
２０２3 年度
一  般  入  試
生徒募集要項

桐蔭学園中等教育学校

※今後、日程等が変更になる場合がありますので、桐蔭学園公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。



１．出願資格 2023年 3月に小学校を卒業見込みの児童

２．試験日・募集人数・試験科目

第１回午前 第１回午後

試 験 日 ２月１日(水) ２月１日(水) ２月２日(木) ２月５日(日)

募集人数 男子　30名
女子　30名

男子　35名
女子　35名

男子　30名
女子　30名

（特別奨学生選抜約20名）

男子　20名
女子　20名

試験科目 ２科目入試
国語・算数

グローバル入試
国語･算数基礎

2科目入試
国語･算数

探究型（みらとび）入試
総合思考力問題・
算数基礎

4科目入試
国語･算数･社会･理科

２科目入試
国語・算数

４科目入試
国語・算数・社会・理科

第２回（午後） 第３回

第１回午前　２月１日（水）

探究型(みらとび)入試
①　集合時間　8：10までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　8：10～8：20
③　試験時間

科　　目 時　　間 配　　点
総合思考力問題
算数基礎

  ８：20 ～   ９：10（50分） １００点
  ９：30 ～ 10：20（50分） １００点

※１ 「総合思考力問題」は、思考力・判断力・表現力等を評価するテストです。映像による講義などの後、それらの内容に関わる
 問題を出題します。
※2  「算数基礎」は、小学校の教科書レベルの問題を出題します。
※3 合否は「総合思考力問題」の入試得点を中心に、「算数基礎」の入試得点も参考にして総合的に判定します。

※ 入試当日、新型コロナウイルス感染症により本校の入学試験を受験できない場合は、2月13日（月）に神奈川県私立中高協会が
　 実施予定の神奈川県私立中学共通追試を受験することができます。詳細は桐蔭学園公式ウェブサイトでお知らせします。

３．試験時間・配点

４科目入試
①　集合時刻　8：10までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　8：10～8：20
③　試験時間

第１回午後　２月1日（水）

２科目入試
①　集合時刻　15：30までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　15：30～ 15：40
③　試験時間

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語 15：40 ～ 16：30（50分） １００点

合計２００点満点
算　　数 16：50 ～ 17：40（50分） １００点

※１  それぞれの科目において、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語   ８：20 ～   ９：10（50分） １５０点

合計５００点満点
算　　数   ９：30 ～ 10：20（50分） １５０点
社　　会 10：40 ～ 11：20（40分） １００点
理　　科 11：40 ～ 12：20（40分） １００点

※１  それぞれの科目において、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。



 

 

 

 

  
   

 
  

手続きは、インターネット出願のみです。
桐蔭学園公式ウェブサイトから出願サイトにアクセスできます。

※１ 「国語」は、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※２ 「算数基礎」は、小学校の教科書レベルの問題を出題します。

①　集合時刻　15：30までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　15：30～ 15：40
③　試験時間

※1 「国語」および「算数」は、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。

※1 「国語」および「算数」は、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。

①　集合時刻　8：10までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　8：10～8：20
③　試験時間

４．出願手続 
 

（１） インターネット出願サイトで「出願情報入力」を行い、「受験料の支払い」を済ませてください。いったん納入された受験料は返金で
きませんので、あらかじめご了承ください。

（２） 受験料お支払い後、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・志願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）してください。

①　集合時刻　8：10までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　8：10～8：20
③　試験時間

※1  それぞれの科目において、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。

第２回（午後）　２月２日（木）

グローバル入試　
①　集合時刻　15：30までに、指定された受験教室に入ってください。

（対象:英検3級以上程度の英語資格・検定試験等の成績を有する受験生）

②　諸 注 意　15：30～ 15：40
③　試験時間

第３回　２月５日（日）

２科目入試

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語 15：40 ～ 16：30(50分)

16：50 ～ 17：40(50分)
１００点

合計２００点満点
算　　数 １００点

２科目入試

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語 8：20～   9：10（50分）

9：30～10：20(50分)
１００点

合計２００点満点
算　　数 １００点

科　　目 時　　間 配　　点

国　　語 １００点 合計200点
＋

英語資格・検定試験等の成績に応じた加点
【英検2級以上100点／準2級80点／3級60点】算数基礎 １００点

15：40 ～ 16：30(50分)

16：50 ～ 17：40(50分)

４科目入試

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語 8：20 ～  9：10（50分） １５０点

合計５００点満点
算　　数 9：30 ～ 10：20（50分） １５０点
社　　会 10：40 ～ 11：20（40分） １００点
理　　科 11：40 ～ 12：20（40分） １００点

第１回午前 第１回午後 第２回（午後） 第３回

出 願 期 間

    1月7日(土)10：00～
 【探究型（みらとび）入試】
1月26日(木)13：00締切

【4科目入試】
1月31日(火)13：00締切

1月7日(土)10：00～
2月1日(水)13：00締切

1月7日(土)10：00～
【グローバル入試】

1月26日(木)13：00締切
(証明書郵送は27日必着)

【2科目入試】
2月2日(木)13：00締切

1月7日(土)10：00～
2月4日(土)13：00締切

受 験 料 ２５，０００円（複数回受験の場合は、２回目以降各１０，０００円）
① 出願情報入力(12月5日(月)以降入力可)
② 受験料の支払い(1月7日(土)以降手続可)
　 (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)
＊ グローバル入試出願者のみ、英語資格・検定試験等の成績に関する証明書を1月7日(土)～1月27日(金)の
　 期間内に本校必着の簡易書留郵便で送付してください（受験票と同時に出力される宛名ラベルをご使用ください）。

出 願 手 続

１．出願資格 2023年 3月に小学校を卒業見込みの児童

２．試験日・募集人数・試験科目

第１回午前 第１回午後

試 験 日 ２月１日(水) ２月１日(水) ２月２日(木) ２月５日(日)

募集人数 男子　30名
女子　30名

男子　35名
女子　35名

男子　30名
女子　30名

（特別奨学生選抜約20名）

男子　20名
女子　20名

試験科目 ２科目入試
国語・算数

グローバル入試
国語･算数基礎

2科目入試
国語･算数

探究型（みらとび）入試
総合思考力問題・
算数基礎

4科目入試
国語･算数･社会･理科

２科目入試
国語・算数

４科目入試
国語・算数・社会・理科

第２回（午後） 第３回

第１回午前　２月１日（水）

探究型(みらとび)入試
①　集合時間　8：10までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　8：10～8：20
③　試験時間

科　　目 時　　間 配　　点
総合思考力問題
算数基礎

  ８：20 ～   ９：10（50分） １００点
  ９：30 ～ 10：20（50分） １００点

※１ 「総合思考力問題」は、思考力・判断力・表現力等を評価するテストです。映像による講義などの後、それらの内容に関わる
 問題を出題します。
※2  「算数基礎」は、小学校の教科書レベルの問題を出題します。
※3 合否は「総合思考力問題」の入試得点を中心に、「算数基礎」の入試得点も参考にして総合的に判定します。

※ 入試当日、新型コロナウイルス感染症により本校の入学試験を受験できない場合は、2月13日（月）に神奈川県私立中高協会が
　 実施予定の神奈川県私立中学共通追試を受験することができます。詳細は桐蔭学園公式ウェブサイトでお知らせします。

３．試験時間・配点

４科目入試
①　集合時刻　8：10までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　8：10～8：20
③　試験時間

第１回午後　２月1日（水）

２科目入試
①　集合時刻　15：30までに、指定された受験教室に入ってください。
②　諸 注 意　15：30～ 15：40
③　試験時間

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語 15：40 ～ 16：30（50分） １００点

合計２００点満点
算　　数 16：50 ～ 17：40（50分） １００点

※１  それぞれの科目において、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。

科　　目 時　　間 配　　点
国　　語   ８：20 ～   ９：10（50分） １５０点

合計５００点満点
算　　数   ９：30 ～ 10：20（50分） １５０点
社　　会 10：40 ～ 11：20（40分） １００点
理　　科 11：40 ～ 12：20（40分） １００点

※１  それぞれの科目において、記述(論述含む)形式の問題を３割程度出題します。解答に応じた部分点もつきます。
※2 「算数」は、基礎的な計算問題と、図形の知識や文章・グラフを読み取る力を問う基本・標準的な問題を出題します。



第１回午前 第１回午後 第２回（午後） 第３回

インターネット ２月１日（水）
19：00

２月１日（水）
23：00

２月２日（木）
22：00

２月５日（日）
19：00

校　内　掲　示 ２月２日（木）
10：00

２月２日（木）
10：00

２月３日（金）
10：00

２月６日（月）
10：00

校 内 掲 示 場 所 本学園　本部管理棟前

第１回午前・第１回午後・第２回（午後）・第３回

入　　学　　金 ２月 ８日（水）14：00まで　銀行振込

施 設 設 備 費
授　業　料　等 ３月 ７日（火）14：00まで　銀行振込

学　園　債　等 ３月15日（水）14：00まで　銀行振込

費　　　用 納入期限

受　　験　　料 ２５,０００円
複数回受験の場合は、２回目以降各１０,０００円

入　　学　　金 ２４０,０００円 ２月８日（水）

施 設 設 備 費 ２８７,０００円

３月７日（火）
授　業　料　等

授　業　料（月額） ５１,０００円
 教育活動費（月額） 　６,２００円 
合　　　　計 ５７,２００円

（１年間を４期に分けて、３か月分ずつ分納）
生 徒 会 費（年額） 　６,９００円
保護者会費（年額） １４,４００円

保護者会入会金 １０,０００円

同 窓 会 費 　　　１０,０００円（終身）

学　　園　　債 １口　９０,０００円　２口以上（卒業時 償還）
３月15日（水）

教育振興寄付金 １口　１４０,０００円　２口以上

学園債・教育振興寄付金はいずれも任意のものですが、教育内容充実のために必要です。ご協力のほどお願いいたします。

※１　校納金は、諸物価の変動により改定することがあります。
※２　空調費（年額３４,９００円）を第２期～第４期で別途分納していただきます。
※３　施設設備費（２年次～６年次）は各１２０,０００円（年額）です。施設設備費は年度始めに納入していただき、納入後はお返し

できません。
※４　いったん納入された入学金はお返しできません。

（１） 合格書類は、各試験翌日の10：00～12：00の間にお受け取りください。
 ただし、特別な理由で遅れるときは、入試事務（電話045－971－1411）までご連絡ください。
（２） インターネット発表と校内掲示発表の終了時刻は、各試験翌日の13：00です。
（３） 電話による合否のお問い合わせはご遠慮ください。

５．合格発表

第２回（午後）入試において、入試成績優秀者約20名を特別奨学生合格とし、１年次の授業料を免除します（最長６年間）。
また、他の入試回においても入試成績優秀者若干名を特別奨学生合格とする場合があります。
（１） 人数は、第２回（午後）入試が約20名、他の入試回が若干名。
（２） ２年次以降は、１年ごとに継続の審査があります。
（３） １年ごとに新たに成績優秀者を特別奨学生に採用することもあります。

８．特別奨学生

（１） 入学金、施設設備費、授業料等については、それぞれの締切日時までに納入してください。期限までに納入されない場合、 
入学許可が取り消しとなります。

（２） いったん納入された入学金はお返しできません。入学辞退の場合は、入学金以外の校納金をお返しします。

７．費用一覧

６．入学手続締切日



ペイジーマーク

インターネット出願サイト

ID（メールアドレス）登録

ログイン /マイページ

出願情報入力

受験票･志願票印刷

顔写真貼付

試験当日

受験料の支払い方法選択

可
続
手
降
以

可
力
入
降
以

1/7

12/5

９．インターネット出願
出願期間内は、平日・土日・祝日を問わず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。

（１） クレジットカード

▼利用できる金融機関
　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

（３） ペイジー対応金融機関ＡＴＭ

インターネット出願手続きの流れ

2022年12月5日（月）10:00以降、桐蔭学園公式ウェブサイトから出願サイトにアクセスできます。
パソコン、スマートフォン、タブレット端末のいずれかをご利用ください。 

メールアドレスを ID として登録してください。 
緊急時にもすぐにご確認いただけるメールアドレスを登録してください。

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。
ここで顔写真データをアップロード（推奨）すると、志願票に顔写真が印刷されます。

志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

＊これより先の手続きは、2023年１月7日（土）10:00より可能になります。

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。なお、お支払いには別途手数料がかかります。 
本校窓口でのお支払い・お取扱いはできません。

受験料お支払い後、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・志願票をご自宅や
コンビニエンスストア等で印刷（A4判・白い紙）してください。

印刷した志願票に受験生の顔写真１枚（縦4㎝×横3㎝、カラー・白黒のいずれも可）を貼付して
ください。複数回受験される場合は、初回の志願票にのみ写真を貼付してください。
顔写真データをアップロード（推奨）している場合は、志願票に顔写真が印刷されます。

＊出願手続きは以上となります。 

受験票・志願票をお持ちの上、ご来校ください。

※１　受験票・志願票は本校から発送しません。必ずご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してお持ちください。
※２　インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト画面下部の お問合せ先 よりご確認ください。
※３　2022年12月5日（月）以降、桐蔭学園公式ウェブサイトでインターネット出願手続きの詳細が確認できます。
　　　また、出願サイトから事前登録が可能になります。

【個人情報の適切な取扱いについて】

（２） コンビニエンスストア

出願にあたって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・合格発表・入学手続・
入学手続後の学園債と、これらに付随する業務の目的以外には使用しません。

第１回午前 第１回午後 第２回（午後） 第３回

インターネット ２月１日（水）
19：00

２月１日（水）
23：00

２月２日（木）
22：00

２月５日（日）
19：00

校　内　掲　示 ２月２日（木）
10：00

２月２日（木）
10：00

２月３日（金）
10：00

２月６日（月）
10：00

校 内 掲 示 場 所 本学園　本部管理棟前

第１回午前・第１回午後・第２回（午後）・第３回

入　　学　　金 ２月 ８日（水）14：00まで　銀行振込

施 設 設 備 費
授　業　料　等 ３月 ７日（火）14：00まで　銀行振込

学　園　債　等 ３月15日（水）14：00まで　銀行振込

費　　　用 納入期限

受　　験　　料 ２５,０００円
複数回受験の場合は、２回目以降各１０,０００円

入　　学　　金 ２４０,０００円 ２月８日（水）

施 設 設 備 費 ２８７,０００円

３月７日（火）
授　業　料　等

授　業　料（月額） ５１,０００円
 教育活動費（月額） 　６,２００円 
合　　　　計 ５７,２００円

（１年間を４期に分けて、３か月分ずつ分納）
生 徒 会 費（年額） 　６,９００円
保護者会費（年額） １４,４００円

保護者会入会金 １０,０００円

同 窓 会 費 　　　１０,０００円（終身）

学　　園　　債 １口　９０,０００円　２口以上（卒業時 償還）
３月15日（水）

教育振興寄付金 １口　１４０,０００円　２口以上

学園債・教育振興寄付金はいずれも任意のものですが、教育内容充実のために必要です。ご協力のほどお願いいたします。

※１　校納金は、諸物価の変動により改定することがあります。
※２　空調費（年額３４,９００円）を第２期～第４期で別途分納していただきます。
※３　施設設備費（２年次～６年次）は各１２０,０００円（年額）です。施設設備費は年度始めに納入していただき、納入後はお返し

できません。
※４　いったん納入された入学金はお返しできません。

（１） 合格書類は、各試験翌日の10：00～12：00の間にお受け取りください。
 ただし、特別な理由で遅れるときは、入試事務（電話045－971－1411）までご連絡ください。
（２） インターネット発表と校内掲示発表の終了時刻は、各試験翌日の13：00です。
（３） 電話による合否のお問い合わせはご遠慮ください。

５．合格発表

第２回（午後）入試において、入試成績優秀者約20名を特別奨学生合格とし、１年次の授業料を免除します（最長６年間）。
また、他の入試回においても入試成績優秀者若干名を特別奨学生合格とする場合があります。
（１） 人数は、第２回（午後）入試が約20名、他の入試回が若干名。
（２） ２年次以降は、１年ごとに継続の審査があります。
（３） １年ごとに新たに成績優秀者を特別奨学生に採用することもあります。

８．特別奨学生

（１） 入学金、施設設備費、授業料等については、それぞれの締切日時までに納入してください。期限までに納入されない場合、 
入学許可が取り消しとなります。

（２） いったん納入された入学金はお返しできません。入学辞退の場合は、入学金以外の校納金をお返しします。

７．費用一覧

６．入学手続締切日



〒２２５－８５０２
神奈川県横浜市青葉区鉄町１６１４
電話　０４５－９７１－１４１１（代）
http : // to in .ac . jp/ses/

桐蔭学園中等教育学校

桐蔭学園
試験場 案内図

シンフォニーホール２階入口よりお入りください。

E棟

至新百合ヶ丘 もみの木台
バス停

もみの木台

横浜総合病院
横浜総合病院前

幼稚園
小学校

交流会館

法科大学院棟

先端医用工学
センター

大学中央棟

法学部棟

健康管理センター

学園体育館

Ａ棟・Ｂ棟

売店

ATM

尚友寮

駐
車
場

本部管理棟

Ｆ棟

桐蔭学園
アカデミウム

桐蔭学園前
バス停

桐蔭学園
入口

バス停

鉄
小学校

文

桐蔭学園入口
中鉄

鉄町
至市ヶ尾

桐蔭学園
シンフォニーホール

本部管理棟下の階段を上がって、 シンフォニー
ホール１階ロビーまでお越しください。

試験場

Ｃ棟

Ｆ棟体育館

Ｅ棟食堂

大学図書館


