
入 試 要 項
令和5年度 (2023) 入試

◇ 昨年度は特別選抜入試実施日が日曜日と重なったため全8回の設定になりました
　 が、今年度は従来通りの全7回に戻してあります。

◇ 自己アピール型入試・プレゼンテーション型入試を2月1日（水）午後 第２回入試と、
　 2月2日（木）午後 第４回入試の全２回で実施。

　 出願手続きはインターネット出願のみとします。

　 ご来校いただければ、本校の入試係がインターネット出願のお手伝いをします。
 　（１月10日以降の平日９時～16時、土曜日９時～12時）

　 ※ 日曜・祝日は行いません。何かございましたらご相談ください。

◎入試タイプ

　◇ 得意科目を選べる 得意２科選択型（国算、国社、国理、算社、算理）入試
　　 ※ 2月1日（水）第1回・第2回の得意2科選択型は、英語も含みます。
　　　 上記に加えて、国英、算英が加わります。

　◇ 従来型の ４科（国語、算数、社会、理科）入試

　◇ 今までに取り組んできたこと（習い事等）の成果、活動姿勢を見る 自己アピール型入試

　◇ 従来型入試では測れない潜在能力（表現力を中心）を見る プレゼンテーション型入試

　◇ 公立中高一貫校と同じ形式の 適性検査型入試

◎今年度の主な変更点



1. 出願資格

2. 試験日・募集人員・試験科目
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令和5年3月小学校卒業見込みの小学6年生

試験回数は全7回、募集人員は合計　男女150名

入学試験日 入試回 募集人員

男女40名

男女35名

男女10名

入試方法

教科型入試

自己アピール型入試

適性検査型入試

適性検査型入試

プレゼンテーション型入試

教科型入試

教科型入試

教科型入試

プレゼンテーション型入試

教科型入試

男女10名教科型入試

教科型入試

第1回

第2回

第3回

第6回

第5回

特別選抜

第4回

2月1日（水）

2月1日（水）

2月2日（木）

午前

午後

午前

2月5日（日） 午前

2月3日（金） 午前

2月7日（火） 午前

2月2日（木） 午後 男女20名

男女10名

科　　目

入学試験日 入試回 募集人員入試方法 科　　目

得意2科選択型（英語含む）

適性検査Ⅰ・Ⅱ

得意2科選択型（英語含む）

得意2科選択型

4科

適性検査Ⅰ・Ⅱ

得意2科選択型

4科

4科

4科

朗読への感想・プレゼンテーション・質疑応答

得意2科選択型

得意2科選択型

1科目選択・作文・アピールタイム

朗読への感想・プレゼンテーション・質疑応答

4科

得意2科選択型

◆教科型入試
　◇得意2科選択型
　　国語、算数、社会、理科の4科目のうち国語か算数のいずれかを選び、残りの3科目の中から1科目を選ぶ入試です。
　　2月1日（水）第1回・第2回の得意2科選択型は、英語を含みますので、国英、算英が加わります。受験科目は出願時に選択してく
　　ださい。
　◇4科の選抜方法
　　4科目全てを受験し、国語･算数のいずれか得点の高い科目と残り3科目のうち最高得点の科目の2科目の合計点で判定します。

◆適性検査型入試
　・試験は公立中高一貫校の入試と同形式で、適性検査Ⅰと適性検査Ⅱの両方を実施します。
　・適性検査Ⅰでは、Ａタイプ（桜修館型）とＢタイプ（標準型）の選択ができます。出願時に選択してください。

◆自己アピール型入試
　・今までに取り組んできたこと（習い事等）の成果、活動姿勢を見る入試です。
　・試験内容は、国語・算数・英語から1科目選択、作文、アピールタイムです。受験科目は出願時に選択してください。
　・作文は400字程度で記述してください。今までの経験を通して感動したこと、教訓となったことなど、みなさんの心に残ったことに
　　ついて作文を書いてもらいます。具体的なテーマは、試験当日に出題します。
　・アピールタイムは10分程度で自己アピールを含め日頃の生活の様子を聞きます。自身の作品、資料、資格証、表彰状などがあれば持参
　　してください。アピールタイムは受験生１名、教員2名で行います。

　※「自己アピール型入試」を第2回・第4回の両方受験することはできますが、同一のアピール内容での受験はできません。

◆プレゼンテーション型入試
　・受験生のみなさんが持っている潜在的な能力を見る入試方法です。
　・試験内容　①「朗読への感想」… 400字～600字
　　　　　　　　  エッセイ・論説文などの作品の朗読を5分ほど聞いてもらいます。そのとき、あなたの心に浮かんだ思いを自由に書いてください。
　　　　　　　 ②「プレゼンテーション」… 本校が事前に提示するテーマは以下の3つです。
　　　　　　　　　（１）「自分の名前の由来」　　（２）「私の好きなペットのこと」　　（３）「私が実行しているSDGs」
　　　　　　　　  以上から１つ選び、入試当日までに作成してきた資料を用い、自分の意見を発表してください。
　　　　　　　　  その後、その内容について教員2名で質問します。
　※「プレゼンテーション型入試」を第2回・第4回の両方受験することはできますが、同一の題材での受験はできません。

　・注意事項　資料はA4サイズ以上の用紙を使用してください。その枚数は問いません。手書きで作成してください。パソコンやパワーポイント
　　　　　　　 などの利用はできません。発表用の資料は学校で用意するホワイトボードに貼るなどして、それを見ながら発表してください。
　　　　　　　 （資料は、グラフ・イラスト・文字のみなど自由です）

男女25名

自己アピール型入試 1科目選択・作文・アピールタイム



3. 出願期間
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4. 試験時間・配点

◇ 来校の際は必ずマスクを着用してください。
　・入場時に消毒、検温にご協力ください。当日37.5℃以上の場合、受験できません。

◇ 受付について
　・午前入試は8時から、午後入試は14時から受付を開始します。
　・8時前に校内へ入ることはできません。

◇ 持ち物
　　①受験票（印刷して持参してください）
　　②筆記用具（コンパス、定規、下じきは使用できません）
　　※上履きを持参する必要はありません。

◇ 保護者控室等について
　　①入試当日は保護者控室を用意します。
　　②試験終了後、受験生を保護者控室へ案内しますので、試験終了時間までに控室へお集まりください。
　　③保護者入校証が必要となります。
　　　受験票を印刷する際、同時に保護者入校証も印刷されます。受験票から切り離し、持参してください。
　　④入試当日、持参したお弁当を食べる会場を校内に用意します。
　　⑤車での来校はご遠慮ください。

第1回 第2回  ～  第 6回 特別選抜

1月10日(火)　9時 ～
　　　  1月31日(火)　まで

※出願情報の登録、受験料の納入は12月20日(火) 9時から可能です。但し、受験票の印刷は1月10日(火) からとなります。
※出願完了後の入試方法・科目の変更はできませんので、ご注意ください。

2月2日(木) 9時 ～
　入試当日開始1時間前まで

1月10日(火) 9時 ～ 入試当日開始1時間前まで

1回出願、複数回のどんな組み合わせで出願しても、受験料は一律23,000円です。なお、支払いには別途手数料がかかります。

出願
期間

受験料

◇ 教科型入試（4科）

時　間

  8：45

  9：00

  9：55

10：50

11：45

12：30

集  合

国  語

算  数

社  会

理  科

終  了

45分間 ・100点満点

45分間 ・100点満点

45分間 ・100点満点

45分間 ・100点満点

◇ 適性検査型入試

時　間

  8：45

  9：00

  9：55

10：40 

集  合

検査Ⅰ

検査Ⅱ

終  了

45分間 ・100点満点

45分間 ・100点満点

午 　後午 　前

◇ 自己アピール型入試

時　間

14：45

15：00

15：55

16：40  

集  合

科  目

作  文

アピールタイム

終  了 アピールタイム終了後解散

45分間 ・100点満点

45分間 ・ 50点満点

10分程度・ 50点満点

午 　後午 　前

午 　後午 　前

◇ 教科型入試（得意2科選択型）

時　間

  8：45

  9：00

  9：55

10：40 

集  合

1科目

2科目

終  了

14：45

15：00

15：55

16：40

45分間 ・100点満点

45分間 ・100点満点

午 　後午 　前

時　間

14：45

15：00

15：55 

集  合

朗読への感想

 

終了

45分間 ・100点満点

プレゼンテーション終了後解散

午 　後午 　前

◇ プレゼンテーション型入試

100点満点
発表5分、質疑応答5分プレゼン

  テーション
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6. 特待奨学生制度

7. 高校での特待奨学生制度

5. 合格発表・入学手続

　　　　　
全ての入試回で、下記の4通りの特待奨学生を選抜します。
　　Ａ特待・・・入学金（２３０,０００円）免除、授業料相当額の奨学金を3年間給付
　　Ｂ特待・・・授業料相当額の奨学金を2年間給付
　　Ｃ特待・・・授業料相当額の奨学金を1年間給付
　　Ｄ特待・・・入学金（２３０,０００円）免除
※特待基準（得点率）の目安は、A特待90％、B特待80％、C特待75％、D特待70％です。
　Ａ、Ｂ特待生は１年毎に継続の審査をします。
特待合格の場合、受付窓口で「特待誓約書」を提出していただくことで特待手続きが完了となります。

中学校3年間での生活・成績を総合的に判断し、改めて高校での特待奨学生（最大3年間）を選抜します。
　　高校Ａ特待　入学金（２５,０００円）免除、授業料相当額の奨学金を3年間給付
　　高校Ｂ特待　入学金（２５,０００円）免除、授業料相当額の奨学金を1年間給付
　　2種類の特待奨学生を選抜します。最大5名です。
※高校進学時の入学金、授業料は変更する場合があります。

合格発表はスマートフォン、パソコンから合否を確認することができます。
電話による合否の問い合わせはできません。
入学手続きは、入学金（230,000円）を入学金決済サイトで納入後、受付窓口で「入学書類」をお受け取りになることで、入学手続きが
完了となります。入学手続き期間は2月2日（木）から10日（金）の午前9時から午後4時までです。入学金決済サイトの詳細は合否
確認の際に表示されます。
一旦納入された入学金は返還いたしません（ただし手続き後、チャレンジ受験により入学金が免除になる場合を除きます）。
合格をして入学手続きの権利を持ちながら、それ以降の入試回で上位特待合格を目指すチャレンジ受験が可能です。
※今後の状況次第では予定が変更になる場合があります。恐れ入りますが、定期的に本校のホームページをご確認ください。
※出願後に予定変更があった場合には登録アドレスにメールでお知らせします。

入学手続き合格発表

当日午後9時頃

当日午後11時頃

当日午後11時頃

当日午後5時頃

当日午後5時頃

当日午後5時頃

募集人員

男女40名

男女25名

男女20名

男女35名

男女10名

男女10名

2月10日（金）

午後4時まで

第1回

第2回

第3回

第4回

入試回

特別

選抜

第6回

第5回

入学試験日

2月1日

（水）

2月1日

（水）

2月2日

（木）

2月2日

（木）

2月7日

（火）

2月5日

（日）

2月3日

（金）

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午前

2月10日（金）

午後4時まで

入試方法（科目）

入学手続き合格発表募集人員入試回入学試験日 入試方法（科目）

教科型入試（得意2科選択型／4科）

適性検査型入試

教科型入試（得意2科選択型／4科）

適性検査型入試

教科型入試（得意2科選択型／4科）

教科型入試（得意2科選択型／4科）

教科型入試（得意2科選択型／4科）

教科型入試（得意2科選択型）

プレゼンテーション型入試

プレゼンテーション型入試

教科型入試（得意2科選択型）

自己アピール型入試

男女10名 当日午後5時頃

自己アピール型入試
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9. インターネット出願

10. 入学までの流れ

8-2.学費内訳

8-1. 入学時に必要な費用

① 本校ホームページ　　　　　　https://www.nit-komaba.ed.jp/j/　にアクセスしてください。

② インターネット出願　　　　　「出願サイト（miraicompass）」から出願してください。

　　　　　　　　　　　　　 　　スマートフォン、タブレット端末でもご利用いただけます。

③ ユーザー ID 登録　　　　　　 ユーザー ID（メールアドレス）を登録してください。過去に本校の入試行事を予約した場合は、予約

　　　　　　　　　　　　　 　　時と同じメールアドレスでログインしてください。

④ 顔写真データアップ　　　　　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（デジタルカメラ、スマートフォンで個人

　　　　　　　　　　　　　　　 撮影した写真も可）。顔写真は無背景・無帽・カラー・無加工・３ヶ月以内に撮影したものに限ります。

⑤ 出願情報入力　　　　　　　　出願者情報を入力し、入試方法等を選択してください。

⑥ 受験料払込み　　　　　　　　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。お支払いには別途手数料がかかります。なお、本校窓口でのお支払いはできません。

　　　　　　　　　　　　　　　 一旦振り込まれた受験料は返金できません。

⑦ 受験票、保護者入校証印刷　　出願完了メール受信後、「受験票」・「保護者入校証」を印刷してください。

⑧ 入試当日　　　　　　　　　　受験生は「受験票」、保護者の方は「保護者入校証」をお持ちの上、来校してください。

学用品採寸日・・・２月１１日（土祝）　制服・リュック（通学用バッグ）・体操着等を本校にて採寸します。
　　　　　　　　　　 　↓ 
新入生登校日・・・２月25日（土）　　  学習や学校生活についての説明と学力テストを実施します。
　　　　　　　　　　 　↓ 
入　学　式・・・・４月 ７日（金）

◇ 個人情報の保護について
　 本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名・住所等の個人情報は本校入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使用
　 いたしません。

年間学費は8月・3月を除く年10回で納入。

　　　　　　　　　　　授業料　　　　　　　　　　　　　 ４４,４００円
　　　　　　　　　　　施設改善維持費　　　　　　　　　 　６,９２０円

　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　計　５１,３２０円

　　　　　　　  ［注意］既納の費用は事情の如何を問わず一切返金できません。

［内　訳］ 　　①　入学金　　　　　　　　　　　　　［２３０,０００円］　　※ 入学手続き時に必要です。
　　②　その他学費等　　　　　　　　　　［２５５,７２０円］　　※ 3月10日（金）までに納入してください。
　　　　　4月分学費（内訳は下欄に表示）　　５１,３２０円
　　　　　特別施設費（入学時のみ）　　　　１４４,０００円
　　　　　学園維持費（１年分）　　　　　　　１６,８００円
　　　　　後援会入会金（入学時のみ）　　　　１６,０００円
　　　　　後援会費（１年分）　　　　　　　　１２,０００円
　　　　　同窓会費（１年分）　　　　　　　　　６,０００円
　　　　　生徒会費（１年分）　　　　　　　　　９,６００円

　　　　　　　　　　  ①と②合計　　　　　４８５,７２０円

・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・



西口

北口

日本工業大学
駒場中学校

今後の入試行事【すべて予約制です】

学校説明会 平日・直前説明会

入試プレテスト【小５・６対象】

第  7  回　10月 29日（ 土 ）　３９：３０～
第  8  回　11月   5 日（ 土 ）　１４：００～
第  9  回　11月 23日（ 水祝 ） １０：００～
第10回　12月 10日（ 土 ）　１４：００～
第11回　　1月   8 日（ 日 ）　１０：００～

第１回　11月1５日（ 火 ）　１０：３０～
第２回　12月   １日（ 木 ）　１３：３０～
第３回     １月１７日（ 火 ）　１０：３０～
直　前　  １月 2８日（ 土 ）　１０：００～

〒153-8508　目黒区駒場 1-35-32　TEL(03)3467-2130

見学会
授業見学会
　　　　　10月 29 日（ 土 ）　３９：３０～
　　　　　（第7回学校説明会と同日開催）

コンビニ●
（ローソン）

正門

池尻大橋駅
東急田園都市線

至二子玉川至渋谷

マクドナルド

朝日マンション駒場●

駒場東大前駅
京王井の頭線

至吉祥寺至渋谷

至渋谷 至若林

玉川通り（２４６）

淡島通り

徒歩15分

徒歩3分

東邦大学
医療センター
大橋病院

●

●薬局

適性検査型
　　　　１２月１1日（ 日 ）　　８：４５　集合
　　　　　　　　　　　　　　  　９：００　開始
教科型（得意２科、４科）
　　　　１２月１8日（ 日 ）　　８：４５　集合
　　　　　　　　　　　　　  　　９：００　開始
※入試プレテストは入試本番の午前入試と同じ時間
　で実施します。ご参加をお待ちしています。
　（予約開始11月1日（ 火 ）12時より）

○京王井の頭線　駒場東大前駅  西口下車　徒歩　３分
○東急田園都市線　池尻大橋駅  北口下車　徒歩１５分


