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※出願に関する一切のご相談は、入試対策広報部主任の井手(いで)が、全て承ります。 

(過誤を避けるために、不在の場合は連絡先をお聞きし、後ほど井手から直接ご連絡いたします) 
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募集人員   男女３６名（学則定員１０８名） 

応募資格   令和５年３月小学校卒業見込みの児童 

 

出願手続 

インターネットによる出願となります。事前登録は、本校のホームページ上からできます。受験

料支払いはクレジットカード、コンビニ振込等から選択できます。入試当日の出願の場合、受験料

（現金）と写真１葉をお持ちの上、午前８時３０分以後直接学校にお越しください。 

受験料を払い込み後、志願票と受験票をプリントアウトし、切り離さずに受験当日試験会場にお

持ちください。写真は、インターネット出願時にアップロードしても、プリントアウトした志願票

に写真を貼付してもかまいません（脱帽。カラー・白黒は問いません）。緊急連絡先は、保護者の

携帯電話、勤務先等を記入してください。出願時に、調査書等の書類は一切不要です（総合能力入

試受験生の課題作文及びエントリーシートを除く）。 

 

受験料 

１回当たり１０，０００円です。複数回受験の場合は、その都度受験料が必要です。 

 

合格発表 

掲示による合格発表が正規の発表ですが、ホームページ上での合格発表も実施しております。  

 

入学手続 

第１回「総合能力入試」の合格者に限り、２月２日（木）１０時以後２月７日（火）１６時まで。

その他の入試の合格者は、各回の掲示による発表時刻以後２月１４日（火）１６時までに入学手続

き時納付金の銀行振込を終えた上で、会計窓口で入学手続きをしてください。会計窓口の受付時間

は、平日及び土曜日の９時～１６時です。なお、３月３１日（金）正午までに入学辞退を申し出ら

れた場合は、入学手続き時納付金は後日全額返還いたします。 

令和５年（202３年）度 目黒学院中学校募集要項 

            

試験回 
募集 

人員 
試験日 

集合 

時刻 

入試 

形態 
試験科目 面接 

終了時刻 出願期間 合格発表 

（参考） 
開始 終了 ＨＰ 掲示 

第１回 １３名 ２月１日 
９時 

３０分 

総合 

能力 

「漢字と計算」、 

プレゼンテーション又は実技 

なし 

12:30 

１月１０日  

９：００ 

１月３１日  

１６：００ 

２月１日 

２０時 

２月２日 

１０時 

適性 

検査 

適性検査Ⅰ（言語系） 

適性検査Ⅱ（数量系） 
11:40 

１科 英語又は数学 11:00 

第２回 １３名 ２月１日 
１４時 

４０分 

４科 国語・算数・社会・理科 

なし 

17:50 

２月１日 

１４：３０ 
２月１日 

２２時 
２科 国語・算数 16:50 

１科 サイエンス 15:50 

第３回 ５名 ２月３日 
１４時 

４０分 
２科 国語・算数 なし 16:50 

２月３日 

１４：３０ 

２月３日 

１９時 
２月４日 

１０時 

第４回 ５名 ２月５日 １０時 ２科 国語・算数 なし 12:10 
２月５日 

９：５０ 

２月５日 

１５時 

２月６日 

１０時 

 ３６名 
試験開始は集合 

時刻の２０分後 
 

国語・算数・「漢字と計算」・適性検査Ⅰ・

適性検査Ⅱ・数学・英語・サイエンス 

社会・理科(同時に実施) 
（各 45 分、各 100 点満点） 

終了時刻

は多少変

動します。 

インターネット出願は、 

各試験日の前日まで。 

発表時刻は若干前後

する場合があります。 
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入試について 

 

総合能力入試（第１回） 

一芸入試と、能力育成入試を発展統合させた形式で実施する総合型の入試で、昨年度から実施し

ています。受験生の能力・思考力を育成する目的で、予めワークシートを提出し、その内容に合わ

せたプレゼンテーションを行う入試や、スポーツや芸術文化（音楽、バレエ、舞台演劇等）の活動

歴を評価する入試など、小学校で普段行われている学習や、校外での活動を評価する入試です。エ

ントリーシート（保護者＋外部指導者〈塾・家庭教師を含む〉）やワークシートを事前に提出し、

当日は実技を披露する形で入試を受けることも可能です。ワークシートについては、説明会にて内

容を公表し、書き方について説明いたします。受験形態に合わせて出願時に提出物が必要となりま

すので、事前に入試対策広報部井手まで必ずご相談ください。なお、基礎的な漢字の読み書きと計

算能力の試験を、受験生全員に実施します。 

 

適性検査入試（第１回） 

適性検査Ⅰ（言語系）、適性検査Ⅱ（数量系）で合否を判断します。言語系は国語と社会の融合

問題、数量系は算数と理科の融合問題で構成されています。各々４５分間で各１００点満点です。

公立中高一貫校との併願に最も適した入試ですが、新型コロナ感染の影響が残る場合を勘案して、

令和５年度は面接を実施いたしません。 

 

４科目入試（第２回） 

 国語・算数・社会・理科の４科目です。国語・算数は各々４５分間で１００点満点。社会と理科

は２科目を同時に実施し、試験時間は４５分間で各１００点満点です。合否は合計点で判定します。 

 

２科目入試（第２回、第３回、第４回） 

国語と算数の２科目です。各々４５分間で各１００点満点です。合否は合計点で判定します。 

 

１科目入試（第１回、第２回） 

第１回入試では、出願時に英語か数学を選択してください。英語は４技能全般にわたって問う

試験を実施するため、面接形式を取る場合があります。 

第２回入試における「サイエンス」は、科学に関連する文章を与えて、受験生の科学的能力を

見出す入試です。適性検査入試と似ていますが、あくまで受験生の科学的発想力に主眼を置いた

入試となるため、特別な準備は不要です。発想力を見るために、文章による解答だけでなく、図

や絵を描いて解答させることもあります。なお実験を実施することはありません。 

 

特待生認定について 

特待生認定は「３年間特待」と、「１年間特待」の２種類があります。認定期間内の授業料が

全額免除となります。認定の基準は以下の通りです。 

「３年間特待」 上位１０％以内、又は８割以上の得点率の受験生。 

「１年間特待」 上位２５％以内、又は７割以上の得点率の受験生。 

 

一般合格した受験生が、特待生認定を目指して再度出願・受験することが可能です。１年間特待

に認定された受験生が、３年間特待認定を目指して再度出願・受験することも可能です。 
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入試当日の諸注意 

当日持参するものは①受験票、②筆記用具（黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム）です。上履

きは不要です。受験票を忘れても受験は可能ですからそのままお越しください。試験場は暖房が入

っておりますが、寒暖を調節しやすい服装で受験してください。試験開始２０分前が集合時刻です。 

 

入試当日の遅刻について 

遅刻した場合でも受験可能ですが、試験時間の延長はできませんので、遅れないように気をつけ

てください。ただし、公共交通機関の遅延が原因で遅刻した場合は、試験時間を変更したうえで別

室にて受験できます。保護者には、暖房の入った控え室を準備しております。 

また、体調が悪い時は別室での受験が可能ですので、必ず申し出てください。なお、感染症に罹

患した場合には、代替受験日を設定することも可能ですので、必ず事前にご相談ください。 

 

学校納付金及び目黒学院高等学校との関係について 

本校は、高等学校からも生徒募集をしておりますが、目黒学院中学校の中高一貫コースは単独の

独立したコースですから、特別な事情がない限り６年間一貫教育を受けることを前提としており

ます。学校納付金（令和４年度）は下記のとおりです。令和５年度につきましては決定し次第公表

いたします。校外学習参加費等の実費については、参加時に実額を納入していただきます。 

 
入学 

手続時 
一期 

（4 月中旬） 

二期 
（6 月中旬） 

三期 
（9 月中旬） 

合計（年額） 

入    学    金 270,000    270,000 

施 設 設 備 費 170,000    170,000 

授    業    料  158,000 158,000 158,000 474,000 

維    持    費  64,000 64,000 64,000 192,000 

父母の会入会金  10,000   10,000 

中学校生徒会入会金  2,000   2,000 

父 母 の 会 会 費  10,800   10,800 

中学校生徒会会費  7,200   7,200 

計 440,000 252,000 222,000 222,000 1,136,000 

※ 施設設備費には iPad レンタル代(３年間)を含み、維持費には iPad の年間通信費を含みます。 

※ 入学金、施設設備費、父母の会入会金、中学校生徒会入会金は入学年度のみ必要な納付金です。 

※ 高等学校に内部進学する際にも入学金が必要となりますが、減額措置が講じられています。 

※ 本校の学則上定められた学校納付金は、入学金、施設設備費、授業料、維持費の４項目です。 

※ 別途、寄付金のお願いを入学後にいたしておりますが、入学の条件では一切ありません。なお、

当該寄付金は特定公益増進法人に対し「特定寄附金」を支出した場合に該当し、確定申告の際

に所得控除（寄附金控除）を受けることができます。 

 

 

入試に関する一般的なお問い合わせは、入試対策広報部または中学校教頭山口が承ります。 

ただし、出願に関する一切のご相談は、入試対策広報部主任の井手(いで)が、全て承ります。 

(過誤を避けるために、不在の場合は連絡先をお聞きし、後ほど井手から直接ご連絡いたします) 

 

電話 ０３－３７１１－６５５６（代表）（入試直前を除き、日・祝日を除く 8:30～17:00） 


