏制服

夏制服

カバン

オプション

カバン

オプション

冬制服



 ［共通事項］　優遇制度・さくら奨学金（特待制度）

■父母、兄弟姉妹が本校（中学および高校）卒業生、または在校生の場合、入学金を１００,０００円還付します。

※Ｓ特待生には適用しません｡

さくら奨学金（特待制度）

本校では、高い勉学意欲を持ち、学校生活において他の模範となる優秀な生徒を賞し、より高い目標に向かっ

ての学校生活を奨励する目的で、特待生を認定しています｡特待生は、原則としてすべての入試回の成績優秀

者から選考します。

■特待生に人数枠はありません。特待生認定基準を満たせば認定します。

■特待については学業成績・生活態度などから総合的に判断して次年度ランクアップの可能性もあります。

■進級時に特に優れた学業成績・生活態度であると学校が認めた者を、特待生に追加認定することがあります｡

■Ｓ・Ａ特待生は①不登校、②懲戒処分、③著しい成績の低下により見直されることがあります。

■Ｂ特待生は毎年の見直しがあります。

■特待制度の内容は下表をご覧ください。

　　　　　(２０２３年度予定)

入学金減免制度

特待認定規定

入学金減免制度 父母、兄弟姉妹が本校卒業生または在校生の場合、入学金を１００,０００円還付

初年度納入金額 ０円 ４４９,６００円 ６８３,６００円 ７９２,６００円

項目

９３,６００円

６,０００円 ６,０００円 ６,０００円 ６,０００円

合格の目安
(※換算得点の平均点を利用)

入学金

施設費

授業料(年額)

２５０,０００円

平均点＋５０点 平均点＋４５点 平均点＋４０点 平均点＋２０点

１００,０００円

３年間全額免除
２３４,０００円

[１年間半額免除]
４６８,０００円３年間全額免除

情報メディア･図書費

１００,０００円

２５０,０００円

Ｓ特待 Ａ特待 Ｂ特待 Ｃ特待

平均点程度
※目安は120点程度です

一般合格(＊)

17

教育環境整備費

１００,０００円１００,０００円

　 　SAKURAGAOKA JUNIOR HIGH SCHOOL

※この他に生徒会費、ＰＴＡ会費、旅行積立金、教材費などの費用がかかります。

※換算得点とは入試の合計点を200点満点に換算した得点となります。

＊一般合格の目安は、受験者数により変動いたします｡なお､特待判定については受験者数に関係なく得点に応じて認定いたします｡

すべての入試回の成績優秀者から選考
人数枠はありません（判定ボーダーをクリアした者を認定）

２５０,０００円
１２５,０００円

[半額免除]

４６８,０００円

９１７,６００円

９３,６００円 ９３,６００円 ９３,６００円





―

出願サイトへのPDFのアップロードがうまくいかない場合には、ご郵送ください。

1/28(土)以降(2/4が最初の入試となる場合には2/1(水)以降)に出願をされた場合には、入試当日

の試験前に本校事務室窓口にご提出ください。

市販の角２封筒にこちらの用紙を貼り､封筒に提出書類を入れて簡易書留にてご郵送ください｡

□通知表コピー(６年生２学期または前期)

□英検合格証書コピー(英検利用入試受験の方)

出願する試験の該当項目の□にそれぞれチェック(レ)を入れてください

□ 第５回 ２/４(土)□２科　　　　　　　　　　　　 □４科

□ 第４回 ２/２(木)□３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ（２科)　　　　□３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ（４科）

キ
リ
ト
リ

１ １

宛名票貼付

〒１１４-８５５４　東京都北区滝野川１-５１-１２

　　　　　　　　　　 　　桜丘中学校 募集係 行

出願書類
送付用

貼付用紙
郵便局窓口へ

ご持参ください

４ ８ ５ ５ ４

□ 第２回

入試 試験日

□ 第１回 ２/１(水)

試験科目

□２科　　　　　□４科　　　   □適性検査型

２/１(水)

□ 第３回 ２/２(木)

□３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ（２科)　　　　□３年特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ（４科）

□２科　　　　　□４科　　　   □適性検査型　　　□英検利用

フリガナ整理番号

出願者
氏　名

出
願
手
続
書
類
在
中

簡
易
書
留
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