令和４ 年度入試

目黒学院高等学校
入試の概要
10月9日（土）、10月23日（土）、10月30日（土）、11月7日（日）、11月13日（土）

学校説明会

11月20日（土）、11月21日（日）、11月27日（土）、11月28日（日）、12月5日（日）

１４時３０分開始(事前予約要)

於：本校小ホール（状況を鑑み、開始時間等を変更する場合があります）

《入試相談・日時》

※状況を鑑み、中学校からの郵送による相談も可といたします

１２月１５日（水）・１２月２０日（月）・１月８日（土）に実施 ※9：00～16：00
（入試相談は、中学校の先生と本校との相談です。保護者、受験生、塾の先生方
からの直接の相談は、東京都と私立中高協会の協定により禁止されています。）
（入試相談会場で『第一志望推薦入試出願書類、併願優遇入試出願書類』を、先生方に直接お渡しします。）

令和４年度
名称
推薦入試
第
１
回

目黒学院高等学校募集要項

募集人員260名(共学部220名、男子部40名)

入学試験日

約１３０名

共学部95名、男子部35名(推薦Ⅱ含む) １月２２日実施

Ａ日程

約７５名

共学部70名、男子部5名(併願優遇含む) ２月１１日実施

Ｂ日程

約４０名

共学部40名、男子部若干名(併願優遇含む) ２月１３日実施

Ｃ日程

約１５名

共学部15名、男子部若干名(併願優遇含む) ２月１６日実施

第２回

若干名

共学部、男子部若干名

３月８日実施

合格発表

手続期限

当日発送

1月25日16時

当日発送

3月2日14時

3月8日18時

3月9日16時

〈※〉男子部(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、男子部
(スポーツサイエンスコース)への出願は一切できません。

選抜方法
入学手続
学納金

推薦入試

書類審査(調査書)、個別面接(重視)、（推薦Ⅱに限り基礎力適性検査を実施)

一般入試 国語・数学・英語(リスニングテストを含む)の３科目合計得点、個別面接(重視)、調査書
入学金２５万円(手続後の入学辞退者(3月31日14時まで)は、後日全額返還します)
手続時納付金
別途3月25日までに、施設設備費・維持費、各種入会金等を納入して頂きます（286,000円〈予定〉）
入学金250,000円(入学時のみ)、施設設備費110,000円(初年度のみ)、授業料(年額468,000円)、維持費(年額162,000円)

〔入試対策広報部〕
主任：井手智洋 (TEL：03‐3711‐6556、FAX：03‐3713‐7448)
委員（50音順）：青木・川野・倉上・佐々木・鈴木・林・前田・渡邉
管理職：杉田・佐藤・松本、事務局：高野・白石
(推薦入試に限らず、すべての入試についてご相談に応じます。）

本校HP

https://www.meguro.ac.jp/

令和４年度 目黒学院高等学校 募集の概要

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教科いずれか一方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。

推薦
コース名

特 典

スーパープレミアム

(入学手続時納付金、学納金3年間全額免除)

特待生Ⅰ

9教科

欠席日数

２４

４２

各学年10日以内

各種資格加点あり

２２

特待生Ⅱ
(入学手続時納付金、維持費3年間免除)

（維持費3年間免除）

３８

各種資格加点あり

１９

特待生Ⅲ

プレミアム

5教科

３５

各種資格加点あり

１７

アドバンス

３２

業績評価加点あり

１５

スタンダード

２８

業績評価加点あり

推薦Ⅱ

各学年10日以内
各学年10日以内
各学年10日以内
各学年10日以内

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

スタンダード

基礎力適性検査実施

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、事前に入試委員との相談が必須です。

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日に基礎力適性検査を実施）

【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)

アドバンスコース

（プレミアムコースに限り、英検準2級取得者も対象)
英検２級以上、数検準２級以上、漢検２級以上(検定に類する資格等を含む)

（9教科最大2点加点）

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(検定に類する資格等を含む)
２点加点対象

９教科内申点への加点

１点加点対象

漢検準２級、皆勤、生徒会役員、部活動都道府県大会出場
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

その他

スタンダードコース （9教科最大3点加点）
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(検定に類する資格等を含む)
２点加点対象

９教科内申点への加点

１点加点対象

漢検準２級、皆勤、生徒会役員、部活動都道府県大会出場
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

その他

「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。

【スライド合格制度】
推薦入試では、出願したコースへの合格を原則として保証し、かつ一定以上の学力を修めた場合には、出願コースより１段
階以上上位のコースへのお誘いを、個別にいたします。
コース異動(入学後)

スーパープレミアム・プレミアム間の異動は２年終了時まで可能ですが、アドバンスからプレミアム、スタ
ンダードからアドバンスへの各異動は、１年終了時に限り可能です。
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併願優遇入試 (併願先の制限なし)

(ただし、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教科いずれか一方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。

併願優遇
コース名

特 典

スーパープレミアム

(入学手続時納付金、学納金3年間全額免除)

特待生Ⅰ

9教科

欠席日数

２５

４４

各学年10日以内

各種資格加点あり

２３

特待生Ⅱ
(入学手続時納付金、維持費3年間免除)

（維持費3年間免除）

４０

各種資格加点あり

２０

特待生Ⅲ

プレミアム

5教科

３７

各種資格加点あり

１８

アドバンス

３４

業績評価加点あり

１６

スタンダード

３０

業績評価加点あり

各学年10日以内
各学年10日以内
各学年10日以内
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、事前に入試委員との相談が必須です。

併願優遇入試（A日程(2月11日),B日程(13日),C日程(1６日)のいずれかを受験すること）

【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)

アドバンスコース

（プレミアムコースに限り、英検準2級取得者も加点対象)
英検２級以上、数検準２級以上、漢検２級以上(検定に類する資格等を含む)

（9教科最大2点加点）

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(検定に類する資格等を含む)
２点加点対象

９教科内申点への加点

１点加点対象

漢検準２級、皆勤、生徒会役員、部活動都道府県大会出場
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

その他

スタンダードコース （9教科最大3点加点）
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(検定に類する資格等を含む)
２点加点対象

９教科内申点への加点

１点加点対象

漢検準２級、皆勤、生徒会役員、部活動都道府県大会出場
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

その他

「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。

【スライド合格制度】
一般入試では、出願時に指定したコースに関わらず、他のコースの合否も自動判定します。従って、出願したコースに不合格の場合でも、
合格が可能です。この場合、再度入学希望のコースに出願し受験することが可能です。

コース異動(入学後)

スーパープレミアム・プレミアム間の異動は２年終了時まで可能ですが、アドバンスからプレミアム、スタ
ンダードからアドバンスへの各異動は、１年終了時に限り可能です。
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『スポーツサイエンスコース』(男子部)
※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。
※募集は『指定運動部、外部団体所属者、個人運動競技者』に限られます。
※出願には、本校指定運動部顧問等による事前承認が必要となります。

本校の強化部活動である、ラグビーフットボール部・空手道部及び個人運動競技者は、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。
募集人員：男子約35名
(推薦30名、推薦Ⅱ5名)

《第一志望推薦》
推薦

９教科２４

※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）

※特に一能・一芸に秀でた第一志望の者。1月22日に基礎力適性検査実施。

推薦Ⅱ

※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。

《併願優遇入試》
相談の基準

９教科２８

募集人員：男子約5名
(本校共学部との併願不可）

※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。
〈※〉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。入試対策広報部ま
でお電話等いただければ、各部顧問をご案内いたします。
ラグビーフットボール部、空手道部
野球部、サッカー部、バレーボール部、バスケットボール部、ゴルフ部

強化部活動
指定運動部
外部団体所属者

所属団体在籍を証明できる書類を提出（コピー可）

個人運動競技者

競技記録を提出（コピー可）

出願要項(全コース共通)

受験料23,000円、調査書(必須)

※インターネット事前入力は、１２月２０日から可能です。
※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。
入試相談を経た後、インターネット入力・出願とする。

推薦入試

出願書類は、下段記載の４点(1月1７日必着)を簡易書留で郵送のこと。

(第一志望推薦)
(推薦Ⅱを含む)

本校指定「①推薦入試用志願書 ②調査書兼推薦書 ③合否通知返信用封筒（380円分切手貼付）」及び ④写真票

本校で受領確認でき次第、受験生に受領メールを配信いたします。
入試相談を経た後、インターネット入力・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。

併願優遇入試
（一般入試扱い）

出願書類は、下段記載の４点(1月30日消印有効)を簡易書留で郵送のこと。
本校指定「①併願優遇入試用志願書 ②合否通知返信用封筒（380円分切手貼付）」及び ③調査書 ④写真票

本校で受領確認でき次第、受験生に受領メールを配信いたします。

一般入試

インターネット入力・出願とする。（複数回出願可。受験料は都度必要)
※①志願書（本校HPよりダウンロード） ②調査書（公立様式・中学校発行のもの） ③写真票（受験票と一緒に出力）
④合否返信用封筒（角形3号・本人宛名記入・380円分切手貼付・④に限り、第２回受験生は不要）

出願書類は、次の４点（①志願書 ②調査書 ③写真票 ④合否通知返信用封筒）を簡易書留で郵送のこと。
第１回
Ａ・Ｂ・Ｃ日程 出願期間 1月25日～ A日程 2月10日 B日程 2月12日 C日程 2月15日 必着

第２回

出願書類は、次の３点（①志願書 ②調査書 ③写真票）を簡易書留で郵送のこと。
出願期間 ２月１７日～３月７日 必着
「調査書」が提出されていない場合、受験は一切出来ません。

特別対応

出願に関して特段の事情がある場合は、入試対策広報部までお問い合わせください。
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目黒学院高等学校・入学手続きまでの流れ
令和４ 年度入試

推薦入試

一般入試
併願優遇入試

（ 第一志望）
（ 出願時必要書類）

１２月１５日・２０日
１月８日の３回実施

①推薦用志願書
②推薦書兼調査書
③合否通知封筒
④写真票

１ 月２ ２ 日
１ 月２ ５ 日

①併願優遇用志願書
②合否通知封筒
③調査書(公立様式)
④写真票

受験票出力（ 15日のみ）
出願書類郵送（ 17日必着）

面接試験
（推薦Ⅱ:基礎力適性検査）

入学手続締切
（１６時）

受験票・ 写真票出力（ 25日～） 出願書類郵送受付開始
ネ ッ ト 出願締切(16時)
出願書類郵送30日消印有効

ネ ッ ト 出願締切（１４時）

出願書類郵送10日必着

２ 月１ １ 日
２ 月１ ２ 日

２ 月１ ６ 日

入学試験(筆記,面接)

入学試験(筆記,面接)

（郵送にて合格発表）

（郵送にて合格発表）

入学試験

ネッ ト 出願締切（23時）

11or13or1６日選択

出願書類郵送12日必着

学力検査( 筆記)

入学試験(筆記,面接)

入学試験(筆記,面接)

(ｽﾗｲﾄﾞ合格は郵送通知)

（郵送にて合格発表）

（郵送にて合格発表）

入学試験

ネ ッ ト 出願締切（１６時）

11or13or1６日選択

出願書類郵送15日必着

入学試験(筆記,面接)

入学試験(筆記,面接)

（郵送にて合格発表）

（郵送にて合格発表）

２ 月１ ７ 日
３月２日

①志願書（ HPよ り ）
②調査書( 公立様式)
③写真票

イ ン タ ーネッ ト 出願事前入力開始（ 受験料の決済可）

２ 月９ 日

２ 月１ ５ 日

①志願書（ 本校HPよ り ダウン ロ ード ）
②調査書（ 公立様式）
③写真票
④合否通知封筒（ 角形3号・ 本人宛名記入・ 切手380円分貼付）

第２ 回

入試相談

１ 月３ ０ 日

２ 月１ ３ 日

Ｃ 日程

（ 中学校の先生対象）

１２月２０日
１ 月１ ５ 日

Ａ 日程

第１ 回
Ｂ 日程

出願受付開始

入学手続締切(14時)（Ａ，Ｂ，Ｃ日程：併願優遇入試含む）
ネッ ト 出願締切（23時）

３ 月６ 日

書類郵送3月7日必着

入学試験(筆記,面接)

３ 月８ 日

18時本校にて合格発表

入学手続締切
（１６時）

３月９日

その他入試に関する措置
一般入試B・C日程 第１回B・C日程で出願書類郵送期限が迫っている場合、出願書類は、各試験当日８時までに持参してください。ただし、
出願に関して
インターネット出願・受験料決済は、期日までに完了してくだい。
男子部スポーツサイエンスコースの設置目的から、当該コース受験生は、合格後に再度共学部を受験することはできませ
ん。不合格者に限り、共学部の一般入試を受験することは可能です。
私立中出身者 出身中学校から調査書が発行されれば、受験可能です。
基本的に受験可能ですが、できれば念のため事前にご相談ください。
過年齢生
海外からの受験 9年間以上当該国の正規教育を受け、卒業と成績に関する書類（英文）があれば受験可能です。
特別優遇措置 本校卒業生の子弟、在校生の兄弟に適用されます。詳細は直接お問い合わせください。

制限事項

