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推薦入試

1 募集人員 約30名 （第１学年　男女　特別進学・総合進学コース　Ａ・Ｂ推薦合わせて）

2 出願資格  Ａ推薦（単願）：  2021年３月に中学校卒業見込みで、本校を第一志望とし、
　　　　　　　　　　　　　　　   合格後本校に必ず入学する生徒を対象とします。
  Ｂ推薦（併願）： 2021年３月に中学校卒業見込みで、
　　　　　　　　　　　　　　　   他県（神奈川県を除く）中学出身者を対象とします。

3	 出願手続 （インターネット出願）

「推薦入試」  ❶

【加点制度】
◦特別進学コース（５教科基準のみに適用)　※加点は１点のみ
　①英検、漢検、数検の各検定試験 準２級以上で各１点
　②３年間皆勤で１点
◦総合進学コース（５・９教科基準どちらにも適用）　※加点は最大２点まで
　①英検、漢検、数検の各検定試験 準２級以上で各２点
　②英検、漢検、数検の各検定試験 ３級で各１点
　③生徒会役員、部活動部長で各１点
　④３年間皆勤で２点、３年間で欠席・遅刻・早退の全体合計が５回以内で１点
　⑤部活動や各種コンクールなどにおける優秀な成績（要相談）で１点

Ａ推薦 Ｂ推薦

特別進学コース 総合進学コース 特別進学コース 総合進学コース

入学試験日 １月22日（金） 9：00

推薦基準

３教科合計13以上
または

５教科合計21以上
※１がないこと
※ 欠席・遅刻・早退が
　多くないこと

５教科合計18以上
または

９教科合計33以上
※１がないこと
※ 欠席・遅刻・早退が
　多くないこと

３教科合計13以上
または

５教科合計22以上
※１がないこと
※ 欠席・遅刻・早退が
　多くないこと

５教科合計20以上
または

９教科合計36以上
※１がないこと
※ 欠席・遅刻・早退が
　多くないこと

出願受付
※インターネット

出願

１月15日（金） 0：00 〜 １月16日（土） 12：00

出願サイトへのアクセスは、2020年12月20日（日）より可能です。ただし、出願は受付期間のみ可能です。

出願書類
提出期間

１月15日（金） 〜 １月18日（月）必着  ※簡易書留にて郵送

インターネット出願後に、次の出願書類を封筒（印刷した宛名票を貼付）に入れて、
所定の期間内に簡易書留にて本校まで郵送してください。

出願書類

◦志願票
　志願票に貼付する顔写真のデータを登録することができます（任意）。
　一度ご登録いただくと、志願票に顔写真が印刷され、写真の貼付が不要になります。
　データ登録をしない場合は、写真を志願票に直接貼付してください。
◦推薦書
　出身中学校長による推薦書。ホームページより用紙をダウンロードしてください。
◦調査書
　５段階評価。公立高校の様式で可とします。また、ホームページより
　「出欠状況・加点に関する事柄報告書」をダウンロードし、調査書に添えて厳封でご提出ください。

入学検定料 21，000円
◦ 支払方法は、クレジットカード決済・コンビニ払い・ペイジー対応金融機関ATM支払いの
　いずれかを選択してください。
◦納入後はいかなる理由によっても返金いたしません。



推薦入試

「推薦入試」  ❷

4 入学試験

5 合格発表

6 入学手続

【推薦入試合格者の一般入試受験について】
　◦Ａ推薦合格者は、学力・クラス分けの参考資料とするため、第1回一般入試の学科試験を受験してください。
　　 また、総合進学コースＡ推薦合格者で、特進チャレンジを希望する受験生は、学科試験の結果により特別進学コースに

合格となる場合があります。
　◦ Ｂ推薦 総合進学コース合格者で特別進学コースを希望する受験者は、第１回～第３回一般入試のいずれかの学科試験

を受験してください。
　※上記の試験を受験する場合は、いずれも入学検定料は不要です。

Ａ推薦 Ｂ推薦

特別進学コース 総合進学コース 特別進学コース 総合進学コース

入学試験日 １月22日（金） 9：00

集合時間
◦8：00までは校舎内に入ることはできません。
◦8：40までに受付を済ませて教室へお入りください。
◦8：50から説明を行います。

出願書類 受験票（志願票同様に顔写真を印刷または貼付)、 
筆記用具（黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）、上履き（受験生はスリッパ不可）

試験科目・
試験時間

①作文　  9：00～9：50
②面接　10：00～

※作文…テーマは当日発表。600字以上800字以内。昨年のテーマは「可能性」。
※面接…受験生のみに行います（10分程度）。

Ａ推薦 Ｂ推薦

特別進学コース 総合進学コース 特別進学コース 総合進学コース

合格発表
※インターネット発表のみ 1月23日（土） 11：00

※すべてホームページ上での発表となります。
※合否に関するお電話でのお問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。

Ａ推薦 Ｂ推薦

特別進学コース 総合進学コース 特別進学コース 総合進学コース

入学金納入
※インターネット手続のみ 1月25日（月） 17：00まで

*¹公立高校一般入試合格発表日の
翌日17：00まで

※発表の翌日が土曜日・日曜日の場合は月曜日とする

＊１…東京都 「第一次募集 ・ 分割前期募集」、神奈川県「共通選抜」、埼玉県「一般募集」等 
※すべてインターネットでの手続きとなります。
※期限内に入学金を納入されない場合は、入学許可となりませんのでご注意ください。
※入学手続き後は納入金の返還をいたしません。
※入学時に納付する費用の支出が困難な場合には、高等学校入学支度金貸付制度（東京都在住者に限る）があります。
※入学金納入後、入学に必要な書類をダウンロードし郵送していただきます。詳細につきましては、別途ご案内いたします。



一般入試

「一般入試」  ❸

1 募集人員 約30名 （第１学年　男女　第１回〜第３回 特別進学・総合進学コース合わせて）

2 出願資格 2021年3月に中学校卒業見込みの生徒を主とします。

3	 出願手続 （インターネット出願）

4 入学試験

【優遇制度】
◦第一志望優遇制度 ： 第一志望届（保護者および中学校長が誓約）を提出。当日の試験（３教科合計）に30点を加点。
◦併願優遇制度　　 ： Ｂ推薦と同じ内申の基準以上で公立高校、私立高校および国立高校との併願可
　　　　　　　　　　 （事前相談が必要）。入学手続期間については、一般入試「６ 入学手続」を参照。

第１回 第２回 第３回
入学試験日 ２月10日（水） 9：00 ２月13日（土） 9：00 ２月18日（木） 9：00

出願受付
※インターネット

出願

１月25日（月）  0：00 ～
２月５日（金） 15：00

１月25日（月）   0：00 ～
２月12日（金） 15：00

１月25日（月）   0：00 ～
２月17日（水） 15：00

出願サイトへのアクセスは、2020年12月20日（日）より可能です。ただし、出願は受付期間のみ可能です。

出願書類
提出期間

１月25日（月） ～
２月８日（月）必着

   １月25日（月） ～
*¹２月12日（金）必着

   １月25日（月） ～
*¹２月17日（水）必着

インターネット出願後に、次の出願書類を封筒（印刷した宛名票を貼付）に入れて、
所定の期間内に簡易書留にて本校まで郵送してください。
＊１…第２回・第３回の出願者で、出願受付最終日（第２回：２月12日　第３回：２月17日）に
　　　出願される場合は、次の出願書類を出願当日中に本校事務室へ直接ご持参ください。
　　　（事務室開室時間　8：30～17：00）

出願書類

◦志願票
　志願票に貼付する顔写真のデータを登録することができます（任意）。
　一度ご登録いただくと、志願票に顔写真が印刷され、写真の貼付が不要になります。
　データ登録をしない場合は、写真を志願票に直接貼付してください。
◦調査書
　５段階評価。公立高校の様式で可とします。また、ホームページより
　「出欠状況・加点に関する事柄報告書」をダウンロードし、調査書に添えて厳封でご提出ください。
◦第一志望届（総合進学コースを第一志望とする者のみ提出）
　合格の際は必ず本校に入学することを保護者および中学校長が誓約した者に限ります。
　ホームページより用紙をダウンロードしてください。
※複数回出願する場合、調査書、第一志望届は初回のみ提出してください。

入学検定料
21，000円

※複数回出願する場合は、
　２回目からは10,000円です。

◦ 支払方法は、クレジットカード決済・コンビニ払い・ペイジー対応
　金融機関ATM支払いのいずれかを選択してください。
◦納入後はいかなる理由によっても返金いたしません。

第１回 第２回 第３回
入学試験日 ２月10日（水） 9：00 ２月13日（土） 9：00 ２月18日（木） 9：00

受付時間
◦8：00までは校舎内に入ることはできません。
◦8：40までに受付を済ませて教室へお入りください。
◦8：50から説明を行います。

持ち物 受験票（志願票同様に顔写真を印刷または貼付)、
筆記用具（黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）、定規・コンパス、上履き（受験生はスリッパ不可）

試験科目・
試験時間

①国語　  9：00 ～   9：50　②英語　10：00 ～ 10：50
③数学　11：00 ～ 11：50　④面接　12：05 ～

※面接…受験生のみに行います
　　　　（５分程度）



5 合格発表

7 納入金

6 入学手続

第１回 第２回 第３回
合格発表

※インターネット発表のみ ２月10日（水） 18：30 ２月13日（土） 16：30 ２月18日（木） 16：30

※すべてホームページ上での発表となります。
※合否に関するお電話でのお問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
※特別進学コース受験者は、試験結果によって総合進学コースに合格となる場合があります。
　（特別進学コース併願優遇制度利用者を除く）

納入時期 金　額 項　目 ※ 本校では全員加入となっておりますので、
　ご了承ください。
◦ 左記は前年度（１年生の場合）のもので、
　改定されることもありますので、
　予めご了承ください。
◦ 左記の他に、副教材費等が必要となりますので、
　予めご了承ください。
◦特別進学コース入学者は、左記の他
　原則として特別進学学習費が必要です。
　詳細については、合格発表後にご案内いたします。

入学手続時 608,100円

入学金� 260，000円
施設設備資金� 120，000円
図書費� 1，500円
生徒会費� 2，000円
PTA会費※� 8，600円
授業料１期分� 137，000円
施設維持費１期分� 19，000円
教材費� 60，000円

8月 186，000円
授業料２期分 � 137，000円
施設維持費２期分� 19，000円
修学旅行積立金� 30，000円

12月 186，000円
授業料３期分� 137，000円
施設維持費３期分� 19，000円
修学旅行積立金� 30，000円

年合計 980,100円

第１回 第２回 第３回

入学金納入
※インターネット手続のみ

２月12日（金） 17：00まで ２月15日（月） 17：00まで ２月19日（金） 17：00まで
※ 併願優遇制度利用者の入学手続（入学金納入）は、
　*¹公立高校一般入試合格発表日の翌日17：00までです（土曜日・日曜日を除く）。

※すべてインターネットでの手続きとなります。
※期限内に入学金を納入されない場合は、入学許可となりませんのでご注意ください。
※入学時に納付する費用の支出が困難な場合には、高等学校入学支度金貸付制度（東京都在住者に限る）があります。
※入学金納入後、入学に必要な書類をダウンロードし郵送していただきます。詳細につきましては、別途ご案内いたします。
※入学手続後は納入金の返還はいたしません。ただし、併願優遇制度利用者および第一志望優遇制度利用者以外で公立高校に
　入学する者は、各都道府県の*¹公立高校一般入試合格発表日の翌日（翌日が土曜日・日曜日にあたる場合は月曜日）の14：00までに
　公立高校の合格通知書を持参の上、本校所定の入学辞退手続をした者に限り、納入金のうち入学金を除く金額を返還します。
＊１…東京都「第一次募集・分割前期募集」、神奈川県「共通選抜」、埼玉県「一般募集」等 

「教育・研究振興協力金」について
　従来より教育・研究振興協力金１口（５万円）以上を
お願いしておりますが、これは任意のもので入学式以
降にご案内を配布し、申込みを受け付けております。

特待生（特別給費）制度について
第１回一般入試の成績優秀者に対し、特待生制度（特別給費）があります。
◦受給人数 ： 若干名
◦給付方法 ： 納入金のうち授業料相当の全額または一部を給付
※ Ｂ推薦合格者で特待生を希望する方は、必ず第１回一般入試の学科試験を受験してください（入学検定料は不要

です）。
※特待生候補者には、第１回一般入試合格発表時にお知らせし、入学式当日に対象者を発表します。

個人情報保護について
本校入学試験にあたってご提供いただいた個人情報については、
個人情報保護法に則り、入学試験業務以外には使用いたしません。

「一般入試」  ❹
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インターネット出 願
◦平日・土日・祝日24時間出願手続ができます。
◦各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払い方法が選べます。
※出願に際し、決済の際に手数料がかかりますので、予めご了承ください。

JR中央線 国立駅南口下車
◦富士見通りを徒歩13分
◦「国立駅南口」バス停（1）より乗車「音高」下車

JR南武線 矢川駅下車
◦徒歩13分
◦矢川駅前バス停より
　国立駅南口行（音高まわり）乗車「音高」下車

1. インターネット
　 出願サイトへアクセス

出願期間に本校ホームページ（http://www.kunion.ed.jp/）より
出願手続ができます。
（出願サイトへのアクセスは、12月20日より可能です。）

※入学試験当日、受験票を必ず持参してください。
※出願時に顔写真のデータを登録しなかった志願者は、
　必ず印刷した志願票および受験票に顔写真（4cm×3cm）を貼付してください。
※インターネット環境がない場合は、事務室（電話：042-572-4111）にご相談ください。

受験票は本校から発送いたしません。ご自宅等で印刷し、切り離さずに入学試験当日お持ちください。

2. 出願情報を入力 ID（メールアドレス）を登録後、
志願者情報を入力し、出願する試験を選択します。

3. 入学検定料の支払い
クレジットカード、コンビニエンスストア、
ペイジー（金融機関ATM）がご利用いただけます。
※お支払いには別途手数料が発生します。

4. 志願票・受験票の印刷
入学検定料お支払い完了後、志願票および受験票を
マイページからダウンロードし、A4サイズで印刷してください。
※複数回受験の場合、志願票および受験票の印刷は、受験回ごとに必要です。

5. 出願書類の提出（簡易書留）
出願書類提出期間内に、志願票および
出願書類（「３ 出願手続（インターネット出願）」を参照）を
簡易書留で本校まで郵送してください。

●  出願手続の流れ  ●


