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◆ 募集定員

募集定員（男・女）
150 名

第１回試験
２月１日（水）午前

第２回試験
２月１日（水）午後

第３回試験
２月２日（木）午前

第４回試験
２月４日（土）午後

50 名 50 名
（特待生を含む）

20 名
（特待生を含む） 30 名

◆ 入学試験応募資格
　2023 年３月小学校卒業見込みの男女

◆ 入学試験に関する日程等
１．試 験 日　　第１回試験　２月１日（水）午前
　　　　　　　　第２回試験　２月１日（水）午後
　　　　　　　　第３回試験　２月２日（木）午前
　　　　　　　　第４回試験　２月４日（土）午後

２．出願期間　　第１回試験　 １月 10 日（火） 9：00 から１月31日（火）15：00 まで
　　　　　　　　第２回試験　 
　　　　　　　　第３回試験　 １月 10 日（火） 9：00 から２月 2 日（木）　5：00 まで
　　　　　　　　第４回試験　 １月 10 日（火） 9：00 から２月 4 日（土）　8：00 まで
　　　　　　　　インターネットでのみ受け付けます。

３．出願手続　　① インターネット出願サイトにて、出願準備の登録を行ってください。
　　　　　　　　② ログイン後、必ずマイページにて顔写真のアップロードをしてください。
 ※顔写真のサイズや形式
  ・大きさ…横幅「450 ピクセル」縦幅「600 ピクセル」以上
  ・形式…「JPEG」、「PNG」
  ・データサイズ…３MB（メガバイト）まで
 ※ご家庭で写真を撮影する際の注意点
  ・はっきりと本人と判別できる画質・サイズで撮影する。
  ・正面を向いて、胸から頭の上まで写っている。
  ・受験時に眼鏡等を利用する場合は、その状態で写す。
  ・背景は白もしくは単色の壁前で撮影する。
  ・現像した証明写真をカメラで直接撮影したり、スキャナーで取り込んだりしない。
　　　　　　　　③   受験料のお支払い方法をインターネット出願サイトにて下記のいずれかより選択後、その方

法でお支払いください。
　　　　　　　　　 受験料　１回：23,000 円　２回同時出願：35,000 円　３回以上同時出願　47,000 円
　　　　　　　　　 お支払い方法：コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジー
　　　　　　　　　 ※お支払いには別途手数料が必要です。
　　　　　　　　　 ※受験料のお支払いは 12 月 20 日（火）9：00 から行えます。
　　　　　　　　　 ※なお、合格した以降の未受験分の受験料は、入学後、入学者へ返金いたします。
　　　　　　　　④ 志願票と受験票を A4 用紙１枚に印刷し、試験日に持参してください（モノクロも可）。
　　　　　　　　⑤   提出書類：出願に際して提出書類（通知表等）はありません。入学手続者には、後日、６年

生の通知表（表紙を含む全ページ）のコピーをご提出いただきます。
　　　　　　　　　 なお、コピーは３学期制の学校は２学期分の、２学期制の学校は１学期分のもので結構です。

特待生の選考について
第２回試験および第３回試験において、成績優秀者（入試得点率 80％を目安）から選考します。

◇人　　数　　20 名程度（第２回試験および第３回試験を合わせて）
◇特　　典　　入学金を全額免除

重複受験による加点措置について
重複受験の場合、２回目以降は 1 科選択の場合 5 点、2 科選択の場合１0 点、4 科選択の場合
15 点を、得点に加算して判定します。
　（例．第１回と第３回を受験した場合、第３回で加点措置）なお、出願のみでは適用されません。

}
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４．試験会場　　本校校舎 第１回試験　２月１日（水）午前　　8：30 集合　（　7：30 〜入構可）
 第２回試験　２月１日（水）午後　　14：30 集合※（　13：30 〜入構可）
 第３回試験　２月２日（木）午前　　8：30 集合　（　7：30 〜入構可）
 第４回試験　２月４日（土）午後　　15：10 集合※（　14：10 〜入構可）
 　　　　　　※やむを得ない理由により事前に試験に遅れることが明らかな場合は　　
 　　　　　　　志願票・受験票を印刷した後に直接お電話にてお申し出ください。　
 　　　　　　※来校の際は公共交通機関を利用し、車での送迎はご遠慮ください。
 　　　　　　※  試験当日、公共交通機関の遅延等により遅刻が予想される場合は必ず
 　　　　　　　ご連絡ください。
 　　　　　　　（連絡先 TEL：0422-37-6441）
５．試験内容および時間
　　第１回試験　２月１日（水）午前
　　第３回試験　２月２日（木）午前
　　　　２教科（国語・算数）、または４教科（国語・算数・理科・社会）を出願時に選択　※男女別判定

　　　　※２教科受験者は算数で終了となります。
　　　　※２教科・４教科受験とも、国語・算数は共通問題となります。
　　　　※ 4 教科受験者は２教科（理科・社会）を 50 分で受験していただきます。

　　第 2 回試験　２月１日（水）午後
　　　　2 教科（国語・算数）のうち、1 教科を当日に選択　※男女別判定

　　第 4 回試験　２月４日（土）午後
　　　　４教科（国語・算数・理科・社会）のうち、２教科を当日に選択　※男女別判定

　　　　※選択した２科目を 70 分で受験していただきます。

６．試験日の持ち物
　　　　志願票、受験票、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム
　　　　　※当日は検温とマスク着用にご協力お願い致します。
　　　　　※定規・コンパス等は使用しません。
　　　　　※上履きは必要ありません。
　　　　　※携帯電話・スマートフォン・電子端末等は校舎に入る際に、電源を切って鞄にしまってください。

７．合格発表・入学手続期間
　　　　合格発表は専用サイトにて行います。入学金の納入をもって入学手続は完了となります。

　　　　専用サイトでの合否照会
　　　　　URL アドレス　https://www.dendai.ed.jp/

時間 教科（配点）

筆記試験
８：50 ～　９：40
10：00 ～ 10：50
11：10 ～ 12：00

国語（100 点）
算数（100 点）
理科（60 点）・社会（60 点）

時間 教科（配点）

筆記試験 14：50 ～ 15：50 国語（100 点）
算数（100 点）

時間 教科（配点）

筆記試験 15：30 ～ 16：40 国語（100 点）・算数（100 点）
理科（100 点）・社会（100 点）

合格発表 入学手続期間

第１回試験
２月１日（水）午前

専用サイト
　２月１日（水）18：00 ～

２月 1 日（水）18：00 ～
２月 2 日（木）15：00

第２回試験
２月１日（水）午後

専用サイト
　２月１日（水）22：00 ～

２月 1 日（水）22：00 ～
２月 9 日（木）15：00

第３回試験
２月２日（木）午前

専用サイト
　２月２日（木）18：00 ～

２月 2 日（木）18：00 ～
２月 9 日（木）15：00

第４回試験
２月４日（土）午後

専用サイト
　２月４日（土）22：00 ～

２月 4 日（土）22：00 ～
２月 9 日（木）15：00
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　　　　合格者は、入学手続期間内に入学手続（入学金納入）を行ってください。
　　　　合否に関する電話・メール等でのお問い合わせには一切応じられません。
　　　　※特待生の認定については、専用サイトで表示されます。（認定者のみ）

８．入学手続
　　　　入学金のお支払い
　　　　　  専用サイトにて、各試験回の入学手続期間内に入学金の納入を行ってください。
　　　　　お支払いが完了（決済）した時点で入学手続完了となります。
　　　　　  入学手続完了後の予定については、本校ホームページに掲載予定の「入学のしおり」でご確認ください。
　　　　　入学金：250,000 円
　　　　　お支払い方法：コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジー
　　　　　※お支払いには別途手数料が必要です。
　　　　　※事務室窓口での現金による受付は実施しておりませんので、予めご承知おきください。
　　　　　入学承諾書は第 1 回登校日（2 月 11 日（土・祝））にお渡しする予定です。

　　　　　期間内に入学手続をされない場合は、入学の意志がないものとみなします。
　　　　　  入学手続完了後、入学を辞退される場合は、その旨を必ず電話連絡（TEL：0422-37-6441）
　　　　　してください。
　　　　　※納入された入学金は、理由の如何を問わず返金できません。
　　　　　※  特待生で合格された場合、入学金納入の必要はありません。入学を希望される場合、専用サイトの案内に従い、

必ず入学手続期間内に手続を進めてください。

９．新入生登校日
　　　　　第 1 回：2 月 11 日（土・祝）10：30 〜　第 2 回：3 月 21 日（火・祝）9：00 〜
　　　　　  両日とも新入生と保護者の方各１名でご出席ください。2 月 11 日（土・祝）は取扱店による制服の採寸・

注文も行われる予定です。

◆ 入学金および学費等について
 　第１学年の学費等の年間納入額は下記の通りです（2022年度の場合）。

　　  上記金額は 2022 年度のものです。2023 年度に関しましては、一部改訂の予定ですので、ご了承ください。
　　詳細は本校ホームページに 12 月頃掲載予定です。
　　学費は、3 期（4 月・9 月・1 月）分納となります。諸経費は、学費１期分納入時に全額納入いただく予定です。

◆ 参考
　１. 奨学金について
　　　  本学独自の奨学金として、人物優秀にして学業成績良好であるが経済的理由から学業の継続が困難な生徒を対象とした

特別奨学金（給付）があります。
　２. 寄付金について
　　　入学時の寄付金はありません。
　　　入学後、任意の寄付金である学校法人東京電機大学サポート募金へのご協力をお願いする予定です。
　３. 個人情報の取扱いについて
　　　  本校の入学試験への出願にあたってご提供いただいた個人情報は、入学試験、入学手続およびこれらに付随する業務を

行う目的以外では使用いたしません。

入学金（入学手続時に納入）

250,000 円

学
費

授業料 431,000 円
教育充実費 200,000 円

合計 631,000 円

諸
　
経
　
費

学年教材費 35,000 円
校外授業費（林間学校） 40,000 円
タブレット端末レンタル料 69,000 円
生徒会費 4,800 円
ＰＴＡ入会金（入学年次のみ） 2,000 円
ＰＴＡ会費 12,000 円
校友会費 6,000 円
日本スポーツ振興センター共済掛金 450 円
合計 169,250 円
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本校ホームページ

インターネット出願サイト

ID登録
（メールアドレス）

ログイン／マイページ

顔写真のアップロード
受験料のお支払い方法を選択

受験料のお支払い

・志願票・受験票：

志願票・受験票
の印刷　　　　

出
　願
　準
　備

マ
　イ
　ペ
　ー
　ジ

◎ 12月中旬から本校ホームページ (https://www.dendai.ed.jp/)
　にインターネット出願サイトにリンクするバナーを設置します。

◎パソコン、スマートフォン、タブレット端末からアクセスすること
　ができます。

◎初めにメールアドレスをIDとして登録していただきます。
　ご登録いただいたメールアドレスは、緊急時等の連絡メール送信先と
　しても使用します。
　迷惑メール等の対策をされている場合は、受信できるよう、お使いの
　端末の受信設定をお願い致します。

◎登録した ID（メールアドレス）でログインしていただくと
　マイページが表示されますので、出願する試験を選択し、
　顔写真のアップロードと志願者情報を入力してください。

◎受験料のお支払いにはクレジットカード、コンビニエンスストア、ペイ
　ジーをご利用いただけます。なお、お支払いには別途手数料が必要です。
※各入試日程の出願期間内に受験料のお支払いを済ませてください。
※一旦、納入された受験料は理由の如何を問わず返金できません。

◎受験料お支払い後、１月 10日（火）9：00より受験番号が割り当てられ、
　インターネット出願サイトから「志願票／受験票」が印刷できるように
　なります。

A4用紙 1枚に印刷し、試験当日持参して
ください。

◆ 出願手続について（詳細）
　出願手続は、インターネットでのみ受け付けます。インターネットに接続できる環境（パソコン、スマートフォ
ン、タブレット端末等）とプリンタが必要となります。

●平日・土日・祝日 24 時間出願手続ができます。
●ご自宅で出願手続ができます。
●ご自宅で出願手続できない環境の場合、本校窓口に用意するパソコンから出願が可能です。
　（事務室窓口時間は 8：40 ～ 16：20 です。日曜・祝日は除きます。）
●各種クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジーで受験料のお支払いが可能です。
　※受験料お支払いの際には別途手数料が発生します。なお、お支払い方法により手数料が異なります。
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東京電機大学中学校
〒184-8555 東京都小金井市梶野町4-8-1
ＴＥＬ 0422-37-6441　ＦＡＸ 0422-37-6822

■ Access
　ＪＲ中央線　東小金井駅　北口徒歩５分

■ Map

東京電機大学

小金井公園
小金井橋

玉川上水

北大通り

至立川 至新宿
東小金井駅

●
第三小学校

●法政大学

●ファミリー
　レストラン

セブン - イレブン小金井緑町
郵便局　●

関野橋 梶野橋

●

●
セブン - イレブン

北口

南口

小
金
井
街
道

梶
野
通
り

東
大
通
り

●昭和信用金庫
　東小金井支店

●東小金井駅前交番

中学校


