
中等部入試担当 遠藤 実由喜 

      
 



        本日の流れ 

１．学校紹介（DVD) 
 
２．江戸取生から受験生へ応援メッセージ 
 
３．本校の教育・中等部入試要項 
 （江戸取の生活・出願・入試当日・合格手続について） 

 
４．質疑応答 



江戸取生から受験生へ 





受験生の皆さんへ 

皆さん、こんにちは。中等部2年の奥村さくらです。 

 今日は皆さんに応援メッセージということで、私から皆さんに向けて、入試までのアドバイスそして江戸
取での学校生活についてお話しさせていただきます。 

 さて、皆さんは今受験シーズンの一番の山場に立って、日々勉強に勤しんでいることと思います。また、
約２ヶ月後に入試を控え、受験予定の学校での外部模試や塾の講習等々、より入試を意識して日々を
お過ごしになられているのではないでしょうか。 

 

 特にこの時期ですと、過去の入試問題を解いていく中で、年度によって成績がまちまちであったり、焦
りや不安でミスが増えてしまったりと、中々自分のパフォーマンスを生かしきれないこともあるかと思い
ます。私からまず述べておきたいことは、受験で最も必要なのは、気持ちのコントロール力と柔軟性であ
るということです。 

 はっきり言ってしまえば、成績というのは、今の自分の到達点をその時々でしか測ることのできない、
あくまで参考資料です。大事なのは、成績の出来不出来にかかわらず、しっかり一回一回の問題演習
の時に、自分ができなかったところはどこなのか、自分で分析をすること、そしてその問題を次に解き直
すときに、絶対に同じ過ちを繰り返さないということです。その分析に是非成績データをフル活用してい
ただきたいと思います。 



受験生の皆さんへ 

 よく中学受験対策室の先生方が、一回一回の試験で一喜一憂する必要はないと仰るのは、そういった
側面があるからなんです。むしろ、その一回一回で得られたものに意識を向けて、次に生かす、いわば
柔軟性が、皆さんの受験の合否を分けると言っても過言ではありません。一つのケアレスミスを放ってお
けば、たとえそれが一点の問題であったとしても、その一点が入試の合否を左右します。どんなミスにも
必ず自分に原因があります。これからの問題演習では、その一点にこだわって、取り組むことをおすすめ
します。慎重になって、問題に取り組むことができ、より自分の真の実力を測ることができます。 

 

 また、この時期ですと、卒業に向けて学校行事があったり、習い事など、様々な活動があり、同時に
中々自分の時間を確保しづらい時期であるかと思います。そんな時こそスキマ時間を利用してみてはい
かがでしょうか。頭の良い人ほど、スキマ時間を見つけては何かしらの勉強をしていて、一つ一つの切り
替えが速いです。忙しく机に座って勉強する時間が短くても、参考書一つあれば、いかなる場所であって
もすぐにでも勉強を始められます。自分の時間というのは探せば必ずどこかにあるはずです。これは今
後の中学高校、社会人になってからも必要なスキルなので、是非今の時期から意識的にやっていただき
たいです。 



受験生の皆さんへ 

 最後に、受験の一番の醍醐味というのは、一つの目標に向かって努力することができるということです。
小学校6年生というまだまだ早い段階でそのような経験をすることができるというのは、本当に恵まれた

ことです。受験勉強を始めたタイミングは一人一人違います。それ以前に、受験という狭き門を選んで、
ここまで走り続けてきたことに自信を持ってください。勉強に早い遅いなんてものは存在しません。確か
に、何年にもわたって準備をしてきた人と、短期間で準備をしてきた人とでは、得られるものというのは
多少なりとも変わってきます。しかし、その質というのは、自分の努力次第でいくらでも変えられるのです。 

 

 私自身も小学5年生から塾に通い始めましたが、入試の日を迎えるまでに、幾つもの山や谷があり、

それでもなんとか掴み取った合格が、今の自分を作ってくれています。これほど何年経っても受験につ
いて振り返ることがあるというのは、受験という学生時代における大きな通過点を通ってきた人でしか得
られないものが必ずあるからなんです。 

  

 特に皆さんはこのコロナ禍の中で、様々な不安と隣り合わせで、きっと私たちの知られざる困難があっ
て、それでも必死に耐え抜いて、ここまで走り続けてきました。それ自体本当に素晴らしいことですし、決
して当たり前のことではありません。また、皆さんの周りに、これまで応援し支えてくれた人の存在が
あったということも同時に忘れないでください。 



受験生の皆さんへ 

 受験においては、最後の最後まで本当に何が起こるかわかりません。今地道に努力しているのに、
中々結果に現れない、そんな苦しさもあると思います。しかし、そんな苦しみとうまく付き合いながらも、
最後まで努力し続けた人だけが、最後には大きく花開くことができます。皆さん、今中々思うように成績
が安定しない人も、不安や焦りを抱えている人も、決して最後まで諦めないでください！そして、悔いの
残らないように、存分に入試までに残された期間を有意義なものにしていってください。 

 

 私は今、部活動に参加していて、日々文武両道に努めています。私が所属しているチアリーダー部で

は、毎日大会に向けて練習していて、心身ともに疲れてしまったり、思うように勉強できなかったりした
日もたくさんあります。それでも、同学年のメンバーだけでなく、先輩後輩と、放課後に残って学習に努
めたり、互いに教えあったり、また大会に向けて毎日長い時間を共に過ごしていく中で、縦の繋がりが
築かれていくため、私にとって、部活のメンバーは第二の家族です。今、そういった切磋琢磨しあえる仲
間がいなかったとしても、歳を重ねるに連れ、沢山の出会いを経験することで、皆さんにとって一生交流
の持てる、かけがえのない仲間に出会えるはずです。 

 

 皆さんも、是非江戸取に入学後には、中高6年間という大切な時間を共にしていく、大切な仲間を見つ
けて、自分を磨き続けてほしいと願っています。 

 

  



受験生の皆さんへ 

 日に日に寒くなって参りましたが、皆さん、体調には充分気をつけてください。 

皆さん一人一人が無事に入試の日を迎えられることを心から祈っています。そして、
いつかここ江戸取で、切磋琢磨していける同志となれるよう、最後まで自分の可能
性を信じて、共に走り続けていきましょう！！ 



  
 1.本校の教育 
  
 2.2022年度中等部入試要項 
（出願・入試当日・合格手続について） 

 
 



  １．本校の教育 

















        江戸取の魅力（大切にしていること） 

 
入学してきた生徒一人一人の夢を 

全力で応援できる環境が整っています。 



主体性を育む教育 
伸びようとする芽を伸ばす教育 

 
 
自分の得意・好きな分野を
伸ばすことができる 



        江戸取の魅力 

運動部・文化部・同好会     ４3  部 

アフタースクール         １４０  講座 

１学年（中等部）       ３００  名 

授業１コマ                     ４５  分 

教室以外の自習スペース   ７５０  席 

海外研修                   選択肢豊富        



部活動については、入学後、すぐに部活動への見学もできます。部活動は運動部・
文化部・同好会があり、4３種類もあるので、自分のやりたいことを選択することができ
ます。 
いつでも入部することができます。一年生も早い時期から入部している人もいました。 

中学生約７０％が入部 



○ １９７８年（昭和５３年） 
 江戸川学園取手高等学校開校 

○ １９８７年（昭和６２年） 
 江戸川学園取手中学校開校 
  ──中高６ヵ年一貫教育校となる── 

○ １９９３年（平成５年） 
 高等部に医科コース開設 

○ ２０１４年（平成２６年） 
 江戸川学園取手小学校開校 
  ──小中高１２ヵ年一貫教育校となる── 

○ ２０１６年（平成２８年） 
 中等部３コース制がスタート 

○ ２０１７年（平成２９年） 
    創立４０周年記念式典挙行 

○ ２０１９年（令和元年） 

      高等部３コース制がスタート・一貫生が中等部へ進学 

○ ２０２１年（令和３年） 

      創立 高等部4４年目（中等部3５年目） 
 

    江戸取の沿革 



    中入生（中学受験をして入学）と一貫生（江戸取小） 

お互いに良い刺激を受け合い、切磋琢磨！！        



     在校生からのメッセージ 

 江戸取に入学して早２年半が経過しました。江戸取にはたくさんの魅力があります。特に、勉強を
したいと思った時に勉強をすることができる環境があるということが1番の良いところだと感じており、自
分は恵まれているなと感謝の気持ちで一杯です。江戸取には、共に切磋琢磨する仲間がいます。 
 入学前、一貫生（江戸川学園取手小学校出身）と中入生（中学受験を突破して入学）が
一緒になって生活することに不安を抱いていたこともありましたが、すぐにお互いの違いを受け入れ合う
ことで上へ、上へと向かう学年の雰囲気を全員で作り上げることができたと感じています。また、それぞ
れのコースごとに同じ夢や目標を持つ同志とも出会うこともでき、とても心強い仲間として日々切磋琢
磨しています。江戸取で出会った友達や先生方は私にとってたくさんの刺激をもたらしてくれ、モチベー
ションを上に上げてくれました。 
 
 これまで会得してきたことを糧に、これからも更に主体的な学びを深め、どんな状況に直面しても、
常に行動を起こせる人になることを目指して、仲間とともに歩んでいきたいと考えています。 
 このような環境に導いてくれた両親に感謝の気持ちで一杯です。「生徒の夢は学校の目標」という
スローガンの通り、江戸取は生徒の夢に寄り添ってくれる学校です。 
 是非、中学受験を突破して私達の後輩になって下さい。心より応援しています。 



• 教育理念：将来の国際社会に貢献できる心豊かなリーダーの育成 

• 教育方針：規律ある進学校 

• 教育実践：心力・学力・体力のバランスのとれた三位一体の教育 

• 【校訓】 

•  誠実：何事においても誠心誠意を持って取り組む心を大切にする。 

•  謙虚：素直な心で自分を見つめ、学びの姿勢を大切に自己の向上に努める。 

•  努力：勉強にスポーツに人格形成に一生懸命励み、切磋琢磨する。 



        江戸取の魅力（大切にしていること） 

   伸びようとする芽を伸ばす教育 



     １３歳～１５歳の多感な年代 

中
入
試 

２１０名 

■人生の中で、心身ともに、最も大きく成長する中学・高校時代。 

■この6年間で、どのような「教師・仲間・先輩・後輩」に出会うか、 

 どのような体験ができるかで、その後の人生を左右すると言っても 

 過言ではありません。 

本校には、４３の運動部、文化部、同好会があり、文武両道で充実した生活を送っています。 



      江戸取の魅力（大切にしていることは基本です） 



      江戸取の魅力（大切にしていることは基本です） 

授業が一番 

予習・授業・復習・演習のサイクルを確立 

 



      江戸取の魅力（大切にしていることは基本です） 

心の教育 



   中高６ヵ年一貫教育の流れ（３コース制） 

一
貫
生 

９０名 

中
学
入
試 

２１０名 

なぜ3コース制なのか？ 
早い段階から本気で自分の将来を考える！ 
 
早い段階から自分の夢や目標をイメージできれば、
さまざまな『気づき』が得られ、仲間と互いに切磋琢
磨もできます。 



     イベント教育 本物を見せる 



    コンサート 篠崎史紀＆N響の仲間たち（2020.9.14）  

コロナ禍にありながら、大ホールでコンサートが実現できたことに感動しました。今回は、密にならないように…ということで、N響の方々の
ご厚意で、4回に分けて演奏をしていただくことができました。だから実現できたことなのです。 

1日に4回。プロ魂が伝わってきて、素敵な演奏にエネルギーをいただきました。N響第一コンサートマスター篠崎史紀さんのスピーチも素
敵でした。【言葉は、イタリアに行けばイタリア語、スペインに行けばスペイン語、ドイツに行けばドイツ語…というふうに、各々の国の言語
に合わせていきますが、音楽は言語を超えて伝わっていく。】… このメッセージが、心に響いてきました。 

一流に触れるチャンス
が江戸取にはある！！ 



        江戸取の魅力（大切にしていること） 

主体性を育む教育（部活動・アフタースクール・海外研修） 



上記以外にも、「高校生と大学生のための金曜特別講
座」(東京大学）があり、中学生も多数受講しています。 

講座種類 1学期 2学期

①学習系 110 116

③実験系 9 4

④合教科系 8 13

3

⑦ イベント系 7 3

合計 157 158

1

15

⑧

②

0

3

1

16

3

3

0

⑤芸術系

インターンシップ系⑨

アクティビティー系

英語４技能系

⑥

フィールドワーク系

※無学年講座も多数あります。 

 高大接続改革は、「これからの社会で活躍できる力、自ら課題を発見し、他者と協働し、答えを作り出す力を
もつアクティブラーナーの育成」を目的としています。そこで、本校では生徒が主体的に学び、伸びようとする芽を
存分に伸ばすことができるよう、魅力的なアフタースクールを豊富に開講しています。 

English Camp 

アクティビティー系ダイビング 
実験系 

   えどとりのアフタースクール （学力） 

海外とオンラインスピーキング 
お互いが教材を使用しながら充実したス

ピーキングを実施しています。 

中１生が受講できる講座数（３６）講座 



えどとりのアフタースクール      えどとりのアフタースクール 
       アフタースクールから世界へ 



      高大連携プログラム 

      （東京理科大学の先生によるアフタースクールの講座） 

宇宙遠隔探査実習 





東京理科大学キャンパスツアー 
（難関大ジュニアクラス）2019年７月１１日（木） 



• 東京大学金曜特別講座 

• 筑波大学医学群 

• 獨協医科大学 

• 東京理科大学 

• ＡＰＵ立命館アジア太平洋大学 

• お茶の水女子大学 

• 千葉科学大学薬学部薬学科 

• 立教大学 

 

【海外の大学】（海外研修） 

• カリフォルニア大学サンディエゴ校 

• ハーバード大学 

• マサチューセッツ工科大学 

• ホーチミン師範大学 

 

 

      高大連携プログラム 



        英語でチャレンジのチャンスが！ 

・第九回全国中学生ディベート大会３位 

・高円宮杯第71回全日本中学校 
 英語弁論茨城県大会第１位（関東大会出場） 
・英語インタラクティブフォーラム茨城県大会 
      中学生Aの部県教育長賞 

【2021年度】 
 

・英語プレゼンテーションフォーラム 

 茨城県大会出場 

・高円宮杯全日本中学校弁論大会 

 茨城県大会出場 

・全国中学生英語ディベート大会 

 （全国大会出場） 



      リアビズ高校生模擬起業グランプリにチャレンジ 



      リアビズ高校生模擬起業グランプリにチャレンジ 



      リアビズ高校生模擬起業グランプリにチャレンジ 



     国際教育 



亀田総合病院見学ツアー 

2019年8月15日 



獨協医科大学病院見学ツアー 
2019年9月30日 



２．2022年度中等部入試要項 
 

（出願・入試当日・合格手続について） 



中等部入試改革（２）       本校での説明会（オーディトリアム大ホール） 

11月27日（土） 説明会・授業参観・個別相談    申込受付中（11月26日16時締切） 

12月 5日（日）  説明会・施設見学・個別相談   2週間前より申込受付 

■11月28日（日）9時～23時59分 オンライン説明会（27日の録画を配信）申込受付中 



     英語（必須） 

２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 

小学校学習指導要領 小５・６の英語
（教科化） 

小６ 2020年度の5年生が
受験生となる 

４科目型＋ 英語（必須） 

適性型  ＋ 英語（必須） ＋ 集団面接（１０分） 

英語（必須） 試験時間：20分（リスニング） 50点 
 
■出題レベル：検定教科書のレベル（記号や数字で答える）  



     英語（必須） 

英語（必須） 試験時間：20分（リスニング） 50点 
 
■出題レベル：検定教科書のレベル（記号や数字で答える） 

•グローバル化を踏まえて、英語に興味・関心を持って
楽しく学んでほしい。 

•小学校での授業を大切にしてください。 
                            という本校からのメッセージです。 

•本校では「授業が一番」ということで授業を大事にしています。 

•基本的に、４科目を中心にしっかり力を付けて、 

 小学校での英語の授業を大切に、しっかり聴くということに慣れてください。 



     学校案内・入学試験要項 



     英語必須20分リスニング・サンプル問題 



サンプル① 



     英語必須20分リスニング・サンプル問題 



英 語 

リスニング問題にチャレン
ジ !! 

 

Let’s have a try !! 
サンプル問題② 





サンプル② 



     学校案内・入学試験要項 



     学校案内・入学試験要項 

学校案内 DATA &VOICE 



     学校案内・入学試験要項・入試説明会資料 

入学試験要項 

(グリーン：中等部） 
 

☛ 
 

入試説明会資料 
（グリーン：中等部） 

 

☛ 
 



     入試日 （入学試験要項P.1） 

入試日 受験の型 

2021年11月20日（土） 帰国生（会場：①本校・②シンガポール） 

2022年 1月 ６日（木）             適性型 

2022年 1月17日（月） 5科目型・英語型・   ー    ・帰国生 

2022年 1月25日（火） 5科目型・英語型・適性型・帰国生 

2022年 2月  5日（土） 5科目型・英語型・   ー    ・帰国生 

■出願の際に、①入試日 ・ ②コース（東大・医科・難関大ジュニア）・ 
          ③受験の型  を選択 
 
■英語力の高い受験生は、英語型を！！ 
■帰国生：１月・２月の入試は、受験の型を選択できます！！ 
  帰国生の条件：海外の学校に通算1年以上在籍し、帰国後３年以内（2019年4月1日以降）に帰国された方 



２０２２年度入試 
 

インターネット出願 
 

１１月２０日（土）午前９時スタート 
 

出願は、インターネット上のみ。 
郵送するものは一切ありません。 



    インターネット出願 
 
➀必要項目全てを入力 
②受験料のお支払い 
  （カード・コンビニ・ペイジー） 
 

③願書・受験票をご自宅で印刷 
④入試当日に願書・受験票持参 



   インターネット出願時 
 
どのコースで受験するか？ 
どの受験の型にするか？ 
いつの入試を受験するか？ 



２０２２
年度用 

Amazonなどで購入できます。 

 2,592円（消費税込） 

２０２２年度用３年間の過去問を参考にして 

ください。 

 

英語型の英語も掲載されています。 

 

帰国生入試の英語も英語型の英語を参照 

してください。 

2022年度より帰国生入試と英語型の英語の 

入試問題は同レベルになります。 

 

適性型の入試問題も掲載されています。 

３ 



      2022年度中等部入試 

■出願時、入試日ごとにコースの変更が可能です    

  （出願手続完了後は変更ができませんので 

   お間違えのないように入力して下さい） 

  

 ➀東大ジュニアコース 

 ②医科ジュニアコース 

 ③難関大ジュニアコース 

出願の際に、入試日・コース・受験の型を選択 



      2021年度中等部入試 

■受験の型が４つあります。 
■出願時、入試日ごとに受験型の変更が可能です    

  （出願手続完了後は変更ができませんので 

   お間違えのないように入力して下さい） 

  ➀５科目型（国語・算数・社会・理科・英語） 

  ②英語型 （国語・算数・英語） 

  ③適性型 （適性A・適性B・英語・集団面接） 1月6日・25日 

  ④帰国生入試 

 

 

 

出願の際に、入試日・コース・受験の型を選択 



      202２年度中等部入試日と入試の型 

■受験の型が４つになります。 

■1月・２月の入試は帰国生も①～④より入試の型を選択可能です。 

■11月20日の帰国生入試は④のみです。 

  ➀５科目型   （1月17日・25日・2月5日） 

  ②英語型    （1月17日・25日・2月5日） 

  ③適性型    （1月6日・25日） 

  ④帰国生入試 （11月20日・1月17日・25日・2月5日） 

 

 

 出願の際に 「入試日・コース・受験の型」 を選択 

受験料 
１回のみ受験の場合   ２万円 

複数回を受験の場合   ３万円 



      帰国生入試を選択する場合 

■出願は、全てインターネット出願です。 

  出願の際に、「英語学習履歴書」の入力が必要になります。 

  英検等の資格試験の結果がある場合は、証明書の画像を添付してください。 

  「英語学習履歴書」の内容は合否判定上、優遇されます。 

 

■出願期間 

  11月20日入試  ：11月  1日（月）9:00  ～  11月18日（木）16:00まで 

  1月・2月の入試  ：11月20日（月）9:00  ～  入試前日の23:30まで 

 

■帰国生の条件 

  海外の学校に通算1年以上在籍し帰国後3年以内の方 

 （2019年4月1日以降に帰国された方） 

          

                       
 



     出願は全てインターネット出願（入学試験要項P.1） 

入試日 出願期間 
11月20日（土） 帰国生入試 2021年11月  1日（月）9時～2021年11月18日（木）16:00 

 1月 ６日（水） 適性型 2021年11月20日（土）9時～2022年 1月 ５日（水）23:30 

 1月17日（月） 5科目型・英語型・帰国生 2021年11月20日（土）9時～2022年 1月16日（日）23:30 

 1月25日（火） 5科目型・英語型・適性型・帰国生 2021年11月20日（土）9時～2022年 1月24日（月）23:30 

 2月  5日（土） 5科目型・英語型・帰国生 2021年11月20日（土）9時～2022年 2月 ４日（金）23:30 

■受験料：１回のみ受験 ２万円 
        複数回受験  ３万円 
 
■受験料のお支払い：クレジットカード支払・コンビニ支払・ＡＴＭ（ペイジー）支払 
■願書・受験票をご自宅で印刷し、入試当日に持参してください。 



      入試日・合格発表・手続日（入学試験要項P.2) 

帰国生入試 適性型 第１回入試 第２回入試 第３回入試 

入試日 11月20日（土） 1月６日（木） 1月17日（月） 1月25日（火） 2月5日（土） 

合格発表 11月22日（月） 1月7日（金） 1月1８日（火） 1月2７日（木） 2月6日（日） 

手続日 

11月22日（月） 
10:00 
～ 

11月25日（木） 
16:00 

インターネット上での手続 

1月7日（金） 
10:00 
～ 

16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

・１月18日（火） 
10:00～16:00 
・ 1月19日（水） 

9:00～16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

・１月27日（木） 
10:00～16:00 
・1月28日（金） 
9:00～16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

・2月６日（日） 
10:00～16:00 
・2月７日（月） 
9:00～16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

延納が認められるのは ２月５日（土）16時まで 入学手続のみ 



     学校案内・入学試験要項 







     本校の「出願サイト」にアクセス 

■11月20日（土）の帰国生入試 11月  1日（月）9:00～インターネット出願受付スタート 
■１月・２月の入試           11月20日（土）9:00～インターネット出願受付スタート 
■受験料の支払い完了が出願受付完了です。 
■願書・受験票をA4サイズの用紙に印刷 → 入試当日必ず持参してください。 

 

■江戸川学園取手中・高等学校ホームページ → 

  入試情報サイト（出願サイト） → インターネット出願の流れ（詳細をご案内） 

   

  ①ＩＤ登録 

    （説明会等の申込で既に登録済みの方は、本作業は不要になります。） 

  ②マイページにログイン 

  ③顔写真の登録 写真サイズ 横３ｃｍ×縦４ｃｍ 

  ④出願情報の入力 



      出願情報入力の流れ➀ 

  Step１：入試区分選択(入試日・入試の型・コースを選択） 

  Step２：志願者情報入力・保護者情報入力 

         英語型受験：英語学習履歴書入力 

         帰国生入試：英語学習履歴書入力 

  Step３：試験選択 

  Step４：お支払い方法の入力 

        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―） 

  Step５：出願情報の確認 → （確認後）上記内容で申込む 

  Step６：送信完了 → マイページ（受験票出力）へ 

        A4サイズ用紙（願書・受験票が一枚の中に印字されます）  

        入試当日は、必ず願書と受験票を持参してください。 

④出願情報の入力（詳細） 



       出願情報入力の流れ② 

■作業を何もせずに20分を超えると、セッションタイムアウトとなり、入力情報が取り消  

 されることがあります。ご注意ください。 

■事前に以下の入力項目（情報入力）について、ご準備ください。 

Step２：志願者情報入力・保護者情報入力 

■志願者情報入力 

 

 

 

 

■保護者情報入力 

    

 

志願者氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・出身小学校・
併願校・塾・本校志望理由（文章入力：最大３００文字）・ 
欠席日数と理由（小４・５・６ ＊小６は１学期末の欠席日数） 
アンケート（チェックボックスにチェックを入れてください。） 

保護者氏名・続柄・緊急連絡先（電話番号） 



      出願情報入力の流れ③（英語型・帰国生入試） 

■英語型・帰国生入試で受験の場合 ： 英語学習履歴書 

 

 

 

 

 

■英検などの検定試験の級やスコアの証明書を添付してください。 

  （ある場合は最後に提出書類をクリックし、添付してください。） 

  

 

どのように英語を学習してきたか・・・ 
 
【海外経験がある場合】 
在留国名・都市名・在留期間・在留学校種別など 

 
江戸川学園取手中・高等学校ホームページ → 出願サイト    
→ 英検等書類の提出（添付）について 
  



｢出願サイト｣からミライコンパスへ 



ログイン後｢志願者｣を選びます 



出願用顔写真のアップ（初回のみ）⑨ 



出願手続を行う (2) 



出願手続を行う (3) 



出願手続を行う(7) 

英語型・帰国生入試を受験される場合【英語学習履歴書】の入力をしてください。 

帰国生入試を受験する場合【帰国生受験者入力欄】に該当する質問に必ず
入力・選択してください。 

必須のものは必ず入力してください。必須のものが入力され
ていなければ次のページに進むことができません。 



出願手続を行う(9) 



      インターネット出願 

  出願の際に 

 ➀入試日 

 ②コース 

 ③受験の型 

  を選択 

１月１７日 

東大ジュニアコース 

５科目（国算社理英） 

第１回【東大ジュニアコース】（一般入試 

５科目型） 



出願手続を行う(12) 



出願手続を行う(14) 



出願手続を行う(15) 



出願手続を行う(17) 



出願手続を行う(20) 

帰国生入試受験の方に 
必ず入力していただく内容です 



出願手続を行う(22) 

確認後、誤りがなければ、上記
内容で申し込むをクリックしてく
ださい。 



出願手続を行う(22) 

最後に申込内容の確認があります。 
 

□お申込みの試験は以下の内容でお間違えありませんか？ 
 例：第1回【医科ジュニアコース】(一般入試：5科目型）1月17日 
 
□志願者氏名（漢字）、性別は志願者本人の氏名、性別ですか？ 
□生年月日は志願者本人の生年月日ですか？ 
□住所は全て入力されていますか？ 
□その他申込内容に誤りはありませんか？ 
 
□の中にチェックを入れてください。 



出願手続を行う(23) 



欠席日数・志望理由書（300文字） 

志願理由と欠席日数も入れてください。 
小４時日数｢     ｣日 理由｢     ｣ 
小５時日数｢     ｣日 理由｢     ｣ 
小６時（１学期末）日数｢     ｣日 理由｢     ｣ 
※欠席日数が無い場合は｢0｣と記入してください。 

志望理由を文章で入力してください。最大３００文字になります。 
保護者の立場からでも受験生の立場からでもどちらでもかまいません。 
パソコン上で文章を作成し、コピー＆ペーストすることをお勧めいたします。 



出願手続を行う(25) 

英語型・帰国生で受験の型 
書類提出 

英検等書類提出（添付）はこちらから 
※受験料の入金後にお願い致します 

受験票・願書の印刷はこち
らをクリックしてください。 



見本 



１１月２０日（土）帰国生入試を受験される方 



 

東 大ジュニアコース    ７０名  

医 科ジュニアコース    ７０名 

難関大ジュニアコース  １６０名 

  合   計       ３００名  
 

 

スライド合格制度があります。 

     各コースの定員 

一 
貫 
生  

９０名 
 

中 
学 
入 
試 
２１０
名 



     各コース合格の目安 

東大ジュニアコース 
医科ジュニアコース 

 

合計点の７割 
（教科ごとの足切りはありません） 

 
※スライド合格制度があります。 
（再チャレンジをおすすめします） 

 

【特待合格】  
合計点の８割 A特待 
          B特待 

難関大ジュニアコース 
 

 
合計点の６割 

（教科ごとの足切りはありません） 
 

※逆スライドはありません。 

 

【特待合格】  
合計点の８割 A特待 
          B特待 



     特待生制度（入学試験要項P.1） 

【A特待】  
 
 

入学納入金（35万円） 
授業料1年間（36万円） 

の免除 
     

【B特待】  
 
 

入学納入金（35万円） 
の免除 

■特待基準は３コースとも同一です。 

■A特待の場合、特待生としての継続は年度毎の審査によります。 



      入学納入金及び学費（2022年度） 入学試験要項Ｐ.3  

入学納入金 入学後の毎月の納入金 

入学金 150,000円 
授 業 料 30,000円 

維 持 費 17,000円 

施 設 
設備費 

200,000円 
後援会費   500円 

生徒会費   500円 

合 計 350,000円 合 計 48,000円 

■寄付金・学債はありません。 



       再チャレンジについて  （入学試験要項P.３）  

既に出願をしていて、再チャレンジを 
する場合申請が必要です。 



       再チャレンジ（希望のコースへ） 入学試験要項P.３  

入学（延納）手続をして安心して再チャレンジ 
1月17日の入試で入学（延納）手続を完了された方は合格通知書のみ受けとってください。 

入学（延納）手続をして安心して再チャレンジ 

 入学手続 ２月５日１６時まで 



       再チャレンジ（特待合格）  入学試験要項P.３  

入学（延納）手続をして安心して再チャレンジ 

入学（延納）手続をして安心して再チャレンジ 
1月17日の入試で入学（延納）手続を完了された方は合格通知書のみ受けとってください。 

 入学手続 ２月５日１６時まで 



      入試当日の連絡事項（入試説明会資料P.3） 

•新型コロナウィルス感染症対策を行って実施致します。 

•入試 11月20日（土） 

     1月6日（金）・17日（月）・25日（火） 

     2月5日（土） 

  ①入試当日の朝、検温をしてから、ご来校ください。  
   ・熱が高い（３７．５度以上）場合 
   ・具合が悪い場合 
  受験を控えていただき、他の回を受験してください。 

②マスクを着用（常時着用）して、ご来校ください。 
  できるだけ不織布マスクを着用してください。 
  



      入試当日の試験会場 

試験会場の座席は、文部科学省から示されているガイドラインをもとに、受験生同士の
横の間隔を１ｍ以上にし、１教室５列×６名の３０名を基準とします。 
 

 ５科目型・適性型・英語型・帰国生入試、各々受験の型で、試験会場が分かれます。
校内でご案内いたしますので、安心してご来校ください。 



ＡＭ6:00 

入試当日の朝の様子 ＡＭ6:３0 



入試当日の朝の様子 



入試当日の朝の様子 



入試当日の朝の様子 

ＡＭ6:50頃 



入試当日の朝の様子 

ＡＭ6:50頃 



 <入試当日の朝の様子> 

◆降雪時の入試情報：試験当日朝５時頃、本校ホームージ掲載致します。 

①取手駅・②守谷駅よりバスがあります。 
 

本校ホームページに【入試時のバス時刻表】を
掲載いたします。 

 
保護者控室もご用意いたします。 
（保護者も上履きをご持参ください） 





      入試日・合格発表・手続日（入学試験要項P.2) 

帰国生入試 適性型 第１回入試 第２回入試 第３回入試 

入試日 11月20日（土） 1月６日（木） 1月17日（月） 1月25日（火） 2月5日（土） 

合格発表 11月22日（月） 1月7日（金） 1月1８日（火） 1月2７日（木） 2月6日（日） 

手続日 

11月22日（月） 
10:00 
～ 

11月25日（木） 
16:00 

インターネット上での手続 

1月7日（金） 
10:00 
～ 

16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

・１月18日（火） 
10:00～16:00 
・ 1月19日（水） 

9:00～16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

・１月27日（木） 
10:00～16:00 
・1月28日（金） 
9:00～16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

・2月６日（日） 
10:00～16:00 
・2月７日（月） 
9:00～16:00 
インターネット上 
＋必ず来校 

延納が認められるのは ２月５日（土）16時まで 入学手続のみ 



      合格発表・入学手続き➀（入学試験要項P.２・３） 

入試で合格された後の流れ（本校ホームページより） 

■（１）入学手続 
 

➀誓約書（印刷して記載・捺印） 
②入学納入金35万円のお支払い 
③支払い確認書（印刷） 

 
 
 

■（２）延納手続 
 

➀延納願（印刷して記載・捺印） 
②延納金5万円のお支払い 
③支払い確認書（印刷） 

 
 
 

■（１）か（２）の手続を行い、手続期間内に本校に来校し、手続をすませてください。 
■合格された場合、手続期間内に必ず合格書類をお受け取り下さい。 
■医科・東大に出願をし、難関大ジュニアにスライド合格だった場合は、再チャレンジの申請をしてください。
（入試担当まで） 

２月５日（土）16:00 まで  

入学納入金のうち３０万円の延納を認めます 



      合格発表・入学手続き②（入学試験要項P.２・３） 

スライド合格で次の回の入試に再チャレンジする場合（コース・特待 再チャレンジ） 

■次の入試で再び難関大ジュニアへ 
  スライド合格をして、再び次の入試に 
  再チャレンジ 
■前回の入試合格後に、入学手続、  
  または、延納手続をされている方は、  
   再びその手続は必要ありませんが、合 
   格通知書を必ずお受け取り下さい。 
■2月５日入試で再び再チャレンジされる 
  場合でも、２月５日迄に入学手続き  
  を完了させて下さい。 

1月17日入試の結果が 
スライド合格だった場合 

 

■（１）入学手続き 
■（２）延納手続き 

 

(1)か(2)の手続を行って 
 

1月25日入試・2月5日入試に再チャレンジ
する。（入試担当まで申請して下さい。） 

２月５日（土）16:00 まで入学納入金のうち３０万円の延納を認めます 



      合格発表・入学手続き③（入学試験要項P.２・３） 

2月５日の入試で合格された後の流れ（本校ホームページより） 

■（１）入学手続き 
 

➀誓約書（印刷して記載・捺印） 
②入学納入金35万円のお支払い 
③支払い確認書（印刷） 

 
 
 

■手続期間内に本校に来校し、手続をすませてください。 
■合格された場合、手続期間内に必ず合格書類をお受け取り下さい。 
■既に入学手続きを済まされている方は、2月５日の入試に合格した後の手続は特にありませんが、合格書類は必ずお受け取り 
  下さい。 
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１１月２７日（土） １０時～ 本校 

１１月２８日（日） ９時～ 23時５９分まで オンライン（27日の録画を配信） 

１２月 ５日（日） １０時～ 本校（首都圏模試も実施） 

   今後の入試説明会   





今日の結果は過去の自分  

今日の努力は未来の自分 

３つの「あ」を大切に！ 
あせずらず・あわてず・あきらめず  



 

中等部入試担当 遠藤 実由喜 

中等部入試担当 遠藤 実由喜 


