
別表

［定時制・通信制］

学 校 名 応募人員
願   書

締切日
選抜日

合 格

発 表 日
入学手続締切日

併 願 者
の 特 例
取 扱 い

［定時制］

  〔文京区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

中央大学 普通科　男女　　　　   　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　 　　 一般 70 325 2/3 2/11 2/13 2/14   Ｆ

　〔世田谷区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

科学技術学園 普通科　男子　   　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　   　  ＊一般 80 174 2/8 2/10 2/11 2/14 　Ａ

国士舘 普通科　男女　　　　   　　　 　　　 　　　

　　  　一般前期   40 2/7 2/13 2/14 2/16 2/17 　Ａ

　　 　 一般後期1回 10 3/1 3/7 3/8 3/9 3/10 　Ａ

　　 　 一般後期2回 10 3/8 3/14 3/15 3/16 3/17 　Ａ

　　 　 一般後期3回 6 3/19 3/23 3/24 3/26 3/27 　Ａ

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

　〔北　区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

駿台学園 普通科　男女　　　   　　　 　　　 　　　

　  　 一般１回 30 3/1 3/2 3/3 3/5 3/7 　Ａ

　  　 一般２回 10 3/15 3/16 3/17 3/19 3/22 　Ａ

　  　 一般３回 10 3/28 3/29 3/30 3/31 4/2 　Ａ

平成２４年度  都内私立高等学校入学応募者状況【一般入試・中間】一覧

　募集区分　　　　　　　募集人員
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別表

［定時制・通信制］

学 校 名 応募人員
願   書

締切日
選抜日

合 格

発 表 日
入学手続締切日

併 願 者
の 特 例
取 扱 い

平成２４年度  都内私立高等学校入学応募者状況【一般入試・中間】一覧

　募集区分　　　　　　　募集人員

［通信制］

　〔千代田区〕

大原学園 普通科　男女　

　 平日ｺｰｽ  

        一般  60 23 3/26 2/10 選抜日 合格証到達後３日以内   Ａ

　 以降随時 翌日

   土曜ｺｰｽ

        一般  120 4 3/26 2/10 選抜日 合格証到達後３日以内   Ａ

 以降随時 翌日

　〔墨田区〕

立志舎 普通科　男女　

　 平日ｺｰｽ

　 （特進ｸﾗｽ・進学ｸﾗｽ・普通ｸﾗｽ）

        一般  100 84 ３月下旬 2/10 選抜日 発表後２日以内   Ａ

以降随時 翌日

   土曜ｺｰｽ

        一般  300 12 ３月下旬 2/10 選抜日 発表後２日以内   Ａ

以降随時 翌日

　〔目黒区〕

日出 普通科　男女　一般      

　   ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ 300 10 4/11 出願から 選抜から 発表後１週間以内   Ａ

１週間以内 １週間以内

  芸能・ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｺｰｽ 190 8 4/11 出願から 選抜から 発表後１週間以内   Ａ

１週間以内 １週間以内

　〔世田谷区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

科学技術学園 普通科　男女　　   　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　 学年制  　一般 2,000 2/1 4/2 随時 順次 4/2   Ａ

　＊単位制 　 一般 650 2/1 4/25 随時 選抜後 合格証到達後10日以内   Ａ

１週間以内

　 週4日通学ｺｰｽ 

   ＊一般 25 1 2/8 2/10 2/11 2/14   Ａ

機械科　男女　　   　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　 学年制  　一般 600 2/1 4/2 随時 順次 4/2   Ａ

       

電気科　男女　　   　　　 　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　 学年制  　一般 900 2/1 4/2 随時 順次 4/2   Ａ
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別表

［定時制・通信制］

学 校 名 応募人員
願   書

締切日
選抜日

合 格

発 表 日
入学手続締切日

併 願 者
の 特 例
取 扱 い

平成２４年度  都内私立高等学校入学応募者状況【一般入試・中間】一覧

　募集区分　　　　　　　募集人員

国士舘 普通科　男女

　　　 一般１回   40 1/31 2/10 2/11 2/13 2/14

　　　 一般２回　 50 2/27 3/3 3/5 3/6 3/7 　Ａ

　　　 一般３回   30 3/6 3/10 3/12 3/13 3/14 　Ａ

　　　 一般４回　 40 3/13 3/21 3/22 3/23 3/27 　Ａ

　　　 一般５回   40 3/19 3/30 3/31 4/1 4/2 　Ａ

　　　 一般６回 30 4/3 4/6 4/7 4/8 4/9 　Ａ

　　　 一般７回 30 4/9 4/13 4/14 4/15 4/16 　Ａ

　　　 一般８回 10 4/17 4/24 4/25 4/26 4/27 　Ａ

　〔渋谷区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

東海大学付属望星 普通科　男女　　　   　　　 　　　 　　　

　　平日教育ｺｰｽ

　　　　　　　　　　 　　 　一般１回   80 2/1 2/3 2/10 2/11 2/17

　　　　　　　　　　 　　 　一般２回 30 2/15 2/17 2/23 2/24 3/1 　Ａ

　　　　　　　　　　 　 　　一般３回 10 3/14 3/16 3/22 3/23 3/28 　Ａ

　　放送教育ｺｰｽ　　　   

　　　　　　　　　　 　　 　一般１回   120 2/8 2/13 2/16 2/17 2/23

　　　　　　　　　　 　 　　一般２回 70 2/28 3/2 3/8 3/9 3/15   Ａ

　　 　一般３回 50 3/21 3/23 3/27 3/28 4/2   Ａ

　 　　一般４回 20 3/29 4/2 4/4 4/5 4/11   Ａ

　 　　一般５回 20 4/16 4/18 4/20 4/23 4/27   Ａ

　〔荒川区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　

　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

北豊島 普通科   男女　         　　　 　　　 　　　

　　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ

　　　　　　　　　　         一般  700 2/1 2/13 2/14 2/15 2/25 　Ｃ

        一般  2/14 4/23 2/15以降 選抜日 発表後10日以内 　Ａ

指定日 翌日 （但し4/26まで）

　　ｵﾘｼﾞﾅﾙｺｰｽ

        一般  70 2/1 2/13 2/14 2/15 2/25 　Ｃ

        一般  2/14 4/23 2/15以降 選抜日 発表後10日以内 　Ａ

指定日 翌日 （但し4/26まで）

　〔八王子市〕

聖パウロ学園 普通科　男女　一般　 240 2/1 4/27 2/10以降 選抜日 発表後７日以内   Ａ

指定日 当日

　〔国立市〕

日本放送協会学園 普通科　男女

　　　 一般     3,000 21 4/20 随時 順次 合格後10日～20日   Ａ

(注)１　募集区分上の＊は、一般入試において各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に対して優遇措置（併願優遇）を講ずることを表す

 　 ２　応募人員欄の日付は、１月２８日（調査日翌日）以降の願書受付開始日を示している

 　 ３　願書締切日は、原則として郵送の締切日を記載

 　 ４　合格発表日が複数日にわたる場合は、原則として初日のみを記載
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一般入試における都立高等学校併願者に対する入学納付金の取扱い方法 

 

一覧中の「併願者の特例取扱い」の欄： 

Ａ 入学手続締切日が、都立高等学校合格発表日以降 
（都立高等学校受験者の申し出により入学手続を待つ学校を含む。） 

Ｂ 都立高等学校合格発表日前に全額納付手続をさせるが、都立高等学校受験者の申し

出により全額を返還する。 
Ｃ 都立高等学校合格発表日前に全額納付手続をさせるが、都立高等学校受験者の申し

出により一部を返還する。 
Ｄ 都立高等学校合格発表日前に一部納付手続をさせるが、都立高等学校受験者の申し

出により全額を返還する。 
Ｅ 都立高等学校合格発表日前に一部納付手続をさせるが、都立高等学校受験者の申し

出により一部を返還する。 
Ｆ 都立高等学校合格発表日前に一部納付手続をさせ、返還しない。 
 
※都立高等学校合格発表日とは、第一次募集・分割前期募集の合格発表日のことである。 
※一覧中の「併願者の特例取扱い」が空欄の場合は、各学校に問い合わせしてください。 
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