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開智日本橋学園の受験生に優しい入試制度
・ 入学手続きは２月 10 日までです。
・ 全ての回の受験をお申し込みいただいても、受験料は２万円です。

P.4

受験生のみなさんへ
開智日本橋学園中学校 校長 一円 尚
受験まで残りわずかとなってきました。皆さんは自分の目標を見すえてしっかり頑張って
いることと思います。中学受験で大切なことは「一生懸命やる」「目標に向かって自分なり
に精一杯努力する」ことです。
アメリカにノーベル賞と同じくらい有名な「天才賞」という賞があり、毎年色々な分野か
ら受賞者が出ます。ある心理学者が「成功するのに一番重要なことは何か」という研究をし
たところ、『粘り強さを持っている人である』という結論に達したそうです。そして、この
研究によって天才賞を受賞しました。
今皆さんに重要なのは「一生懸命努力をしている」という事実です。他にやりたいことが
あるのに、それを我慢して一生懸命勉強に取り組んでいるという事実です。この努力は必ず
皆さんの貴重な経験として残ります。頑張って学ぶことにより「知識」や「思考力」「記述
力」「問題処理能力」などだけでなく「粘り強さ」も身につけることができるからです。さ
らに、将来、本当に困ったときにこの経験がきっと生かされるはずです。今皆さんはこのよ
うな貴重な財産ともいえる大切なものを手にしようとしているのです。
さて、開智日本橋学園中学校は、探究型の学びや生徒が主体的に学ぶ授業を通して、創造
力、思考力、発信力、コミュニケーション力を身につけ、『平和で豊かな社会の実現に貢献
できるリーダーの育成』を目指しています。ノーベル生理学・医学賞を受賞した開智学園名
誉学園長の大村智博士は、社会に役に立つ貢献をしようと「持ち前の粘り強さ」と「人のた
めにという情熱」で素晴らしい発見をしました。
皆さんは中学受験の勉強が自分のためだけでなく、将来、必ず人のためにもなるのだとい
う信念と自信を持って頑張ってほしいと思います。
そして私たちは、全力を挙げて入試に立ち向かっている皆さんを心より歓迎します。高い
志や大きな夢を持ち、その実現に向けて努力する。やりたいことを思い切りやる。そんな素
敵な６年間を開智日本橋学園で過ごしてほしいと思っています。
４月に入学式でお会いできることを楽しみにしています。最後まで頑張ってください。

１.入試概要
【応募資格】

探究型・創造型・発信型の教育を希望し、世界や日本の最先端の教育・研究を行う大学への
進学を目指す者。国際バカロレアの教育理念を理解し、意欲的に学ぶ志を持つ者。
男女１３０名 リーディングコース（LC）９０名

【募集定員】

デュアルランゲージコース（DLC）２０名

男女１３０名 グローバル・リーディングコース（GLC）２０名

【募集要項】
入試名称

試験日・集合時間

募集人数･クラス

試験科目・時間
２科（国算）
8：40～10：35
４科（国算理社） 8：40～11：50
GLC入試（国算英Ｇ） 8：40～11：40(終了後口頭試問)

第１回入試

２科・４科選択
（GLC３科）

２月１日（火）

8：30

25

Ｌ Ｃ
ＤＬＣ
ＧＬＣ

適性検査入試

適性検査Ⅰ･Ⅱ

２月１日（火）

8：30

10

Ｌ Ｃ
ＤＬＣ
Ｌ Ｃ
ＤＬＣ
（ＧＬＣ）

4 科（国算理社）

14：40～17：50/15：10～18：20

30

算数単科

15：45～17：05/16：15～17：35

４科選択

14：30（15：00）

２月１日（火）

特待生入試
算数単科選択

15：35（16：05）

適性検査Ⅰ･Ⅱ

8：40～10：35

第２回入試

２科・４科選択

２月２日（水）

14：30（15：00）

25

Ｌ Ｃ
ＤＬＣ

２科（国算）
４科（国算理社）

14：40～16：35/15：10～17：05
14：40～17：50/15：10～18：20

第３回入試

２科・４科選択

２月３日（木）

14：30（15：00）

20

Ｌ Ｃ
ＤＬＣ

２科（国算）
４科（国算理社）

14：40～16：35/15：10～17：05
14：40～17：50/15：10～18：20

第４回入試

２科・４科選択

２月４日（金）

8：30

20

Ｌ Ｃ
ＤＬＣ

２科（国算）
４科（国算理社）

8：40～10：35
8：40～11：50

※１ 午後入試は 14：30 までに受付が終了した方は 14：40 受験、それ以降は 15：10 受験になります。
※２ ２月１日午後の特待生入試算数単科で受験の方は 15：35 までに受付が終了した方は 15：45 受験、それ以降は
16：15 受験となります。（ご到着が難しい場合はご相談ください。）
※３ GLC・DLC 希望者は試験選択画面にて、判定希望を選択してください。（LC は受験者全員を対象に判定）
※４ 特待生入試では特待生のみ選考します。他の入試回においても成績優秀者は特待合格となる場合があります。
［共通］ 国語（１００点）５０分 ／ 算数（１２０点）５０分
［４科］ 理科（５０点）２５分 ／ 社会（５０点）２５分
選考方法

［算数単科入試］ 算数Ⅰ（１２０点）５０分 ※特待 4 科の算数と全く同じ問題
算数Ⅱ（４０点）２０分 ※算数単科受験者のみ別紙で解答する問題
［GLC３科］ 英語Ｇ（１００点）５０分 ■ＧＬＣ希望者対象/エッセイライティング
［適性検査］ Ⅰ（１００点）５０分
Ⅱ（１００点）５０分

合格書類

■与えられた文章をもとに、的確でまとまりのある文章を書く力をみます。
■与えられた資料をもとに、課題を発見し解決する力をみます。

合格発表ページからダウンロードしていただきます。

入学手続き

入学金 100,000 円 ※入学金はいかなる場合も返金いたしません。

新入生登校日

２０２２年２月１１日（金・祝）

合
格
発
表

入試名称

第１回入試

第２回入試

第３回入試

第４回入試

試 験 日

適性検査入試
２月１日（火）
試
午前

特待生入試

２月１日（火）
午前

２月１日（火）
午後

２月２日（水）
午後

２月３日（木）
午後

２月４日（金）
午前

インターネット

当日 20：00

当日 20：00

当日 22：00

当日 22：00

当日 22：00

当日 18：00

※準備が整い次第発表いたします。また、状況により遅れる場合もありますので、ご了承ください。
電話による合否の確認はできません。

ＧＬＣを受験される方

対象回：第１回ＧＬＣ入試（国算英Ｇ）

■英語Ｇ･･･ＧＬＣ希望者対象/エッセイライティング（１００点）５０分
■国語（１００点）５０分／算数（１２０点）５０分
■口頭試問・面接（英語・日本語） １０分程度 受験生のみ 複数回受験の場合も毎回実施 ※筆記試験終了後に実施
※GLC に合格された方で、2 月 1 日午後に実施の特待生入試に合格された場合は GLC 特待として合格判定がでます。
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２.応募手続き
Ⅰ 応募方法
インターネット受付
出

願

本校ホームページの出願画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。受験票
は、ご自宅等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください
［開始］ 1 月 10 日(月・祝） 9:00

申込期間

［締切］ 各試験日当日の集合時間までにインターネットでの申込完了
※ただし、受験票をご自宅等のプリンタで印刷して持参することになるのでご注意ください。

●出願サイトは 1 月 10 日（月・祝）9：00 からアクセス可能になり、本校ホームページから出願専用サイトにアクセ

スを行ってください。
出願サイト URL（ https://mirai-compass.net/usr/kngj/common/login.jsf ）
●ユーザー情報を登録後、出願内容や入試日程を選択してください。
●支払い方法を選択し、受験料を納入してください。（受験料/支払方法については２-Ⅱ参照）
●受験票に写真を貼付し、試験当日会場に持参してください。

●小学校からの調査書・報告書等は必要ありません。
●窓口での当日出願は行いません。また、本校の PC を使用しての出願も行えませんのでご了承ください。
●出願後の科目変更等は出来かねますので、事前にご確認の上、出願を行ってください。

インターネット受付での操作方法についての詳細は mirai compass 利用ガイドをご覧ください。
URL（https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/）
受験票は、ご自宅等のプリンタで印刷し、試験当日お持ちください。

Ⅱ 受験料
20,000 円(帰国生入試を含む全回受験可) / 5,000 円(適性検査のみ受験可)
受 験 料 ※開智中学校・開智未来中学校・開智望中等教育学校の受験者に対する優遇措置については２-Ⅲを
ご確認ください。

お支払い方法

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。 学園窓口でのお支払いはできません。

※一度納入された受験料は、受験の有無にかかわらず、いかなる理由があっても返金いたしません。また、
支払手数料は受験生負担となります。
※受験料の納入は 1 月 10 日（月・祝）9：00 から可能です
Ⅲ 開智中学校・開智未来中学校・開智望中等教育学校受験者に対する優遇措置
合計 30,000 円の受験料で開智中学校・開智未来中学校・開智望中等教育学校の全回受験可
※入学試験のお申し込みは、受験する各学校 HP から出願してください。（金額の詳細は各学校の募集要項を確認）
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３.特待生制度･奨学生制度･経済的支援制度
Ⅰ 特待生制度・奨学生制度 （１年ごとに見直しあり）
入学試験の成績が特に優れている受験生に対し、特待生として教育支援金を給付する
制度があります。本校における特待生は以下の通りです。

特

・S 特待（入学金＋授業料＋教育充実費分）

待 生

次年度以降は審査を経て継続します。なお、高等学校に内部進学後、特待生が継続と
なる方は、
就学支援金及び授業料軽減助成申請の関係上所得関係書類のご提出をお願
いしております。

奨

特待生以外の生徒に対して、在学中の学業・人物などが特に優れている場合、２年次以降に奨
学生として、教育支援金を給付する制度です。

学 生

Ⅱ 経済的支援制度
開智日本橋学園中学・高等学校
育英奨学金

入学後の家計急変および経済的に困難な世帯に対して、授業料もしくは学費の全額、または
一部を支援する「開智日本橋学園中学・高等学校育英奨学金」の給付制度を設けています。

４.生徒納入金
Ⅰ 入学金

１00,000 円

入 学 金

納入期日 2 月 10 日（木）13:00 迄

※入学金はいかなる場合も返金いたしません。

・手続き方法に関しての詳細は別途お知らせいたします。
・入学辞退の場合は、必ず３月１８日（金）までに電話連絡のうえ、入学辞退届を郵送または FAX にて３月３１日（木）
16：00 必着でお送りください。入学金は返金できません。

Ⅱ 生徒納入金（年額）
入

学

金

100,000 円

－

合計（年額）
100,000 円

授

業

料

－

480,000 円

480,000 円

保

費

6,000 円

教育充実費

－

108,000 円

108,000 円

開智日本橋後援会費

18,000 円

国際教育推進費

－

060,000 円

060,000 円

学 園 後 援 会 費

20,000 円

748,000 円

※授業料等とあわせて納入

合

計

100,000 円

648,000 円

生

徒
護

諸会費（年額）
会
費
6,000 円
者

会

※授業料・教育充実費・国際教育推進費については初回のみ令和 4 年 3 月 4 日（金）までにお振込みいただき、その後
は自動引落となります（6 月、9 月、12 月予定）。入学手続後、3 月 31 日（木）までに入学を辞退した場合は、入学金を除
き、上記納入金は全額返金いたします。ただし、振込手数料はご負担いただきます。
●制服等指定用品購入費として、170,000 円程度別途必要です。（制服一式、運動着、通学かばん、通学靴等）
●フィールドワーク等の行事、副教材等に充当するための積立金を各学年 200,000 円前後（予定）別途お預かりしていま
す。積立金の金額は変更になる場合があります。
●開智日本橋学園高等学校に進学する際、内部進学金として 100,000 円が必要となります。
※生徒納入金は、在学中の社会情勢等により変更になる場合があります。

５.寄付金《任意》
教育環境の充実を図るために、入学後、任意の寄付をお願いいたします。（1 口 50,000 円、4 口以上）

６.帰国生

※帰国生入試募集要項は本校ホームページ入試情報をご確認ください。

帰国生入試日程

試験科目

第１回 １１月２３日（火・祝）
・エッセイライティング（英語）５０分/国・算（基礎学力）各５０分
・口頭試問・面接（英語・日本語）受験生のみ
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第２回 １２月１6 日（木）

７.試験当日の持ち物
□ 受験票

□ 鉛筆、消しゴムなどの筆記用具

・下敷き・コンパス・分度器・定規は使用できません。
・水分補給のための飲料は持ち込み可能です。
・携帯電話は持ち込み可能ですが、試験時間中は電源をお切りいただきます。
・時計機能のみの腕時計は持ち込み可能です。
・上履きは不要です。

８.諸注意
●駐車場・駐輪場はございませんので公共交通機関でご来校ください。 また、学校周辺への車での送迎も
ご遠慮ください。
●試験中気分が悪くなった場合は別室受験ができます。
●災害時(地震などの天変地異)は係の指示に従ってください。
●荒天や交通機関に乱れがある場合は、本校ホームページ で対応についてご確認ください。
●インフルエンザ等、学校保健安全法で出席の停止が定められている指定感染症に罹患した場合は受験できま
せん。
●新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって変更が出た場合は学校 HP よりお知らせいたします。

９.試験会場

開智日本橋学園中学校
◆JR 総武線 「浅草橋駅」 東口 徒歩３分
◆都営浅草線 「浅草橋駅」 Ａ２出口 徒歩３分
◆JR 総武線(快速) 「馬喰町駅」 Ｃ３出口 徒歩３分
◆都営新宿線 「馬喰横山駅」 Ｃ３出口 徒歩７分

１０.個人情報の取り扱いについて
1. 本校が保有する個人情報は、「個人情報保護法」等の法令を遵守のうえ、「学校法人開智学園 個人情報
保護規程」および「学校法人開智学園 個人情報保護方針」に基づき、取り扱いを行っています。
2. お知らせいただいた個人情報は、開智学園内の出願に関係する学校において、以下に示す利用目的の
範囲内で利用いたします。
① 入学者選抜業務（出願処理・選考）のため
② 合格発表に関わる業務のため
③ 入学手続及び入学後の学籍管理・教務管理業務のため
④ 選抜方法等における調査・分析に関わる業務（併願校別の受験者数等の統計等）のため
⑤ その他上記に付随する業務のため
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〒103-8384 東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-6
TEL.03（3662）2507（代表） FAX.03（3662）2506

https://www.kng.ed.jp
学校法人 開智学園
総合部（開智小・中学校）

開智望小学校・中等教育学校

〒339-0004 埼玉県さいたま市岩槻区徳力 186
TEL.048(793)0080

〒300-2435 茨城県つくばみらい市筒戸字諏訪 3400 番
TEL 0297(38)6000

中高一貫部（開智中学・高等学校）

開智日本橋学園高等学校

〒339-0004 埼玉県さいたま市岩槻区徳力 186
TEL.048(795)0777

〒103-8384 東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-6
TEL 03(3662)2507

高等部（開智高等学校）

開智国際大学

〒339-0004 埼玉県さいたま市岩槻区徳力 186
TEL. 048(793)1370

〒277-0005 千葉県柏市柏 1225-6
TEL 04(7167)8655

開智未来中学・高等学校
〒349-1212 埼玉県加須市麦倉 1238 番地
TEL 0280(61)2021

