
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵野大学高等学校 
MUSASHINO UNIVERSITY SENIOR HIGH SCHOOL 

〒202－8585 東京都西東京市新町１丁目１番２０号 

TEL：042-468-3256  FAX：042-468-3348 

https://www.musashino-u.ed.jp/ 

 

２０２３年度 

武蔵野大学高等学校 

生徒募集要項 



入試募集要項 

1．推薦入試 

試験名称 推薦入試 

試験日 ２０２3年１月２２日（日） 

コース ハイグレード ＰＢＬインターナショナル 本科 

募集人数 男女４０名 男女３０名 男女６０名 

出願資格 

以下条件を満たす者の出願を認める 

１．２０２３（令和５）年３月に中学校卒業見込みの者 

２．本校の教育活動・教育方針に賛同される保護者および生徒 

３．入学後，保護者の元から通学できる者 

４．３年間の欠席日数が１５日程度以下の者 

５．通知表に記載される第３学年の評定合計が以下に達している者 

（１学期または２学期（前期または後期）成績のどちらか良い方を採用する） 

＜評定基準＞ 

コース Ａ推薦（単願） 
Ｂ推薦（併願） 

※隣接県（神奈川を除く）対象 

ハイグレード 
５科（国数英理社）１９以上 

※全教科が３以上であることとする 

５科（国数英理社）２１以上 

※全教科が３以上であることとする 

ＰＢＬ 

インターナショナル 

５科（国数英理社）１８以上 

※全教科が３以上かつ，英語は４以上

であることとする 

５科（国数英理社）２０以上 

※全教科が３以上かつ，英語は４以上で

あることとする 

本科 
５科（国数英理社）１７以上 

※全教科が２以上であることとする 

５科（国数英理社）１９以上 

※全教科が２以上であることとする 

 

＜加点項目＞ 

以下の加点項目を満たす者は所定の得点を評定に加算することができる（１項目のみ） 

 

項目 実績 加点 対象コース 

英検 
準２級以上（ＣＥＦＲ Ａ２相当） ＋２ 全コース 

英検３級（ＣＥＦＲ Ａ１相当） ＋１ 本科のみ 

漢検 準２級以上 ＋１ 全コース 

数検 準２級以上 ＋１ 全コース 

生徒会活動 
生徒会長 ＋２ 

全コース 
その他生徒会役員 ＋１ 

部活動 
都道府県レベルの大会出場 

※上記に準ずるものは応相談 
＋１ 

ＰＢＬインターナショナル 

本科 



時間 

集合   ８：００ 

諸注意   ８：１０ 

適性検査（国語）  ８：２５～８：５５ 

適性検査（数学）  ９：１０～９：４０ 

適性検査（英語）  ９：５５～１０：２５ 

試験科目 適性検査（国語・数学・英語）…各３０分 ５０点×３＝１５０点満点 

受験料 ２０，０００円（インターネット出願画面に従って納入してください） 

出願方法 インターネット出願＊本校ＨＰより出願サイトの画面に従って志願者情報を入力してください 

出願期間 ２０２３年１月１６日（月）９：００～１月１７日（火）１７：００ 

提出書類 

インターネット出願後に出願サイトより宛名ラベルを印刷し封筒に貼り付け，以下の書類を簡

易書留にて２０２３年１月１６日（月）～１月１７日（火）までに郵送してください（消印有効） 

１．調査書（中学校で作成，公立高校に提出するものと同一のもの） 

２．願書（インターネット出願後，出願サイトより印刷） 

３．推薦書（本校ＨＰよりダウンロードして記入） 

合格発表 ２０２３年１月２３日（月）１０：００  インターネットでの発表 

特待 
ハイグレードコース受験者の成績上位者に対して特待生（ＡＢ）合格の発表 

特待Ａ…入学金全額(２５０，０００円)免除 特待Ｂ…入学金半額(１２５，０００円）免除 

入学手続 

入学金：２５０，０００円 （納入期間：合格発表後～２０２３年１月２５日（水）23：59まで） 

＊Ｂ推薦に限り第一志望校合格発表の翌日１５：００まで 

＊合格発表画面より入学金決済サイトへ進み，お支払いください 

＊特待生による入学金全額免除対象者も納入期間中に入学金決済サイト上にて所定の手続

きが必要となります 

＊入学金納入後の手続きについては，入学金決済サイト上でご案内します 

＊入学金納入後はいかなる理由があっても返金いたしかねますのでご了承ください 

＊単願推薦入試で合格した場合の入学辞退や入学金延納等は認められません 

＊Ｂ推薦受験者も上記納入期間（１月２５日（水）まで）に，入学金サイトより延納手続を行って

ください 

 

 

 

 

 

 

 



２．併願優遇・一般入試 

試験名称 併願優遇・一般入試 

試験日 ２０２３年２月１０日（金） 

コース ハイグレード ＰＢＬインターナショナル 本科 

募集人数 男女４０名 男女３０名 男女６０名 

出願資格 

以下条件を満たす者の出願を認める 

（一般希望者は１～３，併願優遇希望者は１～５） 

１．２０２３（令和５）年３月に中学校卒業見込みの者 

２．本校の教育活動・教育方針に賛同される保護者および生徒 

３．入学後，保護者の元から通学できる者 

４．３年間の欠席日数が１５日程度以下の者 

５．通知表に記載される第３学年の評定合計が以下に達している者 

（１学期，または２学期（前期または後期）成績のどちらか良い方を採用する） 

＜評定基準＞ 

コース 
併願優遇 

※東京・神奈川を対象 

ハイグレード 
５科（国数英理社）２１以上  

※全教科が３以上であることとする 

ＰＢＬ 

インターナショナル 

５科（国数英理社）２０以上 

※全教科が３以上かつ，英語は４以上であることとする 

本科 
５科（国数英理社）１９以上 

※全教科が２以上であることとする 

※併願優遇は公私立，及び併願校数を問わない 

 

＜加点措置＞ 

以下の加点項目を満たす者は所定の得点を評定に加算することができる（１項目のみ） 

 

項目 実績 加点 対象コース 

英検 
準２級以上（ＣＥＦＲ Ａ２相当） ＋２ 全コース 

英検３級（ＣＥＦＲ Ａ１相当） ＋１ 本科のみ 

漢検 準２級以上 ＋１ 全コース 

数検 準２級以上 ＋１ 全コース 

生徒会活動 
生徒会長 ＋２ 

全コース 
その他生徒会役員 ＋１ 

部活動 
都道府県レベルの大会出場 

※上記に準ずるものは応相談 
＋１ 

ＰＢＬインターナショナル 

本科 



時間 

集合     ８：００ 

諸注意   ８：１０ 

国語   ８：２５～９：１５ 

数学   ９：３０～１０：２０ 

英語 リーディング １０：３５～１１：１５ 

英語 リスニング  １１：２５～１１：３５ 

試験科目 
国語・数学・英語…各５０分 １００点×３＝３００点満点 

（英語はリーディング４０分＋リスニング１０分） 

備考 
英検２級以上（ＣＥＦＲ Ａ２以上）＊…英語試験８５％成績保証 

英検準２級以上（ＣＥＦＲ B１以上）＊…英語試験７０％成績保証 

受験料 ２０，０００円（インターネット出願画面に従って納入してください） 

出願方法 インターネット出願＊本校ＨＰより出願サイトの画面に従って志願者情報を入力してください 

出願期間 

＜併願優遇＞ 

２０２３年１月２５日（水）９：００～１月２６日（木）１６：００ 

＜一般＞ 

２０２３年１月２５日（水）９：００～２月６日（月）１６：００ 

提出書類 

インターネット出願後に出願サイトより宛名ラベルを印刷し封筒に貼り付け，以下の書類を簡

易書留にて郵送してください（消印有効） 

＜併願優遇＞ 

２０２３年１月２５日（水）～１月２６日（木） 

＜一般＞ 

２０２３年１月２５日（水）～２月６日（月） 

１．調査書（中学校で作成，公立高校に提出するものと同一のもの） 

２．願書（インターネット出願後，出願サイトより印刷） 

３.英検準２級以上取得の場合，取得証明書のコピー 

合格発表 ２０２３年２月１１日（土）１０：００ インターネットでの発表 

特待 
ハイグレードコース受験者の成績上位者に対して特待生（ＡＢ）合格の発表 

特待Ａ…入学金全額(２５０，０００円)免除 特待Ｂ…入学金半額(１２５，０００円）免除 

入学手続 

入学金：２５０，０００円 （納入期間：合格発表後～２０２３年２月１２日（日）23：59まで） 

＊延納手続きをした受験生は第一志望校合格発表の翌日１５：００まで（二次募集は除く） 

＊合格発表画面より入学金決済サイトへ進み，お支払いください 

＊特待生による入学金全額免除対象者も納入期間中に入学金決済サイト上にて所定の手続

きが必要となります 

＊入学金納入後の手続きについては，入学金決済サイト上でご案内します 

＊入学金納入後はいかなる理由があっても返金いたしかねますのでご了承ください 

＊延納手続者も上記納入期間（２月１２日（日）まで）に，入学金サイトより延納手続を行ってく

ださい 



３．海外帰国生入試 

試験名称 海外帰国生入試 

試験日 
２０２２年１１月１９日（土） 

＜本校実施＞ 

２０２２年１２月１７日（土） 

＜オンライン実施＞ 

コース ハイグレード／ＰＢＬインターナショナル／本科 

募集人数 男女若干名 

出願資格 

以下条件を満たす者の出願を認める 

１．２０２３（令和５）年３月に中学校を卒業見込みの者 

2.日本国籍を有する者 

３．本校の教育活動・教育方針に賛同される保護者および生徒    

４．原則として入学後，保護者の元から通学できる者 

５．１年以上海外に滞在し，帰国後３年以内の者 

【オンライン入試を出願する場合は以下の出願資格も要する】 

６．英検準２級以上（ＣＥＦＲ Ａ２以上）取得の者 

７．受験当日，海外にて受験をする者 

※海外現地校に在籍し，受験を検討されている方は事前にご相談ください 

時間 

Ａ方式 

（全コース対象） 

集合時間 ８：３０ 

国語   ８：４５～９：３５ 

数学   ９：５０～１０：４０ 

英語  １０：５５～１１：４５ 

個人面接（日本語） 

１２：００～（１０分程度） 

 

Ｂ方式 

（ＰＢＬインターナショナルのみ対象） 

集合時間 ８：３０ 

エッセイ  ８：４５～９：３５ 

個人面接（英語） 

９：５０～（１０分程度） 

 

（全コース対象） 

試験前日までに受験時間・接

続先を個別連絡 

試験科目 

Ａ方式 【教科型】 

国数英（各５０分） 

日本語面接（１０分程度） 

Ｂ方式【英語型】 

エッセイ（５０分） 

英語面接（１０分程度） 

ＺＯＯＭを活用した 

オンライン面接 

備考 

英検２級以上（ＣＥＦＲ Ａ２以上） 

＊…英語試験８５％成績保証 

英検準２級以上（ＣＥＦＲ B１以上）

＊…英語試験７０％成績保証 

  

注意事項 帰国生入試を受験の際は事前にご相談ください 

受験料 ２０，０００円（インターネット出願画面に従って納入してください） 



出願方法 インターネット出願＊本校ＨＰより出願サイトの画面に従って志願者情報を入力してください 

出願期間 ２０２２年１１月１日（火）９：００～１１月１7日（木）２３：５９ 
２０２２年１２月１日（木）９：００ 

～１２月１５日（木）２３：５９ 

提出書類 

以下，書類を簡易書留にて郵送してください（１～４は共通） 

１．調査書（海外等で発行が難しい場合は応相談） 

２．願書（インターネット出願後，出願サイトより印刷） 

３．海外在留証明書（本校ＨＰよりダウンロード） 

４．海外生活の報告書（本校ＨＰよりダウンロード） 

５．検定の取得証明書（Ａ方式受験で英検準２級以上 

（ＣＥＦＲ Ａ２相当）を取得の場合） 

※２０２２年１１月１日（火）～１１月１７日（木）までに必着 

 

 

 

 

５．事前課題 

※１２月１日（木）に提示予定 

６．検定の取得証明書 

（英検準２級以上（ＣＥＦＲ Ａ

２相当）を取得の場合） 

※２０２２年１２月１日（木）～ 

１２月１６日（金）までに必着 

合格発表 
２０２２年１１月２１日（月）１０：００ 

インターネットでの発表 

２０２２年１２月１９日（月） 

１０：００ 

インターネットでの発表 

入学手続 

入学金：２５０，０００円 

（納入期間：合格発表後 

～２０２２年１１月２９日（火）１５：００まで） 

入学金：２５０，０００円 

（納入期間：合格発表後～２０２２

年１２月２６日（月）１５：００まで） 

＊合格発表画面より入学金決済サイトへ進み，お支払いください 

＊入学金納入後の手続きについては，入学金決済サイト上でご案内します 

＊入学金納入後はいかなる理由があっても返金いたしかねますのでご了承ください 

*CEFR(外国語の学習，教授，評価のためのヨーロッパ共通参照枠)について 

・英語の運用能力を確認するために ,本校では ,学習者の言語能力を６段階で表す CEFR（Common 

European Framework of Reference for Languages）と呼ばれる国際的な指標を利用します。 

・CEFR のレベルに対応する各種検定試験の級や得点(スコア)の目安は下記の通りです。下記以外の検定試験

の結果を利用する場合は，事前にお問い合わせください。 

CEFR 英 検 ® TOEFL iBT IELTS TEAP 
TOEIC L&R 

TOEIC S&W 

C２レベル --- --- ８.５～ --- --- 

C１レベル １級 ９５～ 7.0～ 375～ 1845～ 

B２レベル 準１級 72～ 5.5～ 309～ 1560～ 

B１レベル ２級 42～ 4.0～ 225～ 1150～ 

A２レベル 準２級 --- --- 135～ 625～ 

A１レベル ３級 --- --- --- 320～ 

文部科学省「各資格・検定試験と CEFRとの対照表」より 



４．出願方法（インターネット出願） 

・本校のホームページより出願サイトにアクセスし，必要事項を入力してください。 

・氏名は住民票・パスポート記載内容と同一のものを入力ください。 

（外字の場合は，印刷後，備考欄に記載ください） 

・受験料の振り込み後，受験票・願書（写真票）の印刷が可能になります。 

※海外帰国生入試の場合は願書（写真票）を出願書類に同封し，期日までに本校にお送りください。 

※インターネット出願及び受験票等の印刷ができない場合は本校事務室前にて専用カウンターを用意してお

ります。印刷を希望する場合は，事前に中高事務室までご連絡ください。 

 

５．試験当日について 

持ち物 

□受験票 

□願書（海外帰国生入試の場合は事前郵送） 

□筆記用具（コンパス・定規は不要） 

□健康チェックシート（本校ＨＰよりダウンロードし，当日記入） 

上履きは不要です 

欠席について 試験を欠席する場合は特に連絡は必要ありません 

服装について 
自由な服装でお越しください 

（教室換気等で室温が低い場合がございますので，調節可能な服をおすすめいたします） 

遅刻について 

１時間目の試験開始後,試験実施時間の２分の１の時間が経過するまでは入室を認めます 

（推薦：１５分,一般：２５分，帰国：２５分） 

ただし，試験時間の延長はできません 

 

6．入学前準備会について 

 以下要項で開催を予定しております。日時や内容，開催方法等に変更がある場合は，入学金決済サイト等を

通じて改めてご連絡いたします。 

日時・会場 
２０２３年３月１１日（土） ＡＭ予定 

武蔵野大学高等学校 雪頂講堂 

内容 
・各部署による説明 

・事務からの連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 



7．学費について 

入学初年度の学費等（年額）  (２０２２年度実績） 

項目 金額 備考 

学納金 

入学金 250,000円 入学手続時納入金 

施設設備資金 50,000円 ４月納入 

授業料 498,000円 

学校指定月に分納 

（４月、７月、１０月、１２月） 

教育充実費 132,000円 

実験実習料 12,000円 

保健料 6,000円 

諸会費 

後援会費 12,000円 

後援会入会金 1,000円 入学年度のみ 

紫紅会費 8,000円 ４月納入 

学年費（預り金） 110,000円 ４月納入（年度、コースにより変動有） 

*この他、旅費や受講料等を徴収することがあります 

*経済状況等の変動により学費等は変更する場合があります 
    

その他    

項目 金額 備考 

入学準備用品 

教科書、副教材等 約 30,000円 コースにより異なる 

制服（夏・冬）等 約 150,000円 購入数量、品目により異なる 

情報端末機器等 約 80,000円 
学校用指定タブレット 

※BYODのため他の端末も可 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎入試に関するお問合せ先 

〈事務課〉 ０４２－４６８－３２５６ 

〈入試広報部〉 ０４２－４６８－３３７７ 

ｓｏｄａｎ＠ｍｕｓａｓｈｉｎｏ-ｕ．ａｃ．ｊｐ 

 

 

 


