
一般入試

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

特別対応

第2回一般入試

名称

推薦入試 約９０名 共学部60名、男子部30名

Ａ日程 約９５名 共学部90名、男子部5名

Ｂ日程 約５５名 共学部50名、男子部5名

Ｃ日程 約２０名 共学部20名、男子部若干名

第２回 若干名 共学部、男子部若干名

選抜方法

推薦入試
(第一志望推薦)

併願優遇入試
（一般入試扱い）

※特別対応及び第2回一般入試のご相談は、入試対策広報部主任井手(いで)に、必ず事前にご相談ください。

１月２２日実施 郵送にて発表

入試要項(併願優遇入試はA日程、B日程、C日程のいずれかを受験)

募集人員(約260名〈男子150名、女子110名〉) 入学試験日 合格発表日

A,B,C日程はインターネット出願とする。(ただし、第2回入試は「窓口出願」のみとする。)

出願に必要な手続き・支払い等は、1月25日～2月9日14時とする。手続後、志願書・写真票・調査書を郵送。

簡易書留以上(レターパックライト推奨)で郵送のこと。本校で受領確認し、受験生に受領メールを配信。

「調査書」が提出されていない場合、受験は一切出来ません。

受験料23,000円と写真２葉、調査書一通を直接持参のうえ、3月3日14時までに出願してください。

出願締切直前の出願者は、各日程の出願手続締切日までに、「志願書」「写真票」「調査書」の3点を直接持参すること。

国語・数学・英語(リスニングテストを含む)の３科目の合計得点、個別面接(重視)、調査書

２月１３日実施 ２月１４日９時

２月１５日実施 ２月１５日１８時

３月４日実施 ３月４日１８時

推薦入試は１月２５日。Ａ，Ｂ，Ｃ日程は３月３日。第２回は３月１０日。

入学手続き 手続時納付金
入学金250,000円(手続後の入学辞退者(3月末まで)は、後日全額返還します)

別途3月27日までに、施設設備費・維持費等を納入して頂きます（286,000円）

入学手続期限
（平日及び土曜日の９時～１５時、最終日は１４時まで）

２月１１日実施 ２月１２日９時

令和２年度　目黒学院高等学校　募集要項（全般の概要）

出願要項(概要)　(各回共通：受験料23,000円、調査書必須)

出願に必要な手続き・支払い等は、1月25日～2月12日14時とする。手続後、志願書・写真票・調査書を郵送。

出願期限が迫っている場合や、特段の事情がある場合は、本校に受験料23,000円と写真２
葉、調査書一通を持参してくだされば、学園のパソコンで出願手続きが可能です。

出願に必要な手続き・支払い等は、1月25日～2月14日14時とする。手続後、志願書・写真票・調査書を郵送。

出願サイト又は本校HP上に掲載されている「志願書」を打ち出し、「写真票」「調査書」と一緒に
各試験日程の5日前までに簡易書留以上(レターパックライト推奨)で郵送すること。

入試相談を経た後、インターネット出願とする。

出願に必要な手続き・支払い等は、1月10日～15日の間に済ませ、1月15日に下段記載の3点を郵送手続き。

入試相談の際に先生にお渡しした「推薦入試用志願書(写真貼付)・調査書兼推薦書」および写真票

簡易書留以上(レターパックライト推奨)で郵送のこと。本校で受領確認し、受験生に受領メールを配信。

入試相談を経た後、インターネット出願とする。一般入試A,B,C日程のいずれか1回を自由選択。

出願に必要な手続き・支払い等は、1月10日～30日の間に済ませ、1月25日～30日までに下段記載の3点を郵送。

※志願書は、インターネット出願手続後に写真貼付の上、必ず手書きで記入すること。

入試相談の際に先生にお渡しした「併願優遇入試用志願書(写真貼付)」および写真票・調査書



コース名 5教科 9教科 欠席日数

２３ ４１

２１ ３７

１９ ３４

１７ ３１

１５ ２９

推薦Ⅱ
スタンダード 各学年10日以内

個別相談対象(５科、９科不問)

２点加点対象

その他

個別相談対象(５科、９科不問)

２点加点対象

その他 担任等特別加点

特　典

特待生Ⅰ
(入学手続時納付金、学納金3年間全額免除)

特待生Ⅱ

部活動市区大会入賞,英数漢検３級

業績評価加点あり

特待生Ⅲ
（維持費3年間免除）

精勤,学級正副委員長,部活動正副部長

部活動市区大会入賞,英数漢検３級

担任等特別加点

「精勤」とは2年間皆勤又は3年間欠席数合計2日以内を指す

※説明会の個別相談等で、本人の能力・実力等を示す書類をお持ちくだされば、相談資料として拝見させて頂きます。

　スタンダードコース　（9教科最大3点加点、5教科最大1点加点）

担任等特別加点

英検準２級以上,数検準２級以上,漢検２級以上

９教科内申点への加点

３点加点対象
準指定部活動顧問加点

(本校強化・指定６部,陸上競技部,ソフトボール部,バドミントン
部,男女バレーボール部,男女バスケットボール部)

１点加点対象
精勤,学級正副委員長,部活動正副部長

漢検準2級,皆勤,生徒会役員,部活動都県大会出場

５教科内申点への加点 １点加点対象
漢検準２級,又は検定３級２つ
皆勤,生徒会正副会長

令和２年度　目黒学院高等学校　募集要項（共学部）

第一志望推薦入試
※推薦入試は、内申等の基準を満たしていても、在籍中学校からの入試相談が無ければ志願できません。

※内申点は3年次のものとし、5教科・9教科いずれかの基準を満たすこと。各種資格・業績評価による加点制度あり。

内申点の基準以外の推薦要件を満たす、一能・一芸に秀でた本校第一志望の者

プレミアム 各学年10日以内
各種資格加点あり

アドバンス 各学年10日以内

スーパープレミアム
各学年10日以内

各種資格加点あり

各学年10日以内
各種資格加点あり(入学手続時納付金、維持費3年間免除)

スタンダード
業績評価加点あり

本人の能力・実力を示す書類(上記以外の検定を含む)

　アドバンスコース　　（9教科最大2点加点、5教科最大1点加点）

特別な事情で欠席日数が10日を超えた場合は、事前に入試対策委員との相談が必須です。

各学年10日以内

基礎力試験実施

推薦入試（書類審査及び面接。推薦Ⅱの受験者に限り、1月22日に英数国の基礎力試験を実施）
出願（1月15日）、入試（1月22日）、入学手続締切（1月25日）、学力検査（2月13日）

【業績評価加点表】(欠席が多い場合は加点されません)

　スーパープレミアム・プレミアムコース

個別相談対象(５科、９科不問)
英検準２級以上、数検準２級以上、漢検２級以上

英検準２級以上、数検準２級以上、漢検２級以上

９教科内申点への加点

漢検準2級,皆勤,生徒会役員,部活動都県大会出場

５教科内申点への加点 １点加点対象
漢検準２級,又は検定３級２つ
皆勤,生徒会正副会長

１点加点対象



コース名 5教科 9教科 欠席日数

２５ ４４

２３ ４０

２１ ３７

１９ ３４

１７ ３１

個別相談対象(５科、９科不問)

２点加点対象

その他

個別相談対象(５科、９科不問)

２点加点対象

その他

英検準２級以上,数検準２級以上,漢検２級以上

９教科内申点への加点

３点加点対象
準指定部活動顧問加点

「精勤」とは2年間皆勤又は3年間欠席数合計2日以内を指す

担任等特別加点

※説明会の個別相談等で、本人の能力・実力等を示す書類をお持ちくだされば、相談資料として拝見させて頂きます。

特　典

特待生Ⅰ
(入学手続時納付金、学納金3年間全額免除)

特待生Ⅱ
(入学手続時納付金、維持費3年間免除)

特待生Ⅲ
（維持費3年間免除）

５教科内申点への加点 １点加点対象
漢検準２級,又は検定３級２つ
皆勤,生徒会正副会長
担任等特別加点

【業績評価加点表】(欠席が多い場合は加点されません)

令和２年度　目黒学院高等学校　募集要項（共学部）

併願優遇入試(併願先の制限なし)(本校男子部との併願不可)

※併願優遇入試は、内申等の基準を満たしていても、在籍中学校からの入試相談が無ければ志願できません。

※内申点は3年次のものとし、5教科・9教科いずれかの基準を満たすこと。各種資格・業績評価による加点制度あり。

スーパープレミアム
各学年10日以内

各種資格加点あり

各学年10日以内
各種資格加点あり

併願優遇入試（一般入試Ａ日程(11日),Ｂ日程(13日),Ｃ日程(15日)のいずれかを必ず受験すること）

プレミアム 各学年10日以内
各種資格加点あり

アドバンス 各学年10日以内

特別な事情で欠席日数が10日を超えた場合は、事前に入試対策委員との相談が必須です。

業績評価加点あり

スタンダード 各学年10日以内
業績評価加点あり

併願優遇入試出願日　《１月２５日～１月３０日》

　アドバンスコース　　（9教科最大2点加点、5教科最大1点加点）
英検準２級以上、数検準２級以上、漢検２級以上

９教科内申点への加点

漢検準2級,皆勤,生徒会役員,部活動都県大会出場

１点加点対象

１点加点対象
漢検準２級,又は検定３級２つ
皆勤,生徒会正副会長

　スタンダードコース　（9教科最大3点加点、5教科最大1点加点）

(本校強化・指定６部,陸上競技部,ソフトボール部,バドミントン
部,男女バレーボール部,男女バスケットボール部)

漢検準2級,皆勤,生徒会役員,部活動都県大会出場

１点加点対象
精勤,学級正副委員長,部活動正副部長

部活動市区大会入賞,英数漢検３級

精勤,学級正副委員長,部活動正副部長

部活動市区大会入賞,英数漢検３級

担任等特別加点

５教科内申点への加点

　スーパープレミアム・プレミアムコース

個別相談対象(５科、９科不問)
英検準２級以上、数検準２級以上、漢検２級以上

本人の能力・実力を示す書類(上記以外の検定を含む)



　（募集人員：男子約30名）

強化部活動
指定運動部

外部団体所属者

個人運動競技者

ラグビーフットボール部 倉上（くらかみ）、竹内（たけうち）

空手道部 山下（やました）

野球部 川端（かわばた）

男子バレーボール部

サッカー部 入試対策広報部佐々木（ささき）

ゴルフ部 入試対策広報部主任井手（いで）

外部団体所属者

個人運動競技者

尾熊（おぐま）、西山(にしやま)

９教科３０以上で、本校部活動顧問の推薦がある場合、初年度の「維持費」納付が免除されます。

〈※〉スポーツサイエンスコース受験希望者は、一般入試を含め必ず事前に上記担当者から直
接説明を受けてください。指定運動部から部活動に関する説明を受け、出願の事前承認を受
けていない場合には、スポーツサイエンスコースへの出願は一切できません。

強化部活動及び指定運動部受験希望者への説明担当者一覧

入試対策広報部の林又は佐々木に直接ご相談ください。

〈※〉出願資格：下記のいずれかに３年間所属し、活動を継続すること。なお、入試相談前に必ず指定運動部の顧
問と会い、部活動に関する説明を受け、出願の事前承認を得ること。スポーツサイエンスコースは部活動の支援を
目的としているため、３年間継続することが必須です。また、外部団体所属者と個人運動競技者は、入試相談前に
入試担当に直接ご相談ください。

ラグビーフットボール部、空手道部
野球部、男子バレーボール部、サッカー部、ゴルフ部

所属団体在籍を証明できる書類を提出（コピー可）

競技記録を提出（コピー可）

《第一志望推薦》

令和２年度　目黒学院高等学校　募集要項（男子部）

『スポーツサイエンスコース』(男子部)

※出願は、『指定運動部』及び一部の『外部団体所属者』に限られますので、ご注意ください。

※内申等の基準を満たしていても、在籍中学校からの入試相談が無ければ志願できません。

※出願は、本校指定運動部顧問による事前承認が必要となります(下記〈※〉に詳細な説明があります)。

　本校の強化部活動である、ラグビーフットボール部・空手道部及び個人競
技活動者は、第一志望推薦・併願優遇入試ともに、基準を一律に適用してお
りません。強化部活動顧問又は入試担当と事前に直接ご相談ください。

※各学年欠席10日以内（超過の場合は理由書が必要です）

相談の基準

９教科２７以上で、本校部活動顧問の推薦がある場合、初年度の「維持費」納付が免除されます。

※顧問特別加点等の加点があります。詳細は顧問、入試担当までご相談ください。

※各学年欠席10日以内（超過の場合は理由書が必要です）
９教科２８

※顧問特別加点等の加点があります。詳細は顧問、入試担当までご相談ください。

（募集人員：一般入試と合わせて男子
約10名、本校共学部との併願不可）《併願優遇入試》

相談の基準 ９教科２４



Ｑ＆Ａ 

  受験生や保護者からよく質問を受ける点をＱ＆Ａ形式にまとめましたので、ご覧ください。 

Ｑ１．学費の減免制度や貸付制度はありますか？ 

Ａ１．本校には特待生制度があり、推薦入試および併願優遇入試において所定の内申点を上回る成績優秀者に対

して、学則上定められた全ての納付金（入学金、施設設備費、授業料、維持費）を免除する制度、３年間ま

たは 1 年間の施設設備費および維持費を全額免除する制度、さらに入学時の施設設備費を免除する制度があ

ります。 

また、入学試験（学力検査）の成績優秀者に対しても同様の制度があります。在学中の成績優秀者に対し

ては、翌年度の維持費を全額免除する制度があります。 

公的機関による貸付制度・減免制度は以下の２つがあり、また学園独自の経済的急変による授業料減免規

程が設けられています。さらに、国による就学支援金制度が、私立高校在校生に対して実施されています。 

① 東京都私学財団入学支度金貸付制度 

保護者が都内に在住する生徒に２５万円の入学支度金を無利子で貸与（在学期間内返済）する制度です。 

② 東京都私立高等学校授業料軽減補助制度 

都内に在住する保護者が一定の要件を充たす場合は、授業料の一部を軽減する制度があります。 

  ③ 経済的急変による目黒学院高等学校授業料減免規程 

    目黒学院高等学校に入学後、経済的事情の急変で、学費の支弁が困難に至った生徒を救済する、学園独

自の規程です。 

 

Ｑ２．学校納付金はどのくらいですか？ 

Ａ２．令和２年度入学生の学費は概要で下記のとおりです。入学金、施設設備費、授業料、維持費に関しては確

定した金額です。それ以外については決定し次第公表します。ＩＣＴ教育実費、模擬試験受験料、教材・教

具等購入費につきましては、毎年度当初に１年分を徴収します。特別校外学習費等については、参加時にそ

の都度実費納入となります。日本スポーツ振興センター掛金は毎年通知により金額が確定しますので、この

表からは外してあります。 

 

 入学手続時 
３月２７日 

まで 

１年１期 

(５月) 

１年２期 

(９月) 

２年１期 

(４月) 

２年２期 

(６月) 

２年３期 

（９月） 

３年１期 

（４月） 

３年２期 

（６月） 

３年３期 

（９月） 

入  学  金 250,000          

施設設備費  110,000         

授  業  料   234,000 234,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 

維  持  費  162,000   54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

修学旅行積立金   42,000 42,000 42,000      

ＰＴＡ 入会金  10,000         

生徒会入会金  2,000         

同窓会入会金  2,000         

ＰＴＡ 会 費   12,000  12,000   12,000   

生 徒 会 費   10,800  10,800   10,800   

同 窓 会 費   3,600  3,600   3,600   

計 250,000 286,000 302,400 276,000 278,400 210,000 210,000 236,400 210,000 210,000 

※周年記念事業寄附金に関するお願いを入学後にしておりますが、入学・在学の条件ではございません。 


