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納付金について　/　授業料等軽減事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・

　③入学手続後の書類やお知らせ等の送付

インターネット登録による出願となります。
https://www.torideseitoku.ed.jp/

出願にあたり，以下のものを事前に準備してください。

●　インターネットに接続できるパソコン，スマートフォン，タブレット端末など

●　インターネット登録に必要なメールアドレス

※　出願については，募集要項Ｐ‐１３をご参照ください。

個人情報の取り扱いについて
　願書受付や登録手続きにあたりご記入いただいた個人情報は厳重に管理し，

　下記の目的以外に利用することはありません。

　①入学試験に係る志願者登録および選考

　②入学試験に係る在籍小学校へ文書発送

インターネット出願について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●　「志願票」等を印刷するための環境（プリンター等）

第一志望入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AO入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

適性検査型入試　兼　学力特待選考入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第１回一般入試　兼　学力特待選考入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第２回一般入試　兼　学力特待選考入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●　もくじ　●
入試の特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

受験上の諸注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学力特待のめやす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

募集人員について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英語入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

帰国子女入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第４回一般入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特待制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第３回一般入試　兼　学力特待選考入試・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

https://www.torideseitoku.ed.jp/
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①　問題を解決する力を測定 ：

　 ：

：

　　７　携帯電話は電源を切り，カバンの中にしまってください。

　　８　保護者控え室として２階の図書室をご利用ください。（出入り自由）

　　９　入寮希望者の面接は，試験（実技試験含む）がすべて終了次第，保護者同伴で行います。

　　　本校のイベント時に配布されている昨年度の第１回一般入試にチャレンジしてみてください。
　　参考として昨年のデータでは，４科（国語・算数：各１００点・社会・理科：各５０点）合計３００点満点中，学力特待αの合格最低点は
　　２３９点，なお，今年度の入試では『学力特待生選抜入試』として学力特待選考を行います。
　　秋に行われる入試説明会では出題傾向と例題解説等も行いますので，ぜひご参加ください。

　　　募集人員は全体で５０名です。この人数はあくまでも本校が入学者を見込んだ人数であって合格者数ではありません。
　　例年，第一志望入試を除いては募集人員に対して２倍～３倍の合格者を出しています。つまり募集人員で合格ラインを
　　決めるのではなく，あくまでも入試得点で判定しています。

　　　英語入試とは，英語を学習している人，英語で日常会話ができる人，海外在住の経験があり英語に興味がある人，
　　そして本校でさらに英語力を伸ばしグローバルな思考力・表現力を身につけたい人のための入学試験です。
　　※英検３級取得者は英語の試験免除。英検４級・５級取得者はそれぞれ得点優遇。
　　　 ＪＥＴ（Ｊunior　Ｅnglish　Ｔest）は取得級に応じて得点優遇。

　５　学力特待選考入試

　　　２０２０年度入試より適性検査型入試・第１回一般入試から第３回一般入試までの合計４回に「学力特待選抜入試」を実施します。
　　チャンスは昨年度より広がって，合計４回あります。日頃の成果を十分に発揮してください。
　　受験科目は４科（適性検査型入試は適性検査Ⅰ・Ⅱ）で合否判定を行いますので，学力特待に挑戦しようという場合は必ず４科目の
　　受験をしてください。

　　１　各試験日の試験時間は生徒募集要項をご確認ください。

　　２　試験場に入室できるのは，集合時間の３０分前からです。

　　４　すべての試験において，音楽コース受験者は他の試験終了後に実技試験を実施します。

　　５　試験場では，すべての監督者の指示に従ってください。

　　６　腕時計は各自持参してください。

　１　一般入試における２科・４科の選択について

　　　２科・４科の受験者の合否は，まず２科（国語・算数）の合計で合否を判定します。
　　４科受験者について，２科での得点が合格点に達しない場合に４科合計で合否を判定します。
　　従って，４科受験者は１度の受験で２回の判定が行われるので，合格の可能性が広がります。

　２　適性検査型入試の出題基本方針について

身近な事象を与えられて，思考力や判断力を生かして解答を見つけられるか。

②　分析力と考察力を測定 示されたデータや資料から傾向や特徴を見出し数的処理や考察することができるか。

　　３　試験開始後２０分以上経過した場合は，試験場への入室ができません。

③　表現する力を測定 文章内容を把握し，それを自己の経験と照らし合わせ，自らの考えを文章で表現できるか。

　　　※適性検査型入試でも，学力特待の判定をします。

　３　ＡＯ（スポーツ・芸術・習い事）入試

　　　ＡＯ（スポーツ・芸術・習い事）入試は，皆さんがこれまで継続的に取り組んできたことやその実績を評価する新しい入試制度です。
　　一つのことに打ち込んできた姿勢を大切に評価します。
　　「スポーツ・芸術・習い事」とは
　　書道・英会話・絵画・珠算・ピアノ・三味線・楽器・声楽・バレエ・ダンス・スイミング・チアリーディング・サッカー・空手・少林寺拳法
　　乗馬・新体操・ミニバスケットボール・ガールスカウト等　多方面
　　※音楽コース希望者は音楽関係の特技に限ります。

　４　英語入試

入試の特色 

受験上の諸注意 

学力特待のめやす 

募集人員について 
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【学科】

6 合格発表
　２０１９年１１月１８日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

7 入学手続

　２０１９年１１月２９日（金）　１６：００まで

　※　学力特待希望者は，本試験合格後，上記入学手続期限までに書類上の手続きを済ませた上で，
　　　学力特待選考入試を受験（第３回まで受験が可能）
　　　この場合，入学手続時納付金の支払は学力特待選抜入試最終回の単願入学手続期限まで猶予

国語　（３０分）

　　９：４５～１０：１５ 算数　（３０分）

　１０：３０～ 面接　（進学コース）／面接・実技（音楽コース）

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　　験

試験日 　２０１９年１１月１６日（土）　８：３０集合

科　目

国語　・　算数　（各３０分／各１００点　記述式）

個人面接　〈受験生のみ〉　１人１０分程度

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　面接用資料記入

　　９：００～　９：３０

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　③　６年生１学期または前期の通知表コピー

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願受付
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～１１月１６日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］ 　２０１９年１１月１５日（金）必着

1
出願資格

出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込みの者。

　②　本校が第１志望の者。

　③　以下の基準を満たしていること。

　　　◇小学校第６学年の１学期末の成績が３段階評価で全科目２以上。

　　　◇小学校第５学年１年間と第６学年７月までの欠席日数が２０日以内。

第一志望入試 ［単願］ 
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【ＡＯ】

6 合格発表
　２０１９年１１月１８日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

7 入学手続

　２０１９年１１月２９日（金）　１６：００まで

　※　学力特待希望者は，本試験合格後，上記入学手続期限までに書類上の手続きを済ませた上で，
　　　学力特待選考入試を受験（第３回まで受験が可能）
     　この場合，入学手続時納付金の支払は学力特待選抜入試最終回の単願入学手続期限まで猶予

4 受験料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　　験

試験日 　２０１９年１１月１６日（土）　８：３０集合

科　目

書類選考　＜活動報告書　通知表のコピー（６年生１学期）＞

個人面接

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割
　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　面接用資料記入

  ９：００～ 面接

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　③　活動報告書　※HPよりダウンロードできます。

　④　６年生１学期または前期の通知表コピー

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願受付
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～１１月１６日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］ 　２０１９年１１月１５日（金）必着

1
出願資格

出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込みの者。

　②　本校が第１志望の者。

　③　以下の基準を満たしていること。

　　　◇小学校第６学年の１学期末の成績が３段階評価で全科目２以上。

　　　◇小学校第５学年１年間と第６学年７月までの欠席日数が２０日以内。

　　※ただし，コンクール・大会等出場のための欠席は証明できるものがあれば含まない。

ＡＯ入試 ［単願］ 



 4

【適性】

6 合格発表
　２０１９年１１月１８日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

7 入学手続

　【単願】　２０１９年１１月２９日（金）　１６：００まで

　【併願】　２０２０月　２月　７日（金）　１６：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）
　　　　　　　　　　　　　　 ※日曜日・祝祭日・年末年始（１２／２６～１／５）を除く

適性検査Ⅰ　（４５分）

　１０：００～１０：４５ 適性検査Ⅱ　（４５分）

　１１：００～ 集団面接

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　　験

試験日 　２０１９年１１月１６日（土）　８：３０集合

科　目

適性検査型Ⅰ・Ⅱ　（各４５分／各１００点）

集団面接　〈受験生の数によって人数を決定します〉

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

　　９：００～　９：４５

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 受験料

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願方法
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～１１月１６日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］ 　２０１９年１１月１５日（金）必着

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　 【併願】は他校を第１志望とする者。

適性検査型入試 兼 学力特待選考入試  

［単願・併願］ 
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【学科】

　　９：００～　９：５０ 国語　（５０分）

　１０：０５～１０：５５ 算数　（５０分）

7 入学手続

　【単願】　２０１９年１２月２５日（水）　１６：００まで

　【併願】　２０２０月　２月　７日（金）　１５：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）
　　　　　　　　　　　　　　 ※日曜日・祝祭日・年末年始（１２／２６～１／５）を除く

　１１：１０～１１：４０ 社会　（３０分）

　１１：５０～１２：２０ 理科　（３０分）

6 合格発表
　２０１９年１２月　９日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　　験

試験日 　２０１９年１２月　７日（土）　８：３０集合

科　目

２科（国・算）　・　４科（国・算・社・理）のいずれかを選択

国語　・　算数　（各５０分／各１００点）

社会　・　理科　（各３０分／各　５０点）

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願受付
出願期間

２０１９年１０月２１日（月）～１２月　７日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］ 　２０１９年１２月　６日（金）必着

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　 【併願】は他校を第１志望とする者。

　③　学力特待選考を受験する者は，４科を受けること。

第1回一般入試 兼 学力特待選考入試 

［単願・併願］ 
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【学科】

　　９：００～　９：５０ 国語　（５０分）

　１０：０５～１０：５５ 算数　（５０分）

7 入学手続

　【単願】　２０２０年　１月３１日（金）　１６：００まで

　【併願】　２０２０月　２月　７日（金）　１６：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）　※日曜日・祝祭日を除く

　１１：１０～１１：４０ 社会　（３０分）

　１１：５０～１２：２０ 理科　（３０分）

6 合格発表
　２０２０年　　１月　８日（水）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　　験

試験日 　２０２０年　１月　６日（月）　８：３０集合

科　目

２科（国・算）　・　４科（国・算・社・理）のいずれかを選択

国語　・　算数　（各５０分／各１００点）

社会　・　理科　（各３０分／各　５０点）　記述式

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願受付
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～２０２０年　１月　６日（月）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］ 　２０１９年１２月２５日（水）必着

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　 【併願】は他校を第１志望とする者。

　③　学力特待選考を受験する者は，４科を受けること。

第２回一般入試 兼 学力特待選考入試 

［単願・併願］ 
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【学科】

　　９：００～　９：５０ 国語　（５０分）

　１０：０５～１０：５５ 算数　（５０分）

7 入学手続

　【単願】　２０２０年　１月３１日（金）　１６：００まで

　【併願】　２０２０月　２月　７日（金）　１６：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）
　　　　　　　　　　　　　　 ※日曜日・祝祭日を除く

　１１：１０～１１：４０ 社会　（３０分）

　１１：５０～１２：２０ 理科　（３０分）

6 合格発表
　２０２０年　１月２０日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　　験

試験日 　２０２０年　１月１８日（土）　８：３０集合

科　目

２科（国・算）　・　４科（国・算・社・理）のいずれかを選択

国語　・　算数　（各５０分／各１００点）

社会　・　理科　（各３０分／各　５０点）　記述式

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願受付
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～２０２０年　１月１８日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］ 　２０２０年　１月１７日（金）必着

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　 【併願】は他校を第１志望とする者。

　③　学力特待選考を受験する者は，４科を受けること。

第３回一般入試 兼 学力特待選考入試 

［単願・併願］ 
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【学科】

7 入学手続

　【単願】　２０２０年　１月３１日（金）　１６：００まで

　【併願】　２０２０月　２月　７日（金）　１６：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）
　　　　　　　　　　　　　　 ※日曜日・祝祭日を除く

日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

　　９：００～　９：５０ 国語または算数　（５０分）

　１０：０５～ 口頭試問

6 合格発表
　２０２０年　１月２０日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

5 試　　験

試験日 　２０２０年　１月１８日（土）　８：３０集合

科　目

英語で口頭試問　（１５分程度／１００点満点）

国語　・　算数のうち１科目選択

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

  ※  英検やＪＥＴ（Ｊunior　Ｅnglish　Ｔest）の合格証の写し，海外在住が証明できるものなど，

　　   英語に関する資料等があれば提出してください。

2 出願受付
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～２０２０年　１月１８日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　年末年始（１２/２６～１/５を除く）

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　 【併願】は他校を第１志望とする者。

　２０２０年　１月１７日（金）必着

英語入試 ［単願・併願］ 
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【学科】

面接 面接

6 合格発表
　２０２０年　１月２０日（月）　Web発表　１０：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

時間割

　　８：３０～　８：５０

7 入学手続

　【単願】　２０２０年　１月３１日（金）　１６：００まで

　【併願】　２０２０月　２月　７日（金）　１６：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）
　　　　　　　　　　　　　　 ※日曜日・祝祭日を除く

日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

　　９：００～　９：５０

①

国語（５０分）

②

口頭試問

　１０：０５～１０：５５ 算数（５０分） 作文（５０分）

　１１：１０～

5 試　験

試験日 　２０２０年　１月１８日（土）　８：３０集合

科　目

①英語　・　作文　・　面接

②国語　・　算数　・　面接

※①か②を選択し受験

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　③　６年生１学期または前期の通知表コピー

　④　在留証明書

2 出願受付
出願期間

 ２０１９年１０月２１日（月）～２０２０年　１月１８日（土）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　年末年始（１２/２６～１/５を除く）

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。（現地校からの出願の場合は同等の資格を有する者）

　②　通算して１年以上海外の学校に在籍した者。

　③　帰国後3年以内の者。

　　　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　【併願】は他校を第１志望とする者。

　２０２０年　１月１７日（金）必着

帰国子女入試 ［単願・併願］ 
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【学科】

7 入学手続

　【単願・併願】　２０２０年　２月　７日（金）　１６：００まで

　平日：９：００～１６：００（土曜～１５：００）
　　　　　　　　　　　　　　 ※日曜日・祝祭日を除く

　１０：０５～１０：５５ 算数　（５０分）

6 合格発表
　２０２０年　１月２８日（火）　Web発表　１５：００～

　合否結果通知を自宅および在籍小学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

4 受 験 料
　２０，０００円　（１回分の受験料ですべての受験が可能です。）

　※　後日追加で受験を希望した場合は，再度受験料の振込みが必要になります。

5 試　験

試験日 　２０２０年　１月２８日（火）　８：３０集合

科　目
国語　・　算数　（各５０分／各１００点）

実技試験　〈音楽コース受験生〉　１人１０分程度

時間割

　　８：３０～　８：５０ 日程確認　・　諸注意　・　アンケート記入

　　９：００～　９：５０ 国語　（５０分）

出願方法 　本校出願窓口に書類を提出，もしくは郵送出願

3 出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽コースのみ）　※HPよりダウンロードできます。

　※　受験票は，ご自宅等で印刷して入試当日に持参して下さい。

2 出願受付
出願期間

２０１９年１０月２１日（月）～２０２０年　１月２８日（火）

［窓口受付］

　平日：９：００～１６：００　（土曜日１５：００まで）

　※日曜日・祝祭日・１１月１３日（水）茨城県民の日を除く

　　　年末年始（１２/２６～１/５を除く）

　　　試験当日７：００～８：００まで

［郵送出願］

1
出願資格
出願区分

　①　２０２０年３月に小学校を卒業見込の者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者。

　　　 【併願】は他校を第１志望とする者。

　２０２０年　１月２７日（月）必着

第４回一般入試 ［単願・併願］ 
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※　学力特待αの継続選考基準について以下の①～④の条件を満たすこと

硬　式
テニス

 全国小学生テニス選手権大会  日本クラシック音楽コンクール

 全国選抜ジュニアテニス選手権大会  ピティナ・ピアノコンペティション

 RSK全国選抜ジュニアテニス大会

 全日本ジュニアテニス選手権

 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳大会  ショパン国際ピアノコンクール in Asia

 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳大会  全日本学生音楽コンクール

全国大会
出　　場

※下表参照

※原則として対象とする全国大会

ス　ポ　ー　ツ 　　音　　　　　楽

陸　上  全国小学生陸上競技交流大会

水　泳

特待の種類 １年次の優遇内容

選　　考　　基　　準

　施設設備費（90,000円）
音　楽

ピアノ
弦楽器

　　　　　　　他

優　遇
期　間区　分

当　該
年　度

　入学金（210,000円）

　② 欠席日数・遅刻回数・早退回数の合計が年間で１５を超えないこと。

　③ 生活指導上の問題がないこと。

　④ ベネッセ学力推移調査（年３回実施）において，国英数３科が全国偏差値５５．０を年２回超えること，

　　　または同調査において国英数３科のうち１科目が６５．０を年２回超えること。

②実技特待選考

対象期間
対象種目

楽器
基　準

実技特待

スポーツ
５年次
または
６年次

陸上競技
水泳

硬式テニス 他

　① 高校進学時，原則として「普通科特別進コース」への内部進学を希望すること。（音楽コースの生徒を除く）

学力特待α

　入学金（210,000円）

学力特待
選考試験
得点率

80% 85%

当　該
年　度

　授業料（26,500円×12）

　設備維持費（15,000円×12）

　空調費（4,300円×12）

学力特待β 70% 75% 入学金（210,000円）　

①学力特待選考

特待の種類 １年次の優遇内容
優　遇
期　間対　象 単　願 併　願

特待制度について 
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対象生徒

　１８０，０００円（年）

　保護者等の資産保有額の合計が６００万円以下

　年収約４００万円未満の世帯
　保護者等の所得金額の合計（※）から人的控除等の所得控除合計等を差し引いた額の合計が１４０万円未満
　（寡婦控除の適用がある場合は１４３万円未満，寡夫控除の適用がある場合は１４７万円未満）
　※損失が計上されている所得がある場合，当該所得は０円として計算する。また，雑損失繰越控除の
　 　適用がなかったこととして計算する。

　当該年度　７月１日時点で在籍する者

授業料軽減額

資産要件

所得要件

　『授業料等軽減事業』により，入学後の授業料を支援いたします。申請は入学後になります。

後援会費 69,200円 教養費 2,700円

卒業記念品費 1,500円

入

学

時

納

付

金

合計 442,700円

※その他（給食費） 10,000円

※　上記費用に交通費，制服，検定等個人によって異なる費用は含まれていません。

※　オーストラリアへの修学旅行費（76,000円×3）は含んでいません。

※　費用の明細は合格通知に同封する『入学手続きについて』（冊子）でご確認ください。

副教材費 35,000円 保健費 1,500円

生徒会費 8,000円 調理実習費 2,000円

29,000円 設備維持費 19,300円

生徒保険料 1,500円 図書館整備費 2,000円

入学金 210,000円 授業料 26,500円

施設設備費 90,000円 実験実習費 2,700円

月

額

納

付

金

合計 58,200円

〈内訳〉 〈内訳〉

教育行事費

納付金について（令和元年度実績） 

授業料等軽減事業について（令和元年度参考） 
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インターネット出願手続のお問合せ

　・　インターネット出願システムの操作に関するご不明な点は，サポートサンター（２４時間対応)にお問合せください。

　・　サポートセンターの連絡先は，出願サイト画面下部に表示されます。

　※受験票は試験当日まで手元で保管してください。

　受験票をご持参ください。

6

　ご利用ください。なお，支払には別途手数料がかかります。

　受験料のお支払い完了後，出願サイトから願書・受験票の印刷ができます。

　ご自宅またはコンビニエンスストアのサービス等をご利用して印刷してください（A４サイズ）

　出願書類を本校宛に期限内に郵送または事務室窓口にご提出ください。

5

7

　受験料の支払いは，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

　・　インターネット登録による出願となります。

　・　平日・土日・祝日２４時間自宅で出願手続ができます。

　・　各種クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）でお支払ができます。

　※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。

出願手続の流れ

1

2

3

4

　http://www.torideseitoku.ed.jp/

　パソコン　・　スマートフォン　・　タブレット端末をご利用ください。

　メールアドレスをIDとして登録してください。

　なお，緊急時にもすぐにご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

　志願者情報，出願入試日程等を入力してください。

インターネット出願について 

本校ホームページ 

出願サイト 

出願情報入力 

受験料支払方法選択 

願書・受験票印刷 

出願書類の郵送 

入試当日 

ID（メールアドレス）登録 



　　　　メールアドレス　torideadmission@seitoku.ac.jp

　　　　ホームページ　https://www.torideseitoku.ed.jp/

　　　　ＴＥＬ（代表）0297-83-8111　　ＦＡＸ　0297-83-8116

　　　　〒300-1544　茨城県取手市山王1000

お問合せ 
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