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２月一般入試

■2023年度入学試験スケジュール〈一般入試〉

一般入試

試験日 2月1日（水） 2月2日（木） 2月4日（土）

試験型
午前 午後 午前 午後 午後

2科型・4科型 特待型 2科型・4科型 思考・表現型 理数特待型 2科型

12/20（火）※

1/10（火） インターネット出願
1/10（火）9：00※

↓
1/31（火）23：59

インターネット
出願

1/10（火）9：00※

↓
2/1（水）23：59

書類提出
1/10（火）

↓
1/24（火）必着

＋
インターネット

出願
1/10（火）9：00

↓
2/1（水）23：59

インターネット
出願

1/10（火）9：00※

↓
2/1（水）23：59

インターネット
出願

1/10（火）9：00※

↓
2/3（金）23：591/31（火）

2/1（水）

入試  2/1（水）

合格発表

22：00 23：00

2/2（木）

入試  2/2（木）

合格発表

22：00 23：00

2/3（金）

2/4（土）

入試  2/4（土）

合格発表
23：00

2/7（火） 入学金納入締切  2/7（火）17：00

2/18（土） 新入生説明会  2/18（土）

※インターネット出願サイトの事前入力は、12月20日（火）より可能です。
※入試日程等が変更になる場合は、学校ホームページでお知らせします。最新の情報をご確認ください。
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２月一般入試

１．入学試験概要
一般入試

試験日 2月1日（水） 2月2日（木） 2月4日（土）

集合時刻 8：45 15：00 8：45 15：00 15：00

試験型 2科型・4科型 特待型＊1 2科型・4科型 思考・表現型 理数特待型＊1 2科型

募集人数 30名 若干名＊2 合わせて35名 若干名＊2 10名

出
願

出願方法 インターネット出願
インターネット出願

および
書類の郵送

インターネット出願

インターネット
出願期間 1/10（火）9：00～1/31（火）23：59 1/10（火）9：00～2/1（水）23：59 1/10（火）9：00

～2/3（金）23：59

インターネット
出願方法

出願サイト画面の指示に従って、志願者情報の入力と顔写真の登録を行ってください。受験票・受験票（学校控）はA4サ
イズの白い紙に印刷し、試験当日にご持参ください（受験票の印刷は、受験料納入後に可能となります）。

書類提出 2/1（水）試験当日、
通知表のコピーを持参＊3

2/2（木）試験当日、
通知表のコピー＊3

を持参

1/10（火）～1/24（火）
郵送1/24（火）必着
詳細は「3．提出書類」

参照

2/2（木）試験当日、
通知表のコピー＊3

を持参

2/4（土）試験当日、
通知表のコピー＊3

を持参

受験料 1回目の出願は30,000円。2回目の出願は20,000円。3回目以降の出願は1回につき10,000円。
クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM（ペイジー）で出願期間内にお支払いください。

選考方法

国語  50分/100点
算数  50分/100点
理科  30分/50点
社会  30分/50点
※ 理科・社会は4科型

のみ。
※ 4科型で受験した

場合は2科（国・算）
でも判定します。

国語  50分/100点
算数  50分/100点

※ 特待合格のほかに、
一般スライド合格
があります。

国語  50分/100点
算数  50分/100点
理科  30分/50点
社会  30分/50点
※ 理科・社会は4科型

のみ。
※ 4科型で受験した

場合は2科（国・算）
でも判定します。

出願理由書
（事前提出）

〈日本語選択〉
作文　50分
個別面接  10～15分

〈英語選択〉
英作文　50分
英語個別面接  10～15分

算数  50分/100点
理科  50分/100点

※ 特待合格のほかに、
一般スライド合格
があります。

国語  50分/100点
算数  50分/100点

合格発表
（インターネット）

2/1（水）22：00
～2/7（火）17：00

2/1（水）23：00
～2/7（火）17：00 2/2（木）22：00～2/7（火）17：00 2/2（木）23：00

～2/7（火）17：00
2/4（土）23：00

～2/7（火）17：00

合格者発表専用サイトより発表します（本校ホームページからリンク）。
発表直後はアクセスが集中し、つながりにくい場合があります。
電話、メール等によるお問い合わせには応じられません。
発表後、合格者はインターネット上で入学手続きが可能になります。

入
学
手
続
き

入学金納入期間 2/7（火）17：00まで

入学金 400,000円／クレジットカード、金融機関ATM（ペイジー）支払い　※コンビニエンスストアでの支払いはできません。

書類提出 入学金納入者には、本校から入学手続き書類を発送します。
必要事項を記入し、新入生説明会（2/18（土））にご持参ください。

＊1　 特待型および理数特待型の特待合格者には、授業料年額を免除します（原則3年間。年度ごとに成績・生活状況の審査があります）。
＊2　 特待型および理数特待型の入試では、特待合格者若干名に加えて一般スライド合格を出します（一般スライドの合格者には、授業料の減免

等はありません）。
＊3　 「通知表のコピー」とは、6年1・2学期または6年前期の成績と出欠が記されているもの、もしくは、出願時から過去1年分の成績と出欠が記

されている公的な文書をA4サイズにコピーしたものです（通知表のコピーが複数枚の場合は、ホチキス等で綴じてください）。  
出席状況等、ご心配な点がある方は事前にご相談ください。
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２月一般入試

●出願に関する補足・注意事項
 ・出願サイトへの一般入試の事前入力は、2022年12月20日より可能です。
 ・出願後の出願取り消し、受験日、試験型、試験科目の変更はできません。また、同じ時間帯に複数の試験型がある場合、出願できる試験型は1つ

のみとなります。

●受験料・入学金に関する注意事項
 ・受験料・入学金納入の際の手数料は、納入者のご負担となります。本校窓口でのお支払いはできません。
 ・一度納入された受験料・入学金は理由の如何に関わらず返還いたしません。

●入学手続きに関する注意事項
 ・期日までに入学金の納入が完了しなかった場合、また、新入生説明会に無断で欠席した場合は入学を辞退されたものとみなし、入学の権利は

無効となります。
 ・提出書類の記載に事実と相違がある場合は、入学手続き後であっても入学許可を取り消すことがあります。

■全受験型に共通する出願資格 （一般入試２科型、４科型、特待型、理数特待型の出願資格は以下の①②のみ）
① 2010年４月２日から2011年４月１日に生まれた者。
② 2023年３月に小学校卒業見込み、または、それと同等の資格・学力を有する者。

■�一般入試�思考・表現型に追加される出願資格（ 以下の③～⑥のうち、少なくとも１つ以上に当てはまる者）
③ 校内・校外を問わず、文化的・社会的な活動やスポーツ等、とくに興味・関心を持って取り組んできたことがある者。
④ ドルトンスクール（東京・名古屋）に在籍し、ドルトンプランによる教育を受けた経験を持つ者。またはドルトンプランに類す

る教育を受けた経験を持つ者。
⑤ 英語４技能において、CEFR･B1／英検２級程度の力を有する者。
⑥ 考えること、表現することを楽しみ、正解のない問いにも粘り強く取り組むことができる者。

２．出願資格

【宛先】  〒182-0004 東京都調布市入間町2-28-20　ドルトン東京学園中等部　一般入試 思考・表現型担当

一般入試２科型、４科型、特待型、理数特待型 （試験当日持参）
●通知表のコピー（６年１・２学期または６年前期の成績と出欠が記されているもの。もしくは、出願時から過去１年分の成績と出欠が

記されている公的な文書。A4サイズにコピーしたもの）　＊ 通知表のコピーが複数枚の場合は、ホチキス等で綴じてください

一般入試 思考・表現型 に出願の際は、インターネット出願に加えて書類を郵送いただく必要があります。
指定された提出書類を以下の宛先に提出期間内（必着）に簡易書留で郵送してください。窓口での受付は行いません。

�一般入試�思考・表現型
①通知表のコピー（６年１・２学期または６年前期の成績と出欠が記されているもの。もしくは、出願時から過去１年分の成績と出欠が

記されている公的な文書。A4サイズにコピーしたもの）　＊通知表のコピーが複数枚の場合は、ホチキス等で綴じてください

②出願理由書（指定フォーム）
　＊②は本校指定用紙です。出願サイトよりダウンロードしてください（たて書き400字×2枚、800字程度）。
　＊ドルトンスクールまたはそれに類する教育機関の在籍記録や活動経験がある方は、出願理由書に記入してください。
③�その他の添付書類（提出は任意）
 　活動の成果を証明できるもの（大会やコンテスト・コンクール等の賞状、検定等の合格証やスコアレポートなどを、A4またはA3サ

イズにコピーしたもの。複数ある場合は、最もアピールしたいものを3点まで）。

３．提出書類　※一度提出された書類の返却はできません
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２月一般入試

４．試験時間割

５．試験当日の案内
（1）持ち物について

 ・持ち物：  □受験票、□受験票（学校控）、□筆記用具（シャープペンシル可）、□通知表のコピー（一般入試2科型、4科型、特待型、理数特待型のみ）
＊上履きは不要です。

  ※2回以上受験をする場合は、通知表のコピーを毎回提出してください。
 ・定規、コンパス、分度器は使用できません。格言やことわざなどが書かれた筆記用具も使用できません。
 ・時計は試験教室に用意してありますが、腕時計を持参することはできます（電卓機能のついた時計を除く）。緊急時に備えて携帯電話を試験

教室へ持ち込む場合は、必ず電源を切り、試験がすべて終了するまで鞄の中にしまってください。
 ・受験票を忘れた場合や紛失した場合は試験当日に受付にお申し出ください。本人確認の上、仮受験票を発行します。

（2）試験教室について
 ・試験教室では、試験監督に指示された席に座ってください。
 ・試験教室は暖房を完備していますが、定期的に換気を行います。各自温度調整できる服装で来てください（普段着でかまいません）。

（3）欠席・遅刻について
 ・試験を欠席する場合は、電話連絡等は必要ありません。
 ・公共交通機関の遅延などの理由でやむをえず遅刻する場合は本校までご連絡ください。  電話番号：03-5787-7945

（4）付き添いの方へ
 ・来校の際は公共交通機関をご利用ください。自家用車、オートバイ等での来校は固くお断りします。駐車場は提供いたしません。
 ・保護者の控室を用意していますが、スペースには限りがありますのでご承知おきください。控室のご利用に関する詳細は、別途ご案内します。
 ・付き添いの保護者の方は、お手元に受験票のコピーをご用意ください（いったん校外に出られた場合、再入校される際にご提示いただくため）。

（5）緊急時の対応について
 ・近隣の交通機関の大幅な遅延等があった際は、試験時間を繰り下げるなどして対応する場合があります。
 ・入学試験に関する緊急情報等は、必要に応じて本校ホームページに掲載します。また、出願時に登録された電話番号やメールアドレスに、直

接連絡する場合があります。

2月1日（水）午前 2月1日（水）午後
2科型 4科型 特待型

入室開始  8：00 入室開始  8：00 入室開始 14：15
集合  8：45 集合  8：45 集合 15：00
①国語  9：00～ 9：50 ①国語  9：00～ 9：50 ①国語 15：15～16：05
②算数 10：05～10：55 ②算数 10：05～10：55 ②算数 16：20～17：10
解散 11：10頃 ③理科 11：10～11：40 解散 17：25頃

④社会 11：50～12：20
解散 12：35頃

2月2日（木）午前 2月2日（木）午後
2科型 4科型 思考・表現型 理数特待型

入室開始  8：00 入室開始  8：00 入室開始  8：00 入室開始 14：15
集合  8：45 集合  8：45 集合  8：45 集合 15：00
①国語  9：00～ 9：50 ①国語  9：00～ 9：50 ①作文／英作文  9：00～ 9：50 ①算数 15：15～16：05
②算数 10：05～10：55 ②算数 10：05～10：55 ②面接／英語面接 10：05～ ②理科 16：20～17：10
解散 11：10頃 ③理科 11：10～11：40 解散 面接終了次第順次 解散 17：25頃

④社会 11：50～12：20
解散 12：35頃

2月4日（土）午後
2科型

入室開始 14：15
集合 15：00
①国語 15：15～16：05
②算数 16：20～17：10
解散 17：25頃
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２月一般入試

６．インターネット出願について
●平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。
●ご自宅で出願手続きができます。
●各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

●出願手続きの方法《２月一般入試》

本校ホームページ
▼

出願サイト
▼

ID（メールアドレス）登録
▼

出願情報入力
▼

写真データアップロード
▼

受験料の支払い方法選択

クレジットカード支払 コンビニ支払 ペイジー支払

▼

一般入試
2科型・4科型・特待型・理数特待型

一般入試
思考・表現型

事前提出書類はありません 事前提出書類郵送
▼

受験票印刷

▼
入試当日

一般入試
2科型・4科型・特待型・理数特待型

一般入試
思考・表現型

受験票と受験票（学校控）・ 
通知表コピーを持参 受験票と受験票（学校控）を持参

７．個人情報の保護について
出願に関する各書類に記載された個人情報については、それぞれ本校内での円滑な処理のために使用します。個人情報を使用す
る際は取扱いに十分留意し、目的以外の使用はいたしません。

８．入学後の費用
●学納金（2022年度） ●その他の費用、購入品

授業料 930,000円／年間（4分割納入） 初年度生徒会費 13,000円
施設維持費 120,000円／年間（4分割納入） 標準服・指定鞄・体操服 91,000円（男子）、106,000円（女子）
教育充実費  90,000円／年間（4分割納入） 副教材 80,000円程度

※上に掲載している学納金は、2022年度入学者のものです。2023年度は、金額の改訂・変更を行う場合があります。
※上記の他に、校外学習・国内研修費等の費用がかかります。また、授業等で使用する個人用情報機器（PC）は、個人購入となります。
※納入方法、購入方法は入学手続きの際にご案内します。

出願期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置
します。

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用意ください。

メールアドレスをIDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、緊
急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

志願者情報・出願入試日程等を入力してください。

デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影した受験生の顔写真データをアップ
ロードしてください。出願の際の写真はアップロードのみ可能です。

受験料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関
ATM（ペイジー）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。

一般入試の2科型・4科型・特待型・理数特待型を受験する場合は、事前提出書類
はありません。
一般入試の思考・表現型に出願の場合は、事前提出書類を簡易書留にて期限日
必着で郵送してください。

受験料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷
が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイズ・白い紙）
してください。

一般入試の2科型・4科型・特待型・理数特待型を受験する場合は、受験票と受験
票（学校控）および通知表のコピーをお持ちの上、来校してください。
一般入試の思考・表現型を受験する場合は、受験票と受験票（学校控）をお持ち
の上、来校してください。

※受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅・コンビニエンスストア等で印刷してください。
※受験票に受験生の顔写真が印刷されていることを確認の上、試験当日お持ちください。
※インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。
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〒182-0004　東京都調布市入間町2-28-20   TEL：03-5787-7945   https://www.daltontokyo.ed.jp/

■交通案内


