
令和４年度

中学校生徒募集要項

八王子実践中学校



【募集一覧】

募　集　人　数
（男・女４０名）

入 学 試 験 日

郵　送　期　限

郵　送　書　類

入　試　名　称

出　願　期　間
（インターネット）

①通知表（6年生2学期の両面コピー）
②志願票

①通知表（6年生2学期の両面コピー）
②志願票
※自己表現型はエントリーシート
　[様式A･様式B]
※英語型･プログラミング型は検定
　合格証のコピー（P3参照）

合　格　発　表
（インターネット）

選　　抜　　料

クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATMペイジーでの支払い
・納入の際、手数料がかかりますので、ご承知おきください
・納入期間内に費用を納付しない場合は、入学を辞退したものとみなします
※特待生合格者は合否発表時の注意事項に従ってください

２０，０００円　※すべての受験が可能です
（令和3年12月20日（月）0:00より決済可能になります）
※納入の際、手数料がかかりますので、ご承知おきください

手 続 費 用 の
納　入　期　間

入　学　手　続

手　続　延　期

手続費用の支払い

応　募　資　格

制 服 採 寸 日

入 学 準 備 会

３月　６日（日）

３月１９日（土）

　２６７，５００円

※出願については「インターネット出願についてP5」を参照してください

第 1 回 第２回 第３回 第 1 回 第２回

1月31日（月）必着 1月31日（月）必着 2月5日（土）必着 1月31日（月）必着 2月5日（土）必着

2月1日（火）
午前

2月1日（火）
15:00

2月1日（火）
18:00

2月10日（木）12:00まで

2月6日（日）
15:00

2月2日（水）
15:00

できません

2月6日（日）
18:00

2月1日（火）
午後

2月6日（日）
午前

2月2日（水）
午前

2月6日（日）
午後

1月10日（月）0:00～
1月30日（日）12:00

2月1日（火）15:00～
2月4日（金）12:00 

2月1日（火）18:00～
2月4日（金）12:00

2月6日（日）15:00～
2月9日（水）12:00 

2月2日（水）15:00～
2月6日（日）12:00

2月6日（日）18:00～
2月9日（水）12:00

1月10日（月）0:00～
1月30日（日）12:00

1月10日（月）0:00～
2月4日（金）12:00 

1月10日（月）0:00～
1月30日（日）12:00

1月10日（月）0:00～
2月4日（金）12:00

適性検査入試
プレゼンテーション入試
※自己表現型・英語型・プログラミング
　型のいずれか１つを選択

２０名 ５名 １０名 ５名

令和４年３月　小学校卒業見込みの者

－1－

※受験票・志願票の印刷は出願期間より可能となります（窓口での受付は致しません）

※出願情報の入力は令和3年12月20日（月）0:00より入力可能になります

入学手続費用を納入することで手続が完了となります



【実施要項】

時　程

２月１日（火）

8:00

8:50

  8:50～  9:00

  9:00～  9:45

  9:45～10:00

10:00～10:45

10:45～11:00

13:00

13:50

13:50～14:00

14:00～14:45

14:45～15:00

15:00～15:45

15:45～16:00

8:00

8:50

  8:50～  9:00

  9:00～  9:45

  9:45～10:00

10:00～10:45

10:45～11:00

開　      門

集      　合

諸   注   意

適性検査Ⅰ

休　      憩

適性検査Ⅱ

諸   連   絡

試　 験 　日
第１回 第２回

２月６日（日）

第３回

＜特待生の選考について＞
　・適性検査（適性検査Ⅰ＋適性検査Ⅱ）の得点上位者５名を特待生候補として選考します
　・特待生の合格発表は、２月６日（日）15:00 です

適性検査入試
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時　程

２月２日（水） ２月６日（日）

8:00

8:50

8:50～9:00

9:00～      

       

12:00

12:50

12:50～13:00

13:00～       

開　      門

集      　合

諸   注   意

口 頭 発 表
（面　　接）

試　 験 　日
第１回 第２回

　・事前に提出した学習・活動歴等報告書（様式A）に従って発表をしていただきます
　・発表時間は１０分以内です
　・持ち込む器具等は事前にご連絡ください。また賞状等はコピーをしてエントリーシート
　　（様式B）に添付してください（教室に入りきれない物はご遠慮ください） 
　・口頭発表終了後、解散となります

プレゼンテーション入試

自己表現型

受験条件：「実用英語技能検定」３級以上の取得者
　　　　　（出願の際に合格証のコピーを提出してください）
　・面接は受験生１名に対しネイティブの先生と日本人の先生がそれぞれ１名ずつ実施します
　　なお、面接は英語と日本語の両方で実施します（約１０分）
　・面接終了後、解散となります

英　語　型

受験条件：ジュニア・プログラミング検定Scratch部門
　　　　　Bronze（３級）・Silver（２級）・Gold（１級）の取得者
　　　　　（出願の際に合格証のコピーを提出してください）
　・面接は受験生１名に対し面接官２名が実施します（約１０分）
　・面接終了後、解散となります

プログラミング型
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【学　　費】

【A】入学手続き時に納める費用　　　　　　【B】入学後に納める費用（ 1 年次）

【C】初年度の納入金

　　　　　717,100円（上記A+B）

　　　　　　※積立金約22,600円が別途必要です。
　　　　　　※修学旅行の積立金は入学準備会で徴収に関する説明をいたします。

【D】学力特待生について
　　・ 第1回・第2回・第3回の適性検査入試において、成績優秀者は特待生として入学を許
 可します。
　　・ 学費免除の内訳：＜入学金・設備費・授業料・維持費＞の合計548,000円を免除します。

※以下の点に、ご注意下さい。
　　・ 提出された書類はお返しできません。
　　・ 納入された選抜料・入学金はお返しできません。
　　・ 諸経費・積立金総額のみ変更する場合があります。
　　　（諸経費には個人タブレット代等 ICT関係費用61,750円が含まれています。）
　　・ 【B】は口座引き落としになります。
　　・ 学用品（制服・体操着他、約14万円）の販売日は入学手続き時にお知らせします。

【授業料減免制度について】
　　・ 家計状況（経済的な理由）もしくは、家計状況の急変によって、就学が困難となった方で
 その状況を証明する書類（公的証明書）を提出した方のうち、校長が特に必要と認めた方
 に、授業料のみを軽減する制度です。

【私立小中学校等就学支援実証事業費補助金について】
　　・ 国の費用により私立小中学校等に通う児童生徒が対象の、授業料負担を軽減する制度が
 あります。申請対象世帯区分は、年収約400万円未満の世帯が対象です。詳細については
 入学後にお知らせいたします。

入　　学　　金 210,000 円
設　　備　　費 50,000 円
父母の会入会金 1,000 円
生徒会入会金 500 円
後　援　会　費 6,000 円
　合　　　計 267,500 円

（年10回払い）
（年10回払い）

  （4月・8月
    2回払い）

※上記金額は令和 3 年度年額です。

区　　分 金　　額
授　　業　　料 252,000 円
維　　持　　費 36,000 円
父母の会会費 21,600 円
生　徒　会　費 6,000 円
諸　　経　　費 134,000 円
　合　　　計 449,600 円

区　　分 金　　額 備　　考



インターネット出願について

●出願期間中は平日・土曜日・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。
●選抜料は、各種クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATMぺ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。（志願者負担になりますのであらかじめご了承ください。）

本校ホームページ（Webサイト） 募集期間が近くなりましたら、本校ホームページにWebサイトのバナーを設置します。
令和３年１２月２０日（月）から入力が可能になります。

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。
※インターネット環境が無い場合は、本校入試広報部（042-622-1929）にお問い合せください。

メールアドレスをIDとして登録してください。尚、出願後の連絡のため、緊急時にすぐ
ご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

選抜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・志願票・宛
名状の印刷が可能になります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイズ横白紙）
してください。※印刷は上記の出願期間より可能となります。

・印刷した受験票をお持ちの上、ご来校ください。
・試験で必要なエントリーシートのコピー、器具等

●インターネット出願についてのお問い合わせ先は、出願サイト上をご確認ください。
　インターネット出願についてのＱ＆Ａ
●受験および手続について、質問の多い内容を「mirai compass」（ミライコンパス）で公開しています。下記の
　URLをご参照ください。
　http://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

出願に関わる書類等に記載された個人情報については、本校内での処理のために使用します。個人情報を使用する際は
取り扱いに充分留意し目的以外の使用は致しません。

デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影した受験生の顔写真（正面）をアップロードしてください。
タテ4ｃｍ×ヨコ3ｃｍ（カラー写真）

出　願　サ　イ　ト

ID（メールアドレス）登録

写真データアップロード

選抜料のお支払いは、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。
※振込手数料は志願者の負担になります。尚一旦納入された選抜料は事情の如何に関わら
ず返還いたしません。
　２０,０００円（＋手数料）　※適性検査入試第１回～第３回、プレゼンテーション入試
　　　　　　　　　　　　　第１回～第２回の受験ができます。

選抜料の支払い方法選択

入　学　選　抜　料

コンビニ
支払い

ATMぺイ
ジー支払い

クレジット
カード支払い

受験票・志願票・宛名状の印刷

出願書類は角２封筒（A４サイズ用）に入れ、受験票と一緒に印刷された宛名状を貼り、必ず
簡易書留で郵送してください。（すべての入試、同様）
①通知表（６年生２学期の通知票を両面コピーしてください）
②志願票（本校指定）
※自己表現型受験者はエントリーシート〔様式A・様式B〕（※P３参照）
※英語型・プログラミング型受験者は検定合格証のコピー（P ３ 参 照）

試　　験　　当　　日

個人情報保護について

志願者の情報・入試日程等を入力してください。出　願　情　報　入　力

第１回
第２回
第３回

P入試 第１回
P入試 第２回

令和４年１月１０日（月）０：００ ～ 令和４年１月３０日（日）１２：００
令和４年１月１０日（月）０：００ ～ 令和４年１月３０日（日）１２：００
令和４年１月１０日（月）０：００ ～ 令和４年２月　４日（金）１２：００
令和４年１月１０日（月）０：００ ～ 令和４年１月３０日（日）１２：００
令和４年１月１０日（月）０：００ ～ 令和４年２月　４日（金）１２：００

第１回
第２回
第３回

P入試 第１回
P入試 第２回

令和４年１月３１日（月）必着
令和４年１月３１日（月）必着　
令和４年２月　５日（土）必着
令和４年１月３１日（月）必着
令和４年２月　５日（土）必着

出　　願　　期　　間

必　　要　　書　　類

出　願　書　類　郵　送
※窓口での受付は致しません。

郵　　送　　期　　限
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出願手続きの方法
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※　志願者本人の自筆により、黒のボールペンを使用してください（消える筆記用具等は使用しないでください）。

※　書き方は、箇条書き・文章のどちらでも構いません。

※　内容を補足する資料（証明書・賞状・プログラム等の写し）がある場合は添付してください。

※　提出された資料は返却いたしませんのでご承知おきください。

※　試験当日は、上記の内容に沿って１０分のプレゼンテーション（口頭発表）をしていただきます。

※　プレゼンテーションに必要なものは、【自己表現入試エントリーシート】にお書きください。

受験番号
フリガナ

氏　名

学習・活動歴等（取り組んできた事柄を書いてください）

自己アピール（書き方自由）

（男・女）

【様式A】

学習・活動歴等報告書



※　発表は、教室の中でできる内容とします。

※　発表には、タブレット・PC・作品等の持ち込みができます。口頭発表だけでも構いません。

※　本校で準備できる器具は、プロジェクタ（HDMI/VGA端子）とホワイトボードです。

※　特別なものを持ち込む場合は事前にご相談ください。

※　志願者本人の自筆により、黒のボールペンを使用してください（消える筆記用具等は使用しないでください）。

受験番号
フリガナ

氏　名 （男・女）

【様式B】

自己表現入試エントリーシート

自己表現内容（書き方自由）

当日、持ち込む器具
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八王子実践中学校
入試広報部

〒193-0931  東京都八王子市台町1-6-15
入試広報部直通
TEL 042-622-1929　FAX 042-686-2882
TEL 042-622-0654（代表）

○ 出願方法はインターネットによる出願です。（窓口では受け付けません）

 9 月25日（土）　14：00
10月 9 日（土）　14：00
11月13日（土）　14：00

入試説明会

12月18日（土）　14：00
 1 月15日（土）　14：00
※いずれか 1 日を選んでください。

入試問題解説

  お問い合わせ
　
１．説明会内容及び入試・出願に関するお問い合わせ
　　八王子実践中学校・八王子実践高等学校
　　〒193-0931 東京都八王子市台町1－6－15
　　℡042－622－0654（代表）℡042－622－1929（入試広報部）
　　平日　9：00～16：00　土曜日　9：00～12：00
　　日曜・祝祭日及び、学校休業日を除く
　　（12月29日～1月4日）
　
２．システム・操作に関するお問い合わせ

　　お問い合わせ対象の「学校名」と「お名前」をお伝えください
　　miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター
　　　　　　　　＜運用委託会社：三菱総研DCS株式会社＞
　　℡0120－907－867（24時間受付）/03－5877－5952（24時間受付）

町田

八王子エルシィー

八王子実践
中学校高等学校

GS

サンホテル

エニータイム
フィットネス


