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2021（令和 3）年度
かえつ有明高等学校 推薦入試・一般入試

試 験 日 1 月 22 日（金） 2 月 10 日（水）
試験名称 推薦入試 一般入試

集合時刻 8：30　（受付開始　8：00）

募集人数 男女計 10 名 男女計 30 名（国際生入試の 10 名を含む）

出願資格

・2021（令和 3）年 3 月に中学校卒業見込みの者
・教わる人ではなく自ら学ぶ人
・在学中学校長の推薦があり、本校が示す基準を満た

している者
＊Ｂ推薦は東京・神奈川の公立中学校に通う生徒は 

受験できません

・2021（令和 3）年 3 月に中学校卒業見込みの者
・教わる人ではなく自ら学ぶ人

出願期間 1 月 15 日（金）～ 1 月 19 日（火）  必着 
［インターネット出願 ＋ 提出書類郵送］

1 月 25 日（月）～ 2 月 8 日（月）  必着 
［インターネット出願 ＋ 提出書類郵送］

郵　　送
提出書類

① 調査書（公立統一用紙）
② 推薦書
③ 志望理由書
④ 誓約書
⑤ 入学手続延期願

（希望者のみ提出。Ａ推薦制度利用者は延期できません。）

① 調査書（公立統一用紙）
② 志望理由書
③ 誓約書
④ 入学手続延期願
　 （希望者のみ提出。単願制度利用受験者は延期できません。）

特定記録郵便でお送りください。

受 験 料
25 , 000 円 （クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関 ATM）
受験料の他に、インターネット出願の手数料がかかります。複数回受験しても同一料金です。受験希望日の選択
の際には、受験の可能性のある日をすべて

4 4 4

クリックしてください。

試験科目 グループワーク 英語（100 点）・数学（100 点）
国語（100 点）・グループワーク

時　程

【集合時刻】  8：30

グループワーク  8：40 ～ 10：40（120 分）

【集合時刻】  8：30

国　　 語  8：40 ～  9：30（50 分）
英　　 語  9：45 ～ 10：35（50 分）
数　　 学 10：50 ～ 11：40（50 分）
グループワーク 11：55 ～ 12：45（50 分）

合格発表
［インターネット発表］試験当日 14：00 ～ 試験当日 16：00 ～

特待制度 Ａ特待　入学金免除　授業料半額免除（年次更新）　　Ｓ特待　入学金免除　授業料全額免除（年次更新）

入学手続

（推薦）締切：1 月 25 日（月）15：00　（一般）締切：2 月 15 日（月）15：00
入学金等納入をもって入学手続といたします。本校ホームページの合格発表ページ上のリンク「miraicompass」
のサイトで行います。期間内に納入されないときは、入学を辞退したものとさせていただきます。納入後の入学
辞退者への入学金の返金はいたしません。
入学手続書類は、合格発表ページ上のリンクからダウンロードして、入学手続等要項に従い、郵送にて提出して
ください。

入学手続
延期方法

公立高校受験者で入学手続延期を希望する受験生は、入学手続延期願を提出のうえ、出願してください。記入し
た併願校の合格発表日翌日 15：00 まで延期することができます。
　・神奈川県立高校併願者　3 月  2 日（火）15：00 まで　　　・東京都立高校併願者　3 月  3 日（水）15：00 まで
　・千葉県立高校併願者　　3 月  6 日（土）15：00 まで　　　・埼玉県立高校併願者　3 月  9 日（火）15：00 まで

Ａ推薦合格者
（2 月 10 日受験）

A 推薦合格者は 2 月 10 日（水）の一般入試（グループワー
クを除く）を受験する必要があります。
推薦入試と同じ受験票をお持ちください。再出願の 
必要はありません。

 本校ＨＰからダウンロードしてください。
 本校ＨＰからダウンロードしてください。
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試 験 日 2020 年 12 月 6 日（日） 2020 年 11 月 22 日（日）
試験名称 国際生 Honors 選考 国際生 Regular 選考

集合時刻 8：30　（受付開始　7：40） 14：30　（受付開始　13：40）

募集人数 男女計 10 名

出願資格
・2021（令和 3）年 3 月に中学校卒業見込みの者
・教わる人ではなく自ら学ぶ人
国際生入試は、東京私立中学高等学校協会が示す基準に準じて行います。

出願期間 10 月 24 日（土）～ 1 1 月 30 日（月）  必着 
［インターネット出願 ＋ 提出書類郵送］

10 月 24 日（土）～ 1 1 月 16 日（月）  必着 
［インターネット出願 ＋ 提出書類郵送］

郵　　送
提出書類

① 志願票
② カルテ
③ 誓約書
④ 海外在留証明書
⑤ 入手可能な直近 2 学年分の成績表のコピー
　 成績表のコピーはお手元にあるもののコピーで結構です。在籍校に新たに発行していただく必要はありません。
上記 5 点を特定記録郵便でお送りください。

複数の選考を受験される場合、書類の提出は 1 セットで結構です。
封筒は、この募集要項に同梱しています。ご家庭の封筒をお使いになる場合には、受験票と共に出力される宛名
票をご使用ください。

受 験 料
25 , 000 円 （クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関 ATM）
受験料の他に、インターネット出願の手数料がかかります。複数回受験しても同一料金です。受験希望日の選択
の際には、受験の可能性のある日をすべて

4 4 4

クリックしてください。

時　程

【集合時刻】  8：30

英語作文  8：40 ～  9：20（40 分）
英語筆記  9：35 ～ 10：25（50 分）
日本語作文 10：40 ～ 11：10（30 分）
英語面接 11：30 ～
日本語面接 11：30 ～

【集合時刻】 14：30

国　　 語 14：40 ～ 15：30（50 分）
英　　 語 15：45 ～ 16：35（50 分）
数　　 学 16：50 ～ 17：40（50 分）
日本語面接 18：00 ～

合格発表
［インターネット発表］12 月 8 日（火）10：00 ～ 11 月 25 日（水）10：00 ～

入学手続

締切：1 月 29 日（金）15：00
入学金等納入をもって入学手続といたします。本校ホームページの合格発表ページ上のリンク「miraicompass」
のサイトで行います。期間内に納入されないときは、入学を辞退したものとさせていただきます。納入後の入学
辞退者への入学金の返金はいたしません。
入学手続書類は、合格発表ページ上のリンクからダウンロードして、入学手続等要項に従い、郵送にて提出して
ください。

その他
本試験で合格した場合、入学後の英語の授業は English 
Honors Class での受講になります。
特待合格の可能性もあります。

英語取り出し授業を希望する場合には、国際生 Honors
選考で合格を得ることが必要です。

2021（令和 3）年度
かえつ有明高等学校 国際生入試

＊面接は、筆記試験終了後、順次実施します。日本語面接は、最初に受ける国際生入試の一度のみで、他は免除します。
＊国際生 Honors 選考において、面接の順番が遅い場合、終了が 13：00 を過ぎることがあります。

 本校ＨＰからダウンロードしてください。
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試験当日について

持ち物

□受験票　　□鉛筆（シャープペンシル可）　　□消しゴム
・上履きは不要です。
・時計は試験室にありますが、持参される場合は、時計機能のみのものをお持ちください。
・電卓、下敷きは使用できません。定規・コンパス・分度器は必要ありません。
・原則、試験室で食事はできませんが、国際生 Honors 選考は試験時間が長いため軽食の持ち込みが

できます。
・試験当日に受験票を忘れたり紛失した場合は、受付でお申し出ください。

服　装 楽な服装でお越しください。暖房を完備していますが、各自体温調整をできるようにしてください。

欠席する場合 試験を欠席される場合、連絡の必要はございません。

遅刻する場合
試験開始後10分までであれば入室できます。ただし試験時間の延長はできません。２時間目以降の
遅刻は認めません。

災害や交通機関が
乱れた場合

状況に応じて対応致します。試験開始日時までにホームページでご案内します。

付き添いの方へ
駐車場はありませんので、お車での来校やお迎えはお控えください。控室では、飲食が可能です。
なお、試験前後は受験生の昼食利用も可能です。

入試相談の目安
•目　安
　　A 推薦・単願  ...................................................................................................  5 教科の内申合計 20以上
　　B 推薦・併願  ....................................................................................................  5 教科の内申合計 21以上
　　※ 3 年次の欠席日数が原則として10日以内であること
•特待合格の目安（他校併願可）
　　Ａ特待（入学金免除、授業料半額免除（年次更新）） .................  5 教科の内申合計 23以上
　　Ｓ特待（入学金免除、授業料全額免除（年次更新）） .................  5 教科の内申合計 24以上
　　※ 3 年次の欠席日数が原則として10日以内であること
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合格発表（インターネット発表の照会方法）
本校ホームページの合格発表バナーからアクセスしてください。『ログインＩＤ』と『パスワード』を入力する画面が表示され 
ますので半角数字で入力して『ログイン』ボタンをクリックしてください。

ログインＩＤ 受験番号＋ 受験日
　例：受験番号 2199で、1月22日に受験の場合のログインＩＤは、「21990122」となります。

パスワード 生年月日（西暦）
　例：2005 年 4月25日生まれの場合のパスワードは、「20050425」となります。

＊生年月日は、インターネット出願時に登録されたデータに基づき作成をしております。登録されたデータに間違いがある 
場合は、正確な情報が得られない場合があります。

＊電話等での合否のお問い合わせにはお答えできません。

入学手続
入学金等納入額 275,000 円　　［内訳］入学金 250,000 円　諸経費 25,000 円

納入方法
本校ホームページの合格発表ページ上のリンク「miraicompass」のサイトで行います。クレジットカー
ド・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関 ATM のいずれかでお支払いください。お支払い
には別途手数料がかかる場合がございます。

＊詳細は、合格発表ページ上のリンクから「入学手続等要項」をご確認ください。
＊指定期間内に入学手続がされない場合、入学資格を喪失します。
＊一旦納入された入学金は、後日入学を辞退された場合でもお返しいたしません。
＊入学後のオンライン学習のために、ノート PC などの情報端末機器のご準備を、入学までにご家庭でお願いいたします。

◇教育整備寄付金のお願い

本校はより良い教育環境を整備する目的で、任意で寄付金の募集をしております。ご厚意は生徒一人ひとりの教育環境向上
に還元させていただきます。
1口の金額：100 , 000円　　詳細は、本校ホームページでご確認ください。

入学前の登校について
•新入生ガイダンス
　（場所：かえつ有明高等学校）

3月13日（土）

※詳細は、合格発表ページ上のリンクから「入学手続等要項」をご確認ください。
※無断で欠席した場合は、入学を辞退したものとさせていただきます。やむを得ない事情で欠席される場合には、事前に校長

宛てに理由を添えてお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止の観点から、社会状況の変化に応じて、本募集要項を変更させて
いただく可能性もあります。変更の際は、本校ホームページにてお知らせいたします。
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入試当日

 高校受験をされる方のインターネット出願の流れ 

本校ホームページ

出願情報入力
写真データ登録

受験料の支払い方法選択

受験票印刷

本校HP各受験種別サイトの「出願」にパソコン・スマートフォン・タブレッ
ト端末のいずれかでアクセスしてください。

メールアドレスをIDとして登録してください。
＊緊急時でもすぐにご確認できるメールアドレスを登録してください。

出願者情報を登録し、画面の指示に従い写真データを登録してください。

クレジットカード支払い・コンビニ支払い・金融機関ATM支払いのいずれ
かを選択し、お支払い手続きを進めてください。本校窓口でのお支払いは
できません。
＊コンビニ支払い・金融機関ATM支払いは払込番号を必ずご確認・お控え

いただいてお支払い手続きをしてください。

受験料お支払い完了後に「支払い完了メール」が届きますので、出願サイト
より受験票をご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4判・白い紙）し
て下さい。登録した受験者顔写真は受験票に添付されます。

受験票を必ずご持参のうえ、ご来校ください。

◆本校の出願は全てインターネットでの出願となります。
◆インターネットでの出願に加えて書類の提出があります。出願期間内にインターネット出願・書類提出の両方

が済んで、出願完了となります。
◆本校は複数回受験していただいても、受験料は1回分です。ただし、11・12月に実施する国際生入試と1・2月に

実施する推薦・一般入試は受験料が別になっています。
　また異なるマイページからご登録いただいた場合は受験料が別途発生しますので、ご留意ください。

ID（メールアドレス）登録

インターネット出願
・出願期間内は、平日・土日・祝日問わず 24 時間いつでも出願手続きができます。
・受験料は、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関 ATM のいずれかでお支払いください。
　＊お支払いには別途手数料がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
　　下記はご利用頂ける機関の例です。
　　　（1）クレジットカード （2）コンビニエンスストア

　　　（3）ペイジー
 
 ゆうちょ銀行・三菱 UFJ 銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・
 りそな銀行・横浜銀行・千葉銀行・京葉銀行
 ゆうちょ銀行・三菱 UFJ 銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・
 りそな銀行・横浜銀行・千葉銀行・京葉銀行





〒135-8711　東京都江東区東雲 2-16-1

ＵＲＬ　https://www.ariake.kaetsu.ac.jp かえつ有明

入試相談窓口

最寄駅からのアクセス

※駐車場スペースがございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

最寄駅からのアクセス

※駐車場スペースがございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

りんかい線「東雲」駅、有楽町線「辰巳」駅、「都橋住宅前」バス停、「有明小中学校前」バス停
からの徒歩ルート

★りんかい線「東雲」駅より、徒歩約 8 分
★有楽町線｠　「辰巳」駅より、徒歩約 18 分
★都営バス｠　「都橋住宅前」バス停より、徒歩約 2 分（有楽町線「豊洲」駅から乗車）｠
 「有明小中学校前」バス停より、徒歩約３分（大江戸線「勝どき」駅から乗車）

有
明
ガ
ー
デ
ン

〒135-8711　東京都江東区東雲 2-16-1
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