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2021年度

生徒募集要項
今後の新型コロナウイルス感染症の動向によっては、日
程や入試方法の変更の可能性もあります。最新の情報は、
10月 10 日（土）以降ホームページ上に随時掲載します
ので、最新の要項を必ず確認してください。
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入学試験要項
 出願資格

国公立もしくは学校法人設立の中学校を2021年３月卒業見込みの者および卒業した者のうち、女子。

●海外帰国生入試　以下の2つの条件を有する者

①国公立もしくは学校法人設立の中学校またはそれに準ずる海外教育機関を2021年3月卒業見込の者
　および卒業した者のうち、女子。
②原則として保護者の海外勤務により、本人が継続して１年を超える期間海外に在留し、帰国して３年以内の者（受験
　日を起算点とする）。現海外在住者を含む。

●推薦入試

①本校への入学を第一志望とし、在学する学校長が推薦する者。
②�調査書の３年次の５段階評価が、特別進学クラスについては（ア）または（イ）、総合進学クラスについては（ウ）～
（カ）のいずれかを満たしている者。

◦�特別進学クラス
（ア）国語、数学、英語の3教科合計が12以上の者。（原則として１を含まない）（※１）（※2）
（イ）国語、社会、数学、理科、英語の５教科合計が19以上の者。（原則として１を含まない）（※１）（※2）
◦ 総合進学クラス
（ウ）国語、数学、英語の3教科合計が10以上の者。（原則として１を含まない）（※１）
（エ）国語、社会、数学、理科、英語の５教科合計が16以上の者。（原則として１を含まない）（※１）
（オ）全教科（９教科）の合計が30以上の者。（原則として１を含まない）（※１）
（カ）スポーツ・芸術等に優れた者。（※3）
（※1）�特別進学クラスは英語検定・漢字検定・数学検定（いずれも3級以上）など学業面での実績により1ポイント、総合進学クラスは、英語検定・漢字検

定・数学検定（いずれも3級以上）、クラブ活動、生徒会活動などにより1ポイントの加点を認めることがあります。なお両クラスとも、英語検定準
２級以上を取得している場合は２ポイントまで加点します。

（※2）特別進学クラスは基準とした教科の評定がすべて３以上であることを原則とします。
（※3）原則として、全国レベルの大会ならびにコンクール等に出場していることを条件とします。また、出願前の相談が必要です。

 出願手続

海外帰国生入試1 海外帰国生入試2 推薦入試
一般入試

１回 ２回

入学試験日 11月23日（祝）９：00 1月7日（木）９：00 １月22日（金）９：00 ２月10日（水）９：00 ２月12日（金）９：00

募集人員 5名 5名 90名 50名 40名

給付奨学生
の選考

合格者は2月12日に奨学生選考試験を受験可。 両方の試験回で、それぞれ奨学生を選考します。

出願受付

※インターネッ
ト出願

11月１日（日）０：00
～

11月22日（日）23：59

11月１日（日）０：00
～

1月6日（水）23：59

１月15日（金）０：00
～

１月16日（土）23：59

１月25日（月）０：00
～

２月４日（木）23：59

出願サイトへのアクセスは2020年11月1日（日）より可能です。ただし、出願は受付期間のみ可能です。

検定料

25,000円　　※検定料は、クレジットカード・コンビニ・ペイジーでの納入となります。

ー ー ー

１回と２回を出願する場合は、それぞれ25,000円、合
計50,000円となります。ただし、１回２月10日で合
格し、入学手続をした際には、２回２月12日の検定料
25,000円は返還いたします。

提出書類

◦調査書（もしくはそれに準ずるもの）
◦海外在留証明書
ホームページより用紙をダウンロードの上、保護者の所属
する機関・会社等に証明を受けたもの

※新型コロナウイルス感染症等の影響で、提出不能な書類
がある場合は、あらかじめメールでご相談ください。
k2kouhou@kyoritsu-wu.ac.jp

◦調査書
中学校が所在する都道府県
の公立高校に出願する用紙
と同一のもの

◦推薦書
ホームページより用紙をダ
ウンロードの上、在学中学
校校長発行

◦調査書
中学校が所在する都道府県の公立高校
に出願する用紙と同一のもの

書類提出
方法

郵送（簡易書留）　　※出願受付期間内およびその翌日の消印有効
受験票印刷時に同時に印刷される宛名ラベルを貼付の上、学校までご郵送ください。
※海外帰国生入試の場合は、郵送ができない場合は入学試験当日の持参も可

※出願資格についてご不明な点があれば、事前に入試事務室までご相談ください。

※海外帰国生入試を２回受験することはできません。
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 入学試験

海外帰国生入試1 海外帰国生入試2 推薦入試
一般入試（フリー・併願優遇）

１回 ２回

試験会場 本校 本校かオンライン 本校

入学試験日 11月23日（祝）９：00 1月7日（木）９：00 １月22日（金）９：00 ２月10日（水）９：00 ２月12日（金）９：00

集合時間
◦試験当日は必ず受付をお通りください。受付開始時間は試験開始の１時間前（８：00）を予定しています。
◦試験場の所定の席には８：50までに着くようにしてください。
◦座席に着いたら受験票と筆記用具を机の上に置いてください。

持ち物 受験票（A4サイズ・顔写真貼付）、筆記用具（鉛筆［シャープペンでも可］、消しゴム、定規）、上ばき、昼食（推薦入試は不要）

試験科目

【学力試験】国語・数学・英語
【面接】受験生のみ・日本語

英検２級以上の取得者は、受験に際して英語の試験を
免除します。※入学試験当日、英検の合格証書か合格
証明書のコピーを持参してください。

【作文】
【面接】受験生のみ

【学力試験】国語・数学・英語
【面接】受験生のみ

試験時間

①国語 ９：00～９：50
②数学�10：05～10：55
③英語�11：10～12：00

（昼食・休憩）12：00～12：40
④面接�12：40～

①作文�
９：00～10：00

②面接�
10：10～

①国語 ９：00～９：50
②英語�10：05～10：55
③数学�11：10～12：00

（昼食・休憩）12：00～12：40
④面接�12：40～

フリー 成績基準無し 成績基準無し ー 成績基準無し

併願優遇 ー ー ー

３年次の調査書の成績 （※１）（※2）（※3）
◦特別進学クラス������3教科14または５教科21
◦総合進学クラス������３教科12または５教科18
�����������������������������または９教科32

（※１）�特別進学クラスは英語検定・漢字検定・数学検定（いずれも3級以上）など学業面での実績により1ポイント、総合進学クラスは、英語検定・
漢字検定・数学検定（いずれも3級以上）、クラブ活動、生徒会活動などにより1ポイントの加点を認めることがあります。なお両クラスとも、
英語検定準２級以上を取得している場合は２ポイントまで加点します。

（※２）特別進学クラスは基準とした教科の評定がすべて３以上であることを原則とします。
（※３）他校の受験についての制限はありません。

 合格発表

海外帰国生入試1 海外帰国生入試2 推薦入試
一般入試

１回 ２回

合格発表

※インターネッ
ト発表のみ

11月23日（祝）16：00 1月7日（木）16：00 １月22日（金）14：00
（在学中学校には電話で通知）

２月11日（祝）９：00 ２月13日（土）９：00

※すべてホームページ（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/）上での発表となります。
※合否に関するお電話でのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
※合格者には合格通知書を交付します（入学手続期間）。希望される方は、窓口にて受験票を提示してください。

 入学手続

海外帰国生入試1 海外帰国生入試2 推薦入試
一般入試

１回 ２回

入学金納入

合格発表時～
受験する都道府県の公立高校

第一次一般入試合格発表の翌日13：30

合格発表時～
１月24日（日）13：30

合格発表時～
受験する都道府県の公立高校

第一次一般入試合格発表の翌日13：30

※入学金は、クレジットカード・コンビニ・ペイジーでの納入となります。

入学手続

11月23日（祝）
16：00～17：00　および

11月24日（火）～受験する
都道府県の公立高校第一次入試
合格発表の翌日（日曜日を除く）
※事前に手続きに来られる
日時をご一報ください。

１月7日（木）
16：00～17：00　および

1月8日（金）～受験する
都道府県の公立高校第一次入試
合格発表の翌日（日曜日を除く）
※事前に手続きに来られる
日時をご一報ください。

１月23日（土）
および

1月24日（日）
10：00～14：00

２月11日（祝）～
受験する都道府県の公立高校
第一次一般入試合格発表の

翌日（日曜日を除く）
10：00～14：00

２月13日（土）～
受験する都道府県の公立高校
第一次一般入試合格発表の

翌日（日曜日を除く）
10：00～14：00

※先に入学金を納入してから（奨学生を除く）、入学手続をしてください。入学手続は本校の窓口で行います。手続には
　受験票と認印が必要になりますので持参してください。手続者に入学許可証および入学関係書類を交付します。
※一旦納入された入学金は返還できません。
※入学手続後に入学を辞退される場合は、すみやかにご連絡ください。
※入学時に納付する費用の支出が困難な場合には、高等学校入学支度金貸付制度があります。

※2021年度の試験範囲は都立高校に準じます。（海外帰国生入試、一般入試）
※海外帰国生のオンライン入試の詳細は、別途ホームページ上でお知らせします。
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給付奨学金制度・奨学生選考試験
「共立女子第二高等学校給付奨学金制度」の規定に基づき、学業成績およびスポーツ、芸術等に優れた生徒を選考の上、奨
学金を給付します。

 高校入試における給付奨学生選考（①または②の条件を満たすこと）

①一般入試の合計得点（３科合計点）により、Ｓ奨学生、Ａ奨学生、Ｂ奨学生を選考します。
②中学3年の１、２学期総合の成績により、S奨学生、Ａ奨学生を選考します。

内容 ①一般入試合計得点
（300点満点）

②中学3年の1、2学期総合の成績
（※3）

Ｓ奨学生
（※１）

入学金、授業料、施設設備費（３年間） 合計得点220点以上 （推薦入試）５教科22または9教科38以上（※4）

Ａ奨学生
（※２）

入学金、授業料、施設設備費（1年間） 合計得点210点以上
（推薦入試）５教科21または9教科36以上（※4）

（併願優遇）５教科21または9教科36以上

Ｂ奨学生 入学金 合計得点200点以上 ー

◦奨学生は入学手続きの際、事前に入学金を納入する必要はありません。

（※１）3年間は特進クラス・コースに在籍することを条件とします。また大学入試における指定校推薦の出願資格はありません。（併設高校特別推薦は除く）
（※２）�高等学校卒業時まで、成績・生活態度を審査し、年度ごとに認定します。
（※３）評定加点はできません。
（※４）2月12日の入学試験を「奨学生選考試験」として受験することを条件とします。

 「奨学生選考試験」について
海外帰国生入試、推薦入試、および一般入試１回（２月10日）ですでに合格している受験生は、２月12日の一般入試を

「奨学生選考試験」として受験することができます。なお、新たな出願手続や受験料は必要ありません。

▌時　間：一般入試と同時間（面接は行いません）
▌持ち物：受験票、筆記用具、上ばき

 奨学生対象者への連絡と手続
各合格発表当日、WEB上で合否とともに発表します。
ただし、すでに合格した方が奨学生選考試験（２月12日）を受験し奨学生の対象となった場合には、電話で連絡いたします。
（2月13日9：00～12：00ごろを予定）

奨学生の条件を満たし、給付を希望される方は、入学手続前に受付にその旨、お知らせください。担当者より、条件等の
説明をした後に奨学金給付の手続、入学手続を行っていただきます。

 入学説明会・制服採寸日
入学手続を完了し、入学許可書を受け取った方は、３月7日（日）10時より入学説明会を行います。受験生および保護者
は必ず出席してください。
制服採寸は、１月24日（日）10：00～13：00（推薦）、３月7日（日）入学説明会後（一般）を予定しています。
３月7日（日）説明会後に制服の採寸をされる方は、混雑が予測されますので軽食をご持参ください。

 学費

2021年度
高等学校 学費

入学金 250,000 円 入学手続時に納入

授業料 500,000 円
４期に分けて納入（6、7、10、1月）

施設設備維持費 210,000 円

※第2・第３学年次の授業料および施設設備維持費はその年度の新入生と同額を納入していただきます。

受験についての注意事項については、11月 1日（日）以降、本校ホームページにてご案内いたします。



インターネット出願
◦平日・土日・祝日24時間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等でのお支払い方法が選べます。
※出願に際し、クレジットカード決済、コンビニ決済等の場合、手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

 出願手続の流れ

インターネット出願サイト
出願期間になりましたら、本校ホームページ（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/
nichukou/）より出願手続ができます。（出願サイトは11月１日より閲覧でき
ます。）

▼

ID（メールアドレス）登録
メールアドレスをIDとして登録してください。緊急時にもすぐ確認いただけ
るメールアドレスを登録してください。説明会などのイベント予約で既にメー
ルアドレスをご登録済みの方は、そちらのIDをお使いください。

▼

ログイン/マイページ 登録したメールアドレスを使ってログインしてください。マイページが表示
されます。

▼

出願情報入力 志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

▼

支払方法選択 受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、ペイジー（金融機関
ATM）がご利用いただけます。また、お支払いには別途手数料が発生します。

▼

受験票印刷 受験料お支払い完了後、マイページから受験票を取得し、A4サイズで印刷し
てください。複数回出願の場合も、印刷は1枚で構いません。

▼

書類の提出 提出書類を簡易書留にて郵送してください。
（提出が必要な書類は、P.1の出願手続欄をご確認ください。）

出願手続は以上となります。試験当日、受験票と受験票（控）を必ず持参してください。

※出願時に顔写真をアップロードしなかった受験生は、必ず印刷した受験票に顔写真（4cm×3cm）を貼付の上、
　持参してください。
※海外帰国生入試の受験者で英検2級以上の保持者は、合格証書か合格証明書のコピーを入学試験の当日に持参して
　ください。

受験票は本校から発送いたしません。ご自宅等で印刷し、切り離さずに入試当日お持ちください。

◦インターネット出願に関するお問い合わせ先は、出願サイト上でご確認いただけます。
◦インターネット環境が無い場合は、入試事務室（TEL.042-661-9952）にご相談ください。
◦個人情報保護について
本校入学試験にあたってご提供いただいた情報は、本校入学試験及び統計的資料作成以外の目的には使用いたしません。
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受験生の皆さまへ
共立女子第二高等学校は、「誠実・勤勉・友愛」の校訓のもと、「豊かな感性を身につけた女性」、「自ら考えて発信で
きる女性」、「他者を理解し、共生できる女性」の3つの生徒像を目標に掲げ、“咲き誇る未来”を目指して社会に広く
貢献できる自立した女性を育成することを理念にしています。よって、次のような生徒の皆さんの入学を求めています。

①本校の教育理念に賛同し、本校で学ぼうとする意欲を強く持つ生徒
②本校が掲げる「生徒像」の実現に向け、基礎学力を身につけ、意欲的に努力する姿勢を持つ生徒
③自然や文化・歴史に関心を持ち、発展的に学ぶ姿勢を身につけている生徒



本校へのアクセス

ご来校の際はスクールバスをご利用ください。入学試験日、入学手続日、入学説明会当日のスクールバス
ダイヤは出願開始に合わせてホームページ上で発表します。なお、駐車場がございますので自家用車での
来校も可能です。感染症などが心配な方は、自家用車での来校もおすすめします。

 スクールバス乗り場案内（八王子）  スクールバス乗り場案内（高尾）

八王子駅南口より所要約20分　　　　　　　　　　高尾バスターミナルより所要約10分

JR八王子駅
至高尾

南口

交番

下
る

下
る

ビックカメラ

サザン
スカイタワー
八王子

北口
JR中央線 至新宿

タクシー乗場

路線バス

❺

❸

共立女子学園
スクールバス
乗り場

共立女子学園
スクールバスターミナル
（駅より徒歩５分）

北口

高尾駅 JR中央線

京王線

至新宿至相模湖

駅前交番

多摩信用金庫

国道20号線（甲州街道）

〒193-8666　東京都八王子市元八王子町1-710

TEL．042-661-9952

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/

2021年度

生徒募集要項

緊急時の対応
入試当日、緊急事態（大雪・大規模災害・交通機関の大幅な遅延など）が発生
した際の対応については、最新の情報をホームページに掲載いたします。新型
コロナウイルス感染症に関する緊急事態の際についても同様です。

共立女子第二高等学校ホームページ
　   http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/
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