中等部

生 徒 募 集要 項
2023 年度
帰国生入試

帰国生 入試

帰国生入試

■ 2023 年度入学試験スケジュール〈帰国生入試〉
帰国生入試
試験日

2022年12月3日（土）

試験日

2022年12月10日（土）

2023年1月7日（土）

試験型

帰国生型 海外オンライン

試験型

帰国生型 国内第１回

帰国生型 国内第２回

2022年

書類提出
11/10（木）
↓
11/21（月）必着

2022年

書類提出
11/10（木）
↓
12/2（金）必着

書類提出
11/10（木）
↓
12/16（金）必着

インターネット出願
11/10（木）9：00
↓
12/2（金）23：59

インターネット出願
11/10（木）9：00
↓
12/16（金）23：59

11月10日（木）

11月10日（木）

＋

＋

インターネット出願
11/10（木）9：00
↓
11/21（月）23：59

＋

保護者同伴面接

11月28日（月）

（Zoom 接続確認時）

入試 12月3日（土）
午前9：00~12：00
午後16：00~18：00

12月3日（土）

12月2日（金）
12月5日（月）

合格発表 12/5（月）20：00

12月9日（金）

入学金納入締切
12/9（金）17：00

12月10日（土）

12月15日（木）

入試 12/10（土）9：00～
合格発表 22：00

入学金納入締切
12/15（木）17：00

12月16日（金）

1月7日（土）

1月12日（木）

2月18日（土）

新入生説明会 2/18（土）

※日時の表示はすべて日本時間です。出願期間等お間違えのないようご注意ください。
※海外オンライン入試の開始時間は、表記の時間帯の中で個別に調整・決定し、事前に連絡します。
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入試 1/7（土）9：00～
合格発表 22：00

入学金納入締切
1/12（木）17：00

帰国生入試

１．入学試験概要
帰国生入試
試験日
試験時間帯
試験型

2022年12月3日（土）＊1
午前
午後

9：00～12：00＊2
16：00～18：00＊2

インターネット
出願期間

8：45集合

帰国生型 海外オンライン

募集人数
出願方法

2022年12月10日（土）

帰国生型 国内第1回

2023年1月7日（土）
9：00開始
帰国生型 国内第2回

若干名
インターネット出願

及び

書類の郵送

11/10（木）9：00
～11/21（月）23：59

11/10（木）9：00
～12/2（金）23：59

11/10（木）9：00
～12/16（金）23：59

出願

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。

インターネット
受験票は A4サイズの白い紙に印刷し、試験当日はお手元にご用意
（海外オンライン）
、またはご持参
（国内第1回・第2回）
く
出願方法
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
受験料

選考方法

11/10（木）～11/21
（月）
郵送11/21（月）必着

詳細は「3．提出書類」参照

11/10（木）～12/2（金）
郵送12/2（金）必着

詳細は「3．提出書類」参照

11/10（木）～12/16（金）
郵送12/16（金）必着

詳細は「3．提出書類」参照

30,000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。
・保護者同伴面接（事前の Zoom 接続確認時（11/28（月））に実施）
   約 10 分
・日本語作文・英語作文（事前に送付。詳細は「3．提出書類」参照）
・日本語個別面接（オンラインで実施、本人のみ）10 分～15 分
・英語個別面接（オンラインで実施、本人のみ）10 分～15 分
※オンライン面接は Zoom を使用します。面接で使用する端末には、事前に
Zoom アプリのインストールをお願いします。
※オンライン面接の際は、安定したインターネット環境と静かな個室をご
用意ください。必ずしもご自宅でなくても構いません。
※ C E F R・B2／英検準1級相当以上の保有者は、英語の試験（作文・面接）を
免除します。

Ａ方式 ・日本語作文・英語作文（各 40 分）
・英語個別面接（10 分～15 分）
・保護者同伴面接（約 10 分）
Ｂ方式 ・国語・算数（各 50 分）
・個別面接（10 分～15 分）
・保護者同伴面接（約 10 分）
※出 願時にＡＢどちらかの方式を選択してください。出願
後に方式を変更することはできません。
※Ａ方式を選択した出願者のうち、CEFR・B2／英検準1級相
当以上の保有者は、英語の試験（作文・面接）を免除します。

12/5（月）20：00～12/9（金）17：00

12/10（土）22：00
～12/15（木）17：00

1/7（土）22：00
～1/12（木）17：00

12/15（木）17：00まで

1/12（木）17：00まで

合格発表
（インターネット） 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）。
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

12/9（金）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

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。

※コンビニエンスストアでの支払いはできません。

＊1 入
 試日程に関するすべての日時の表示は日本時間です。海外から出願・受験される際は時差にお気をつけください。
＊2 オ
 ンライン面接の時間帯は、午前（9：00～12：00）か午後（16：00～18：00）のどちらかを選んで出願してください。開始時間はそれぞれの時
間帯の中で個別に調整・決定し、事前に連絡します。
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２．出願資格
■以下の条件を全て満たす者

①2010年４月２日から2011年４月１日に生まれた者。
②2023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。
③（帰国生型海外オンライン）原則として、海外在留期間が継続して１年以上あり、受験時に海外に居住している者。
（帰国生型国内）原則として、海外在留期間が継続して１年以上あり、日本に帰国後３年以内である者。
※出願資格に合致するかどうか不明な場合は、メール（admissions@daltontokyo.ed.jp）にてご照会ください。また、英語試験免除に該当するか
どうかのお問い合わせも、上記メールアドレスにて承ります。

３．提出書類
帰国生入試に出願の際は、インターネット出願に加えて書類の提出が必要となります。試験型ごとに指定された提出書類を、以下の
宛先に指定された方法で送付してください。窓口での受付は行いません。

【提出書類一覧】
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海外で最後に在籍していた学校の在籍証明書または卒業証明書のいずれか１通
③海外で最後に在籍していた学校での最後の１年分の通知表
④教育等の履歴（本校指定用紙。出願サイトよりダウンロードしてください）
⑤海外在留証明書（本校指定用紙。出願サイトよりダウンロードしてください）
⑥各種検定の合格証やスコア、優秀者表彰状など（任意提出）
⑦日本語作文（800字程度・海外オンライン出願者のみ）
⑧英語作文（100～200語程度・海外オンライン出願者のみ・英語試験免除の対象者は不要）

【提出方法】
《１》帰国生型 海外オンライン
上記の提出書類のうち、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧を指定の方法で送付してください。
※②〜⑥は、以下の宛先に簡易書留（または配達の記録が残るもの）で郵送してください（各試験型の書類提出期限、必着）。
※⑥……英語試験免除の対象となる場合のみ必須。
※⑦⑧…作文のテーマ、字数、書式その他の注意事項は、インターネット出願をした方に対し、出願時に登録したメールアドレスに e メール
で通知します。
作文の答案は、課題の通知後72時間以内に、admissions@daltontokyo.ed.jp 宛に e メールに添付して提出してください。
《２》帰国生型 国内（第１回・第２回）Ａ・Ｂ方式
上記の提出書類のうち、①、②、③、④、⑤、⑥を指定の方法で送付してください。
※⑥は、英語試験免除の対象となる場合のみ必須。
※①〜⑥は、以下の宛先に簡易書留で郵送してください（各試験型の書類提出期限、必着）。

【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

帰国生入試担当

●出願に関する補足・注意事項

・帰国生入試に複数回出願することはできません。帰国生入試の受検後に、一般入試に出願することは可能です。
・出願後の出願取り消し、受験日や時間帯の変更、試験科目の変更はできません。

●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。
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４．試験時間割
2022年12月3日（土）

2022年12月3日（土）

帰国生型 海外オンライン 午前

帰国生型 海外オンライン 午後

試験時間帯

9：00～12：00

試験時間帯

16：00～18：00

入室

Zoom 入室／本人確認

入室

Zoom 入室／本人確認

面接

日本語面接・英語面接（各10～15分）

面接

日本語面接・英語面接（各10～15分）

※日時の表示はすべて日本時間です。
※海外オンライン入試では、11月28日（月）の Zoom 接続確認時に（9：00～12：00、16：00～18：00）、保護者同伴面接（約10分）
を行います。
※事前の Zoom 接続確認および入試（オンライン面接）の開始時間は、標記の時間帯の中で調整・決定し、事前に連絡します。
※英語試験の免除対象者が当日受ける試験は、日本語面接のみとなります。
2022年12月10日（土）

2023年1月7日（土）

帰国生型 国内

第1回

帰国生型 国内

第2回

受験方式

Ａ方式

受験方式

Ｂ方式

受験方式

Ａ方式

受験方式

Ｂ方式

入室開始

8：00

入室開始

8：00

入室開始

8：00

入室開始

8：00

集合

8：45

集合

8：45

集合

8：45

集合

8：45

①日本語作文

9：00〜9：40

①国語

9：00〜9：50

①日本語作文

9：00〜9：40

①国語

9：00〜9：50

②英語作文

9：55〜10：35

②算数

10：05〜10：55

②英語作文

9：55〜10：35

②算数

10：05〜10：55

③英語面接

10：50〜

③面接

11：10〜

③英語面接

10：50〜

③面接

11：10〜

④保護者同伴面接
解散

③の面接が終了次第順次
保護者同伴面接が終了次第順次

④保護者同伴面接
解散

③の面接が終了次第順次
保護者同伴面接が終了次第順次

※国内入試Ａ方式の英語試験の免除対象者は、9：55～保護者同伴面接となります。

５．試験当日の案内
（1）帰国生型 海外オンラインについて

・出願者には、事前に面接試験の開始時間と Zoom ミーティングルームの URL・パスコード等を e メールでお伝えします。面接の開始時間が近
くなりましたら、プリントアウトした受験票を手元に用意して、Zoom ミーティングルームに入室してください（しばらく待機室でお待ち頂
く場合があります）。
・端末やインターネット回線の急な不具合等で Zoom ミーティングルームに入室できない場合は、本校までご連絡ください。

	  （国際電話番号：+81-3-5787-7945

メールアドレス：admissions@daltontokyo.ed.jp）

・個別面接（日本語・英語）の間は、受験者本人以外は部屋からご退出ください。
・判定の正確性と公平を期すため面接を録画します。記録した映像と音声は入試判定の目的のみに使用し、入試終了後は速やかに消去します。

（2）帰国生型 国内入試について

・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） ＊上履きは不要です。
・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。
・電卓機能のついた時計の試験会場への持ち込みはできません。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。
・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）。
・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。
・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。
・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

・保護者同伴面接の開始まで、保護者は控室でお待ちいただけます。面接は受験番号順です。開始時間の目安は、当日お伝えします。

（3）緊急時の対応について（海外オンライン・国内入試共通）

・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。
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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《帰国生入試》
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。

本校ホームページ
▼

出願サイト

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 I D 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。

ID（メールアドレス）登録
▼

志願者情報・出願入試日程等を入力してください。
帰国生入試に複数回出願することはできません。また、試験日により出願資格
が異なる場合がありますので、よくご確認ください。

出願情報入力
▼

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。

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
▼

海外オンライン

ペイジー支払
国内

事前提出書類〈郵送〉
「3. 提出書類」を参照

第１回・第２回

事前提出書類〈郵送〉
「3. 提出書類」を参照

事前提出書類〈eメール添付〉
日本語作文・英語作文
※英語試験免除の対象者は日本語作文のみ
▼

▼
入試当日
国内

指定時間までに Zoom
ミーティングルームに入室

事前提出書類を、簡易書留（または配達記録の残るもの）にて各試験型の書類提
出期限日必着で郵送してください。
【海外オンライン】
インターネット出願を完了した方に、作文のテーマおよび作成と提出に関する
注意事項を e メールで通知します。作成した作文課題は、通知後72時間以内に
e メールに添付して送付してください。
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。

受験票印刷

海外オンライン

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。

第１回・第２回

受験票と受験票（学校控）を持参

海外オンライン：指定の時間になりましたら、事前に通知された Z o o m ミーテ
ィングルームに接続してください。
国内 第１回・第２回：受験票と受験票
（学校控）
をお持ちの上、登校してください。

※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、試験当日お手元にご用意（海外オンライン）またはご持参（国内）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。

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。
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■交通案内

〒182-0004

東京都調布市入間町2-28-20

TEL：03-5787-7945
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