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１.入試概要 

【応募資格】 1.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。 

 

2.原則､海外生活1年以上､帰国後3年以内の者(応相談) もしくは 

国内のインターナショナルスクールに6年間在籍する者 

【募集定員】 グローバル・リーディングクラス（GLC） ２０名（２月１日以降の一般入試を含む） 

入試名称 試験日・集合時間 
募集人数 
クラス 

試験科目・時間 

第１回 帰国生入試 １１月２３日（水・祝） 8：30 

GLC 20名 
（一般入試含む） 

エッセイライティング(英語) 18：40～09：30 

国  語 09：45～10：35 

算  数 10：50～11：40 

昼  食 11：45～12：20 

口頭試問・面接（英語・日本語） 12：20～ 

※終了後、個別に帰宅となります 
第２回 帰国生入試 １２月１６日（金） 8：30 

●帰国生入試での募集クラスはＧＬＣのみです。 

DLC・LCを希望される方は、一般入試を受験してください。 

●一般入試（2/1～2/4）受験の際は、一般入試用の入学試験申込みが必要です。 

※受験料については２-Ⅱ参照 
 

選考方法 

エッセイライティング（英語） （１００点）５０分 

国語 （１００点）５０分 ／ 算数 （１００点）５０分  

口頭試問・面接 

申込期間 

第１回 帰国生入試 

１１月２３日（水・祝） 

［出願］ １１月５日（土）～１１月２０日（日）   

［書類］ １１月５日（土）～１１月２０日（日）       ※郵送の場合は締切日消印有効  

第２回 帰国生入試 

１２月１６日（金） 

［出願］ １１月５日（土）～１２月１３日（火）   

［書類］ １１月５日（土）～１２月１３日（火）       ※郵送の場合は締切日消印有効  

提出書類 
【A】海外在留証明書（在留経験がある方のみ）   【B】通知表または現地校の成績を証明出来るものなど 

【C】英検など語学の資格を示すもの(任意・コピー可)詳しくは２-Ⅰ参照 

受 験 料 20,000円(一般入試を含む全回受験可) ※グループ校を受験の場合優遇あり。２-Ⅲをご参照ください。 

合格発表 
各試験当日 インターネット 18：00  （電話による合否の確認はできません） 

※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。 

合格書類 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 ※返金不可 

新入生登校日 ２０２３年２月１１日（土・祝） 



 

 

２.応募手続き 

Ⅰ 応募方法 ◆海外在留証明書は、本校ホームページからダウンロードしてください。 
 

<出願>インターネットのみ 

出願方法 
学園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、試験当日にお持ちください。 

 
<書類提出>インターネット、もしくは郵送のみ 

提出書類 

【A】 海外在留証明書（本校指定の用紙） 

【B】 ①または②のどちらか一つ（コピー）。 
【B】 ①通知表（日本の小学校在籍者のみ） ②現地校の成績を証明出来るものなど 
【B】 ※国内のインターナショナルスクールに在籍中の方は① 
【C】 英検など語学の資格を示すもの (提出任意・コピー可) 

提出方法 

インターネット 郵送 

提出書類を PDF 形式またはjpg 形式のデータで

ご準備していただき、出願ページより提出してくだ

さい。 

角形２号（240mm×332mm）の封筒(封筒は各ご

家庭でご用意いただきます)に『入学試験提出書

類在中』と朱書きして提出書類を入れ速達簡易

書留で郵送してください。 

※【A】海外在留証明書は、本校ホームページからダウンロードして印刷してください。 
国内のインターナショナルスクールに在籍している場合の提出は必要ありません。 

 

※【B】については直近の通知表もしくは成績を証明出来るもので構いません（例：6年生・1学期の通知表） 
  また、現地校の成績がある場合も、直近のものだけで構いません（例：5年生・3月に帰国した方は5年生時の3学期の成績表
を提出）。 

 

※書類をご提出後、こちらで出願資格を満たしていないと判断した場合、本校より受験不可のご連絡をいたします。 
その場合も受験料の返金はいたしません。応募資格を事前にご確認の上、出願してください。 

 

※窓口での出願や書類の提出はできかねますので、必ずインターネットでの手続きを済ませてください。 

インターネット受付での操作方法については学校からホームページの出願画面に従って、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、試験当日にお持ちください。 

Ⅱ 受験料 

受 験 料 
20,000円 (一般入試を含む全回受験可) 

※開智日本橋学園中学校の第1回帰国生入試を利用した、開智中学校・開智望中等教育学校の合否判定制度

については２-Ⅲをご確認ください。 

振込方法 
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。 

Ⅲ 開智中学校・開智望中等教育学校の合否判定制度 

開智日本橋学園中学校で行われる第1回帰国生入試では、希望者に対して開智中学校・開智望中等教育学校の

合否判定を同時に行います。この判定を行うことによる追加の受験料は必要ありません。 

◆合否判定のお申し込みは、開智日本橋学園中学校への出願時に行ってください。開智中学校・開智望中等教育学校では、

出願を受け付けていません。 

◆開智中学校・開智望中等教育学校の特色をご理解いただいた上で、合否判定をお申し込みください。 

 ※各校の特色は開智日本橋学園中学校と異なる部分があります。詳細は各校の説明会等でご確認ください。 
◆合否判定の結果は、各校のHPで公表いたします。お申込みをされた方は各校のHPで結果をご確認ください。 

 ※開智日本橋学園中学校では、本校に合格された方のみを発表いたします。 



 

 

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） 

特 待 生 

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。 
 
・S特待（入学金＋授業料＋教育充実費分） 

 
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 学 生 
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。 

Ⅱ 経済的支援 

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 

入 学 金 
100,000円  納入期日１２月２１日（水） 13：00迄    

※入学金はいかなる場合も返金いたしません。 

・手続きの方法に関しての詳細は別途お知らせいたします。 

・特待生合格者についても期日までに入学金を納入していただきます。なお、3.Ⅰに記載のとおり入学金も特待生の教
育支援金支給対象となるため、所定の手続きの後、納入いただいた 100,000 円分については第 1期の生徒納入金額
と相殺します。詳細は入学手続時にご案内します。 

Ⅱ 生徒納入金（年額） 

●学費等 

 

第 1期 第 2期 第 3期 第 4期 
合計（年額） 

3/3までに振込み 6月引落 9 月引落 12月引落 

授 業 料 120,000円 120,000円 120,000円 120,000円 480,000円 

教 育 充 実 費 27,000円 27,000円 27,000円 27,000円 108,000円 

国際教育推進費 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 060,000円 

合 計 162,000円 162,000円 162,000円 162,000円 648,000円 

※第 1期のみ令和 5年 3月 3 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。 
※入学手続後、3月 31日（金）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。 

●諸会費 

生徒会費 保護者会費 
開智日本橋 
後援会費 

学園 
後援会費 

 6,000 円  6,000 円 18,000 円 20,000 円 

※第1期納入金と合わせて納入いただきます。 
●生徒積立金 
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。 

※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） 

※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.試験当日の持ち物 

 

７.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。 

 

８.一般入試 ２０２３年２月１日（水）～２月４日（土） 

●２月１日（水）午前にもGLC選考（英語G）を行います。 

●帰国生入試に合格されている方が、2月1日(水)午後に実施する特待生入試を受験し合格された場合、 

GLC特待生として合格がでます。 

●一般入試の詳細は一般入試用生徒募集要項をご確認ください。 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

□ 受験票  □ 鉛筆、消しゴムなどの筆記用具  ☐昼食 
・軽食は筆記試験終了後の休憩時に取ることが可能です。 

・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。 

・上履は不要です。 



 

 

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 


