
一般入試 生徒募集要項

２０２２年度

海城中学校

新型コロナウイルスの感染状況等により生徒募集要項の
内容に変更が生じた場合、本校ホームページでお知らせ
いたします。
出願時に必ず最新の生徒募集要項をご確認ください。
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募集要項

一般入試① 一般入試②

募集人員 男子 １４５名 男子 １４５名

応募資格
（１）２０２２年３月小学校卒業見込みの方

（２）同居の保護者、または保護者の認める成人のもとから通学できる方

出願期間 ２０２２年１月１０日（月）０時 ～ １月２５日（火）２４時まで

出願方法

インターネット出願

※ 志願者の画像ファイルのアップロードが必要となります

※ インターネット環境のない方は、出願期間開始前に本校事務室へお問い合わせください

出願手続

（１）出願サイト上での必要事項の登録（出願サイトへは本校ホームページからアクセスいただけます）

（２）受験料の払い込み （クレジットカードによるオンライン決済、コンビニ、ペイジー支払い）

・別途、決済方法に応じた手数料をご負担いただきます

（３）必要書類の提出

・必要書類：６年生１・２学期（または前期）の成績通知表のコピー

※記載面すべてをコピーしてください（用紙サイズは自由）

※受験票と同時に印刷される「宛名票」を角２封筒に貼付してください

※一般入試①・②どちらも出願される場合、必要書類の提出は１通で構いません

※一般入試①・②に同時出願の際には角２封筒に①・②両方の宛名票を貼付してください

・提出期限：１月２８日（金）本校必着

・提出方法：本校事務室に郵送 ※事務室窓口では受け付けません

受験料 ２５,０００円

試験日 ２０２２年２月１日（火） ２０２２年２月３日（木）

試験科目
配点

試験時間

着席・諸注意 着席 ８：００ 諸注意 ８：０５

１限目 国語（120点） ８：２０ ～ ９：１０（50分）

２限目 算数（120点） ９：３５ ～ １０：２５（50分）

３限目 社会 （80点） １０：５０ ～ １１：３５（45分）

４限目 理科 （80点） １２：００ ～ １２：４５（45分）

携帯品
受験票、筆記用具(鉛筆またはシャープペンシル)、消しゴム、線を引くための定規（分度器不可）

コンパス、不織布マスク ※上履きは不要です

合
格
発
表

発表日時 ２０２２年２月２日（水）１２時～ ２０２２年２月４日（金）１２時～

発表方法

インターネット発表
本校ホームページ合格発表サイト https://www.go-pass.net/kaijoj から確認できます

・校内での掲示発表は行いません

・電話、FAX、メールによる個別の照会には応じられません
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２月１１日（金）

入学説明会

・１３時００分 ～ １４時００分 入学説明会（一般生・帰国生合同）

※教育委員会へ提出する「入学許可証」をお渡しします

４月８日（金）

入学式

・場 所：本校アリーナ（体育館２Ｆ）

・時 間：９時４５分までにご着席ください

学費等

入学手続後のスケジュール

第１学期分 第２学期分 第３学期分

授業料 205,000円 164,000円 123,000円

施設・設備費 180,000円

教育充実費 50,000円

そ
の
他
の
費
用

生徒会入会金（初年度のみ） 200円

ＰＴＡ入会金（初年度のみ） 2,800円

後援会入会金（初年度のみ） 4,200円

生徒会費 2,500円 2,000円 1,500円

ＰＴＡ会費 1,770円 1,400円 1,050円

後援会費 2,825円 2,260円 1,695円

ＰＴＡ特別会費（記念事業費） 5,000円 4,000円 3,000円

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金 460円

海城学園安全会費 1,500円

学期計 456,255円 173,660円 130,245円

納入期限 4月 8月 12月

年間計 760,160円

・口座からの自動振替により３期分納

ただし、口座登録のため第１学期分は振込にて納入

・上記金額のほかに、遠足・修学旅行・教材等で使用する積立金（月額15,500円）があります。

なお、積立金は卒業時に精算し、残金は返金いたします。

・教育環境の整備・充実のため、入学後200,000円以上の寄付をお願いしております。

・高等学校入学時に、改めて入学金を納入していただきます。

・施設・設備費および教育充実費は毎年第１学期に納入していただきます。

・金額などは変更することがあります。 2

入
学
手
続

入学金 ３００,０００円

手続期間 ２０２２年２月２日（水） １２時～１６時 ２０２２年２月４日（金） １２時～１６時

手続方法

クレジットカードによるオンライン決済、ペイジーによる支払い

・別途、決済方法に応じた手数料をご負担いただきます

・振込金領収証等を本校に提出する必要はありません

・納入された入学金は事由を問わず返還いたしません

入学関係
書類交付

入学に必要な書類を下記の期間で交付いたします、手続きを完了した方はご都合に応じてご来校ください

交付場所：本校事務室（受験票と引き替えにお渡しします）

２０２２年２月２日（水）１２時～１６時 ２０２２年２月４日（金）１２時～１６時

２０２２年２月４日（金）１２時～１６時 ２０２２年２月５日（土） ９時～１２時



入試当日の注意および新型コロナウイルス対策について

試験当日の朝、受験生はご自宅での検温を必ずお願いいたします。

➢ 事前にメールでお送りするURLより検温結果を7:20までに入力してから登校してください。

・37.5度以上の発熱があった場合は試験を受けることはできません。

・未入力で受験することはできませんので、万が一検温を忘れた場合は、校門でお申し出ください。

・試験中に体調が悪くなり37.5度以上の発熱が検温された場合は、その後の試験を受けることはできません。

・新型コロナウイルス感染症の陽性患者の方と接触があり保健所から「濃厚接触者」として判断された受験生が、

試験当日に発熱・咳などの症状がある場合は、試験を受けることはできません。

ただし、濃厚接触者でも無症状の場合は、以下の要件をクリアしていれば受験を認め、無症状の濃厚接触者用の

動線・別室で終日試験を受けることになります。※文科省のガイドラインに準拠

本件に該当する場合は、試験当日の登校前に本校事務室まで必ず電話でご連絡ください 03-3209-5880

（1）初期スクリーニング（自治体等によるＰＣＲ等検査）の結果、陰性であること

（2）受験当日も無症状であること

（3）公共の交通機関（電車・バス・タクシー）を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと

・上記の理由で受験ができなくなった場合、受験料返還・追試験などの特別措置はおこないません。

・「密」を避けるため、開門時間を7:10とし、受験番号別に集合時間を下記のように分けます。

開門前に並ぶことはお控えください。

7:20 受験番号下1ケタ 1～3

7:35 受験番号下1ケタ 4～7

7:50 受験番号下1ケタ 8～0

なお、上記の時間はあくまで密を回避するための目安の時間です。

８時までに入室すれば受験に支障はありませんので、慌てずに登校してください。

➢ 受験生保護者の付添は１名といたします（乳幼児は含みません）。

➢ 受験生・受験生保護者は不織布マスク着用で入校し、校内では常に不織布マスク着用をお願いします。

なお、感覚過敏等によりマスク着用が困難な場合は、医師の診断書が必要となります。 ※文科省のガイドラインに準拠

ネット出願後すぐに本校事務室まで必ず電話でご連絡ください 03-3209-5880

➢ 試験監督と補助生徒は不織布マスクを着用します。

➢ 試験会場1教室における受験生数を減らし机間を広げます。

➢ 教室の窓を開けて換気をしますので、体温調節のしやすい服装で受験してください。

➢ 試験場への飲食物の持ち込みは可能です。ただし、飲食ができるのは休み時間だけです。

飲食時はまわりに迷惑がかからないようご配慮ください。

➢ 上履きは不要です。

➢ 計算機能や特別な機能のある時計等を持ち込むことはできません。

なおスマートフォン・携帯電話は持ち込み可能ですが、主電源を切ってカバンの中にしまってください。

➢ 試験中に嘔吐等をした受験生がいた場合、試験教室を移動する場合があります

➢ 「密」を避けるため、保護者控室を設けません。

・試験開始後閉門し、12:30の再開門までは入校できません。校門前の道路で待つこともご遠慮ください。

・受験生は受験番号の早い順にグラウンドに降りてきます。一番早い教室でも12:50分以降の解散となります。

➢ 受験生は入試問題を持ち帰ることができます。

➢ 保護者は試験会場のある建物には入れません。なお、受験生は休み時間に校外に出ることはできません。

➢ 自動車での来校はご遠慮ください。校内への車の乗り入れおよび駐車はできません。

➢ 本校ホームページ入試Ｑ＆Ａもご参照ください https://www.kaijo.ed.jp/admission/faq
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西早稲田駅1号館

2号館
ｶﾌｪﾃﾘｱ

グラウンド
（解散場所）

新大久保駅

高田馬場駅

体育館

Map data ©2016 Google

正門

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ門

東門

■集合時のルート
・正門から入校してください
・前庭から受験生は教室へ
・保護者はそのまま東門から速やかに退場してください

■解散時のルート
・保護者は正門から入校してください
・受験生をグラウンドでお待ちください
・受験生は教室からグラウンドに降りてきます
・受験生と保護者が合流した後、
高田馬場駅・西早稲田駅方面はグラウンド門から
新大久保駅・大久保駅方面は正門から
速やかに退場してください

集合時・解散時のルートについて

※集合時・解散時、一方通行にご協力ください

試験時間の変更など緊急時の連絡について

大雪、地震、電車遅延などにより試験時間の変更がある場合は、本校のホームページおよびインターネット出願

時にご登録いただいたメールアドレス宛にメールでお知らせいたします。

あわてずに、まずはそちらをご確認ください。

海城中学高等学校ホームページ https://www.kaijo.ed.jp

本校は一般財団法人東京私立中学高等学校協会の会員校です。

私立中高入学試験実施にあたり、東京都と神奈川県の私立中学高等学校協会では、下記方針を協会ホームページ

に掲載しています。

１．軽微な地震、豪雨や積雪等によって電車が遅れた時には、各学校が試験の時間を変更するなどして

対応することがあります。

２．ほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような大きな自然災害等が起こった時には、

東京都と神奈川県の全ての私立中学校・高等学校は、予定されている入試を全て中止し、後日、

一斉に繰り下げて再開することがあります。

皆さんが混乱しないように対応しますので、あわてずに必ず受験校のホームページで対応を確認

してください

ほとんどの交通機関が運行を停止するなどして、多くの受験生が試験会場に到着できないなど、各校の判断だけ

では対応しきれない場合のみ、両協会より受験生の混乱を防ぐために、全校一斉に入試を繰り下げることの要請

を受けることになっており、本校では、両協会のその要請に従うこととしております。

なお、両協会の要請により全校一斉に繰り下げが実施された場合、繰り下げ期間、入試再開日程の詳細は、復旧

状況などに鑑み、東京都および神奈川県私立中学高等学校協会長が協議のうえでこれを決定し、学校および受験

生等に速やかに周知するため、両協会ホームページに掲載するほか、ニッポン放送を始めとするマスコミ、学習

塾関係者等に可能な限りの方法で協力を依頼することとしています。
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・本校の卒業生は海城高等学校へ入学が原則認められます。

・今後、本校から連絡をさしあげる場合、出願時ご登録の住所・電話番号・メールアドレスへいたします。

・miraicompassからのメールが受信できるよう必ず設定しておいてください。

その他

ご提供いただいた氏名・住所その他の個人情報は、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。

個人情報の取り扱いについて

海城中学高等学校 〒169-0072 東京都新宿区大久保3-6-1 TEL 03-3209-5880 FAX 03-3209-6990
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