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科・コース 普通科
探究コース

普通科
総合コース

普通科
ビジネスコース

機械科
機械システムコース

電気科
電気システムコース

電気科
ゲームITコース

募集人数 男女22名 男女22名 男女90名 男女67名 男女22名 男女22名

出願資格

①令和4年3月中学校卒業見込みの者
②本校の教育方針に賛同し、本校が第一志望の者
③在籍中学校長より推薦が受けられる者
④各学年の欠席日数が年間10日以内の者（診断書等で説明できる欠席は除く）

出願方法

Web出願（パソコン、スマートフォン、タブレット端末から可能）
※本校の出願サイトにて入学志願票等を印刷し、下記出願書類を郵送してください。
　書類の提出をもって出願完了となります。
★�パソコンなどの入力環境が整わない場合は、本校事務所（03-3732-4481）へ�
お問い合わせください。本校でも出願の申し込み操作ができます。

出願サイト 令和3年12月20日（月）午前9時よりアクセス可能

出願期間 令和4年1月15日（土）〜1月18日（火）必着　簡易書留
※郵送が間に合わない場合は1月18日（火）9時〜15時の間に持参してください。

出願書類

①入学志願票
②調査書（公立高校用）
③在籍中学校長の推薦書（本校指定用紙）
※�A4サイズが入る封筒に入れ、入学志願票と共に印刷した宛名票を貼り付けた上、簡易書留で郵送
してください。
※①は出願サイト、③は学校Webページより印刷してください。
※①は令和4年1月5日（水）以降、受験料を納入後に印刷可能となります。

受験料 20,000円

納入期間

令和4年1月5日（水）〜1月18日（火）
[クレジットカード支払、コンビニエンスストア支払、ペイジー（金融機関）支払]

※�納入に関しては手数料がかかります。また、納入された受験料、出願書類の返還は出来ませんので、
ご了承ください。
※支払い完了後はWeb上での入力内容の訂正はできませんので、ご注意ください。

試験日 1月22日（土）
◆午前8時30分から午前9時00分までに受験教室に入室してください。

試験科目 面接試問（受験生本人1名に対して試験官2名で試問）

選抜方法 書類審査（調査書等）、面接試問の結果に基づき総合的に判定

合否発表 1月23日（日）午前9時
本校の出願サイトにて発表します。尚、合否の通知書と入学手続書類は別途郵送します。

入学費用 364,930円（改定する場合があります）

入学費用納入期限 1月28日（金）

入学手続 ■入学手続書類を簡易書留にて郵送［2月4日（金）必着］

制服・体操着等採寸日 2月5日（土）

新入生保護者説明会 3月12日（土）

推薦入試　試験日　令和4年1月22日（土）1 一般入試（第1回）　試験日　令和4年2月10日（木）2
科・コース 普通科

探究コース
普通科
総合コース

普通科
ビジネスコース

機械科
機械システムコース

電気科
電気システムコース

電気科
ゲームITコース

募集人数 男女18名 男女18名 男女70名 男女53名 男女18名 男女18名

出願資格

①令和4年3月中学校卒業見込みの者および中学校を卒業した者
②本校の教育方針に賛同する者
③�併願優遇を受ける受験生は、各学年の欠席日数は年間10日以内が望ましい。（診断書等
で説明できる欠席は除く）
◆公立高校との「併願優遇」を受ける受験生は、必ず一般入試（第1回）を受験してください。

出願方法

Web出願（パソコン、スマートフォン、タブレット端末から可能）
※本校の出願サイトにて入学志願票等を印刷し、下記出願書類を郵送してください。
　書類の提出をもって出願完了となります。
★�パソコンなどの入力環境が整わない場合は、本校事務所（03-3732-4481）へ�
お問い合わせください。本校でも出願の申し込み操作ができます。

出願サイト 令和3年12月20日（月）午前9時よりアクセス可能

出願期間 令和4年1月25日（火）〜2月4日（金）必着　簡易書留
※郵送が間に合わない場合は2月4日（金）9時〜15時の間に持参してください。

出願書類

①入学志願票
②調査書（公立高校用）
③入学手続延期願（本校第一志望（単願）の場合は必要ありません）
④「スライド希望制度」適用受験希望用紙（希望者のみ）
※�A4サイズが入る封筒に入れ、入学志願票と共に印刷した宛名票を貼り付けた上、簡易書留で郵送
してください。
※①は出願サイト、③・④は学校Webページより印刷してください。
※①は令和4年1月5日（水）以降、受験料を納入後に印刷可能となります。

受験料 20,000円

納入期間

令和4年1月5日（水）〜2月4日（金）
[クレジットカード支払、コンビニエンスストア支払、ペイジー（金融機関）支払]

※�納入に関しては手数料がかかります。また、納入された受験料、出願書類の返還は出来ませんので、
ご了承ください。
※納入完了後はWeb上での入力内容の訂正はできませんので、ご注意ください。

試験日 2月10日（木）
◆午前8時10分から午前8時40分までに受験教室に入室してください。

試験科目 ①学科試験「国語・数学・英語」各50分　◆解答はマークシート方式
②面接試問（受験生本人1名に対して試験官1名で試問）

選抜方法 書類審査（調査書等）、学科試験、面接試問の結果に基づき総合的に判定

合否発表 2月11日（金）午前9時
本校の出願サイトにて発表します。尚、合否の通知書と入学手続書類は別途郵送します。

入学費用 364,930円（改定する場合があります）

入学費用納入期限 ■本校第一志望（単願）の場合　2月18日（金）
■�公立高校を併願し、入学手続延期願を提出した場合　公立高校合否発表の翌日まで

入学手続
■�入学手続書類を簡易書留にて郵送
　�◆本校第一志望（単願）の場合　2月22日（火）必着�
◆公立高校を併願し、入学手続延期願を提出した場合　3月11日（金）必着

新入生保護者説明会
制服・体操着等採寸日 3月12日（土）
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科・コース 普通科
探究コース

普通科
総合コース

普通科
ビジネスコース

機械科
機械システムコース

電気科
電気システムコース

電気科
ゲームITコース

募集人数 男女5名 男女5名 男女20名 男女15名 男女5名 男女5名

出願資格
①令和4年3月中学校卒業見込みの者および中学校を卒業した者
②本校の教育方針に賛同する者
◆公立高校との「併願優遇」を受ける受験生は、必ず一般入試（第1回）を受験してください。

出願方法

Web出願（パソコン、スマートフォン、タブレット端末から可能）
※�本校の出願サイトにて入学志願票等を印刷し、下記出願書類を郵送してください。
　書類の提出をもって出願完了となります。
★�パソコンなどの入力環境が整わない場合は、本校事務所（03-3732-4481）へ�
お問い合わせください。本校でも出願の申し込み操作ができます。

出願サイト 令和3年12月20日（月）午前9時よりアクセス可能

出願期間 令和4年1月25日（火）〜2月4日（金）必着　簡易書留
※郵送が間に合わない場合は2月4日（金）9時〜15時の間に持参

出願書類

①入学志願票
②調査書（公立高校用）
③入学手続延期願（本校第一志望（単願）の場合は必要ありません）
※�A4サイズが入る封筒に入れ、入学志願票と共に印刷した宛名票を貼り付けた上、簡易書留で郵送
してください。
※①は出願サイト、③は学校Webページより印刷してください。
※①は令和4年1月5日（水）以降、受験料を納入後に印刷可能となります。

受験料 20,000円

納入期間

令和4年1月5日（水）〜2月4日（金）
[クレジットカード支払、コンビニエンスストア支払またはペイジー（金融機関）支払]
※�納入に関しては手数料がかかります。また、納入された受験料、出願書類の返還は出来ませんので、
ご了承ください。
※納入完了後はWeb上での入力内容の訂正はできませんので、ご注意ください。

試験日 2月12日（土）
◆午前8時10分から午前8時40分までに受験教室に入室してください。

試験科目
①学科試験　※2科目受験となります　◆解答は記述式
　「国語｣、「数学｣、「英語」から2科目を選択
②面接試問（受験生本人1名に対して試験官1名で試問）

選抜方法 書類審査（調査書等）、学科試験、面接試問の結果に基づき総合的に判定

合否発表 2月13日（日）午前9時
本校の出願サイトにて発表します。尚、合否の通知書と入学手続書類は別途郵送します。

入学費用 364,930円（改定する場合があります）

入学費用納入期限 ■本校第一志望（単願）の場合　2月18日（金）
■�公立高校を併願し、入学手続延期願を提出した場合　公立高校合否発表の翌日まで

入学手続
■�入学手続書類を簡易書留にて郵送
　�◆本校第一志望（単願）の場合　2月22日（火）必着�
◆公立高校を併願し、入学手続延期願を提出した場合　3月11日（金）必着

新入生保護者説明会
制服・体操着等採寸日 3月12日（土）

一般入試（第2回）　試験日　令和4年2月12日（土）3 内申への加点制度について4
本校では下記の内申への加点制度があり、条件を満たした場合は、内申点に最大2点の加点を認めます。

内申特別加点
主に中学校での特別活動に対して加点します。

①�英検、漢検、数検、珠算（全珠連・日商検定）のいずれかで3級の資格を取得している者�
（準2級または複数取得の場合2点加算）
②�中学3年間皆勤または精勤の者�
※精勤…遅刻・早退は3回で1日欠席として、欠席が3日と2/3以内の場合

③生徒会役員、委員会委員長、部活動キャプテンの実績のある者
④同一部活動を3年間継続した者（外部チームでの3年間活躍も含む）
⑤保護者や兄・姉が本校卒業生、また兄・姉が本校に在籍している者

※その他、中学校において推薦すべきことがあればご相談ください。

（注）�上記①について調査書に記載がない場合は、合格証のコピーを出願時に提出してください。�
尚、④に該当し、高校在学中、学習と部活動の両立に強い意欲がある場合は、その旨入試相談を通じて
お知らせください。

入試相談について　中学校の先生と本校の入試担当者との間で行われる相談5
推薦入試または併願優遇制度で一般入試（第1回）を受験する場合は、入試相談（中学校の先生と本校の入試担当
者との間で実施）が必要です。
中学校での三者面談などで、本校を受験する旨を伝えてください。
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Web出願手順及び注意事項6
1. 学校Webページにアクセス

2. [Web出願はこちら]をクリック
（初めてご利用される方）

3. 〈初めての方はこちら〉をクリック

4. 志願者基本情報を登録
（2回目以降ご利用される方）

5. 出願サイトにログイン

6. [新規申込手続き]をクリック

7. 受験料納入後印刷可能　入学志願票、受験票、宛名票の印刷（A4サイズで1枚）

8. 入学志願票、受験票に顔写真（4×3cm）を貼付

①試験選択
②願書入力
③申込
④結果確認
⑤申込内容確認をクリック
　出願申込内容確認書を印刷し、中学校の先生に受験する試験名
　（推薦／一般第1回／一般第2回）、科（コース）を確認してください。

⑥納入（中学校の先生に上記を確認後）
　納入方法には、クレジットカード、コンビニ、
　ペイジー（金融機関ATM）から選択できます。
※納入完了後は、申し込み内容の変更はできませんので
　ご注意願います。
⑦完了

9. 出願書類の郵送（持参）

10. 受領メールを確認

11. 試験日当日に受験票を持参

本校にて出願書類を受理後に受領メールを送信
します。印刷し、中学校の先生に渡してください。

〈令和3年12月20日午前9時以降〉

〈令和4年1月5日午前0時以降〉

登
録・申
込

印
刷・郵
送（
持
参
）

確
認

受
験
料
納
入

◆出願サイトの利用前の準備
出願サイトはインターネットに接続して処理を行うため、インターネットに接続できる端末やプリンターを
準備していただく必要があります。
《利用可能な端末》
・パソコン・スマートフォン・タブレット　など
上記出願環境がない方は本校でも出願の申し込み操作ができます。
《メール受信許可設定のお願い》
・�迷惑メール対策の設定をされると、Web出願システムから届くメールを受信できない場合があります。�
その際は、お手数ですが、ドメイン「@contact.grapecity.com」からのメールが受信できるように設定を
お願いいたします。

◆Web出願から受験当日までの流れ

入試準備〜入学までのスケジュール7
月 日 曜日 推薦入試 一般入試（第1回） 一般入試（第2回）

令和3年

12月
20日 月 午前9時より出願サイトへのアクセス可能

（志願者基本情報を登録　出願申込内容確認書を印刷し中学校の先生に確認）
⋮

令和4年

1月

5日 水 午前0時より受験料の納入開始　納入完了後、志願票等印刷可能
⋮

15日 土 出願期間
簡易書留にて郵送

（郵送が間に合わない場合は
1月18日（火）の

9時〜15時の間に持参可）

⋮

18日 火

⋮
22日 土 試験日

23日 日 午前9時出願サイトにて
合否発表

⋮
25日 火

出願期間
簡易書留にて郵送

（郵送が間に合わない場合は2月4日（金）の
9時〜15時の間に持参可）

⋮
28日 金 入学費用納入期限日

⋮

2月

4日 金 入学手続書類郵送締切日
5日 土 制服・体操着等の採寸日

⋮
10日 木 クラス分け試験 試験日

11日 金 午前9時出願サイトにて
合否発表

12日 土 試験日

13日 日 午前9時出願サイトにて
合否発表

⋮
18日 金 本校第一志望（単願）者の入学費用納入期限日

⋮ ※�公立高校を併願し、入学手続延期願を提出した方の
　入学費用納入期限日は公立高校合否発表の翌日まで

22日 火 本校第一志望（単願）者の入学手続書類郵送締切日
⋮

3月

11日 金 公立高校を併願し、入学手続延期願を提出した方の入学手続書類の郵送締切日
12日 土 新入生保護者説明会（※必ず参加してください）／一般入試合格者の制服・体操着等の採寸日

⋮
22日 火 新入生入学ガイダンス（※新入生は必ず参加してください）

⋮
28日 月

新入生教科書購入日（科・コースにより指定日あり）
29日 火

⋮
4月 7日 木 入学式
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試験日の注意8
（１）当日は「受験票｣「筆記用具」「上履き」「靴入れ」を持参してください。
　　なお、一般入試（第1回）受験者は午後に面接試問を行いますので「昼食」と「飲み物」も持参してください。
（２）試験日当日は試験開始20分前には登校し、受験教室に入室してください。
　　あらかじめ交通機関の所要時間を確認しておき、決められた時間までに登校するようにしてください。
　　入室後は受験番号を確認のうえ着席し、受験票は机の左上に置いてください。
（３）面接試問では呼び出しがありましたら、持ち物（所持品）をすべて持って指定された面接会場に入り面接試

問を受けてください。終了後は速やかに帰宅してください。
（４）付き添いの方には、控室の用意があります。

推薦入試◆9時集合
受付 説明 面接試問

8：30〜9：00 9：05〜9：15 9：20〜11：00

一般入試（第1回）◆8時40分集合

受付 説明
学科試験

昼食休憩 面接試問
国語 数学 英語

8：10〜8：40 8：45〜8：55 9：00〜9：50 10：05〜10：55 11：10〜12：00 12：00〜12：30 12：30〜16：00

一般入試（第2回）◆8時40分集合

受付 説明
学科試験

面接試問
科目1 科目2

8：10〜8：40 8：45〜8：55 9：00〜9：50 10：05〜10：55 11：10〜12：30

入学費用11
入学金� ￥280,000
施設設備費（年額）� ￥50,000
施設維持費（年額）� ￥10,000

（委託徴収費）
親師会入会金� ￥5,000
親師会（年会費）� ￥9,000
生徒会（年会費）� ￥9,000
日本体育・学校健康センター（年会費）� ￥1,930

合　　計　￥364,930
（注）ア．�上記入学費用は今年度の金額です。令和4年度の入学費用は改定する場合があります。
　　イ．�一旦納入された費用は、いかなる理由があっても返還できません。
　　ウ．�上記の入学費用のうち施設設備費、施設維持費、親師会費、生徒会費、日本体育・学校健康センター等の年間費について

は、2学年次及び3学年次も納入となります。

学費　（年額）12
※右記の学費は今年度の年額です。
　�令和4年度の学費（年額）は改定する場合があります。
（注）ア．�学費の納入方法は銀行から自動引落としになり�

ます。
　　　　なお一旦納入された学費は返還できません。
　　イ．�上記学費のほかに、教材費等を納入していただきます。
　　ウ．在学中、諸般の事情により授業料、その他の納入金額を改定することがあります。
　　エ．今年度の就学支援金の支給基準額は、月額9,900円です。但し、世帯の年収が一定額を超える場合（年収の目安：
　　　　�約910万円以上）、申請をしなかった場合は支給されません。また、保護者の所得に応じて支給額が加算されます。

校内特待生・奨学金制度13
本校では在学生に対する次のような特待生・奨学金制度を設けています。
特待生制度
（１）探究コース・ゲームITコース特待生
　　普通科探究コースまたは電気科ゲームITコースを第一志望とし、3年生2学期の内申合計点が
　　9教科34以上の生徒を対象とする。
（２）学科試験特待生
　　一般入試（第1回）を受験し、学科試験で一定以上の点数を取った生徒を対象とする。
　　対象となった生徒には、合格発表の際に学科試験特待生の通知を同封。
（３）クラブ特待生
　　本校を第一志望とし、入学後に硬式野球部、男子サッカー部、陸上競技部（長距離）、
　　マーチングバンド部に入部を希望する者で、優れた技能を持ち人物が優れた生徒を対象とする。
※いずれの特待生も、原則として入学金全額を免除する。
奨学金制度
（１）スカラシップ制度
　　本校在学生で①成績優秀者　②各種資格検定取得者　③スポーツ・文化で活躍した者及び団体
　　　　　　　　④本校の名誉を著しく高めた者
　　をスカラシップ委員会で選出し、奨学金を授与します。
（２）救済奨学生
　　在学中保護者が不測の事故等により家計状況が悪化し、生徒の就学継続が困難となった者。

兄弟・姉妹在学生授業料軽減14
該当在学生については、その兄又は姉の授業料が1/2となります。
但し、入学手続期間中に申請し、受理されたものに限ります。

奨学金貸付制度15
奨学金貸付制度として、各種公的機関の募集する奨学金を受給することができます。
（東京都育英奨学金、交通遺児授業料免除制度、各区市奨学金制度、公益信託奨学金等）
又、保護者が東京都に居住するものに限り、希望により入学時に入学支度金として無利子貸与制度があります。
尚、保護者の年収により東京都私立学校等授業料軽減助成金制度も受けられます。

奨学金制度概要　※今年度の例
区分 募集方法 返還義務

東京都育英奨学金 都から募集要項を学校より生徒へ通知 あり
神奈川県高等学校奨学金 県から募集要項を学校より生徒へ通知 あり

川崎市奨学金 市から募集要項を学校より生徒へ通知 なし
東京都私学財団授業料軽減助成（東京都在住者） 私学財団からの募集要項を学校より生徒へ通知 なし
その他各区役所・市役所の行う奨学金制度あり 各役所により規定が異なるため個人で確認

「スライド希望制度」適用受験について［一般入試（第1回）の希望者］9
（１）一般入試（第1回）の希望者を対象に「スライド希望制度」適用受験があります。
（２）「スライド希望制度」適用受験とは、実際に受験した科・コース合格後、入試成績などを総合的に判断し、
　　本校が適当と認めた場合にスライド希望した科・コースへの入学を認める制度です。
（３）希望する受験生は出願の際に「スライド希望制度」適用受験者希望用紙を願書とともに郵送してください。
（４）スライド希望が認められた場合には、3月4日（金）までに本校から個別に連絡し、スライドの意思を
　　確認させて頂きます。

体育の授業における選択必修について10
第1学年の体育の授業では、柔道か剣道のいずれかを選択し履修してください。

普通科 機械科 電気科
授業料 ¥414,000 ¥414,000 ¥414,000
実習費 − ¥24,000 ¥24,000
合計金額 ¥414,000 ¥438,000 ¥438,000
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学校説明会・体験入学について16
学校説明会・体験入学・個別相談会は、
いずれも本校のWebページにて事前予約が必要です（定員になり次第締め切ります）。

◆学校説明会
◦�中学生・保護者対象の学校説明会を下記の日程にて実施します。
◦時間（各回共通）
午前の部10：00〜11：30（受付開始は9：00）
午後の部14：00〜15：30（受付開始は13：00）

◦参加人数によっては受付までに時間がかかる場合があります。余裕をもってご来校ください。

◆体験入学
◦�中学生対象の体験入学を下記の日程にて実施します。
◦�保護者も同伴出来ますが、施設の関係で体験教室へご案内出来ない場合があります。
◦�時間（各回共通）
午前の部10：00〜12：00（受付開始は9：30）
午後の部14：00〜16：00（受付開始は13：30）

◆個別相談会
◦�中学生・保護者対象の個別相談会を下記の日程にて実施します。
◦時間（各回共通）
午前の部9：30〜11：30　｝予約時間の10分前にご来校ください。午後の部13：00〜15：00

※状況により変更になる場合があります。本校Webページで最新情報をご確認ください。
※感染症予防対策のため、ご来校の際にはマスク・上履きをご持参ください。
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ＪＲ　京浜東北線
東急�池上・多摩川線�｝�……… 　蒲田駅南口より徒歩３分
京　浜　急　行　線�� ……… 　京急蒲田駅より徒歩15分

主要駅から蒲田駅までの所要時間
　横　　浜から　………　約18分
　品　　川から　………　約10分
　田園調布から　………　約15分

交通機関

実施日 参加申込受付期間
7月25日（日） 6月25日（金）〜7月25日（日）　9：00まで
10月17日（日） 9月17日（金）〜10月17日（日）　9：00まで
11月21日（日） 10月21日（木）〜11月21日（日）　9：00まで
12月5日（日） 11月5日（金）〜12月5日（日）　9：00まで

実施日 参加申込受付期間
8月3日（火） 7月6日（火）〜8月1日（日）　23：59まで
8月18日（水） 7月21日（水）〜8月16日（月）　23：59まで
8月26日（木） 7月29日（木）〜8月24日（火）　23：59まで
10月31日（日） 9月26日（日）〜10月28日（木）　23：59まで

実施日 参加申込受付期間
8月4日（水） 7月4日（日）〜8月4日（水）　9：00まで
8月5日（木） 7月5日（月）〜8月5日（木）　9：00まで
8月6日（金） 7月6日（火）〜8月6日（金）　9：00まで
8月19日（木） 7月19日（月）〜8月19日（木）　9：00まで
8月20日（金） 7月20日（火）〜8月20日（金）　9：00まで
10月24日（日） 9月24日（金）〜10月24日（日）　9：00まで
11月28日（日） 10月28日（木）〜11月28日（日）　9：00まで
12月12日（日） 11月12日（金）〜12月12日（日）　9：00まで




