平成 29年 度

東京学芸大学附属高等学校
編入学生募集
(保 護者の転勤 に伴 う編入学生の募集)

本校 は、東京学芸大学附属 の全 日制課程普通科 の高等学校 で、中学校
における教育 の基礎 の上に、生徒 の心身 の発達及び進 路 に応 じて、高度
な普通教育 を施す とともに、大学 と連携 し、教育の理論 と実践に関わる
研究を行 い、かつ学生 の教育実習 の実施 に当たることを 目的 とす る。
本校 生徒 は、男女同数 を原則 とし、附属中学校 は じめ国 内外 の 中学校
の出身者な どによって編成 されてい る。

平成 29年 11月

東京学芸大学附属高等学校
〒154‑0002東 京都世田谷区下馬 4丁 目 1番 5号
電
話 (03)3421¨ 5151(代表)
ホームページ httpγ /ww.gakugei‐ hsosetagayaotokyojp

平成 29年 度編入学 生募集要項
(保 護者の転勤に伴う編入学生の募集)
1.募 集人員

第 1学 年

2.出 願資格

次の条件 (1)か ら (4)を 満たす者に限 りま九

男女合わせて若干名

(1)日 本国籍を有すること。

(2)生 年月 日が平成 14年 (2002年 )4月 1日 以前 であること。 (7∋
(3)現 在、国内の国・公・ 私立の高等学校、も しくはそれに準ずると認 められ る学校に在籍 し
ていない こと。

(4)保 護者 の海外勤務に伴 い、外国において、学校教育 における 9年 の課程を修了 した者、また
は平成 29年 9月 までに修了見込みの礼
(注

)本校 を過去に受験 した者は、 この編入学試験は受けられませ れ

3.出 願受付期間
郵送 により平成 29年 12月 15日 (金 )ま でに必着。郵送方法等は 「4.出 願手続」の指示
に従 うこと。

4.出 願手続 次の方法で出願す ること。
「5.出 願書類」の
〜
回
□ を揃 えて、角形 2号 の封筒

碇影外 、A4判 の用紙が入 る大き

さ)に 同封 し、簡易書留速達郵便で出願受付期 間内に下記宛 に郵送 して くだ さし、 宛先 の横
に「編入学出願書類在中」 と朱書 して くだ さい。
宛先 「〒154‑0002 東京都世 田谷区下馬 ケ 1巧
※ア.

東京学芸大学附属高等学校入試係」

出願後、出願資格または出願書類に不備 な′
点が認め られた場合は、速達郵便または電話
で審査 の結果を連絡 します。連絡後 、本校 が指定 した 日時までに不備 な′
点が解消できない
場合は、受験資格 を失 うことがあ ります。その場合、編入学検定料 か ら返金手続 にかかっ
た費用 (郵 送料など)を 除いた金額を返還 します。
上記 の連絡 (郵 便または電話)は 、応募者 の国内連絡先に行 いますし したがつて、編入
学願書の国内連絡先の欄 に氏名 口住所 と電話番号 (日 中連絡がつ くもの)を 必ず記入 して
くだ さしヽ

イ.受 験票 が平成 29年 12月 19日 (火 )ま でに届 かない場合は、必ず、12月 20日 (水 )
午前 9時 か ら正午 までに本校 10卜 34215151)へ 電話 をして くだ さい。
ウ.別 紙 「東京学芸大学附属高等学校 生徒募集 に伴 う個人 脚 の取扱いについて」を必ず
参照 し、 ご了解 の上、出願 して くだ さしゝ
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編入学願書・受験票

□

(注

)検 定料 9,800円 は、「入学検定料振込み用紙」により、出願前 に銀行窓 口にて指定 口座
に振 り込み、入学検定料 B納入済票を編入学願書 の貼付欄 に貼付 して くだ さい (銀行収
納印無きもの無効 )。

海外在留を証明す る書類

□

・ 必ず同封 の本校所定 の用紙にお書きくだ さい。保護者 の勤務先 の代表者 の公 印またはサイ ン
が必要 です。
・保護者 が 自営業、または保護者本人が会社代表である場合は、在留先で登記 した登記簿の コ
ピー を添付 して くだ さい。
・ この書類 のみ、本校 ホー ムページか らダウンロー ドす ることもできます。その際は必ず A4
サイ ズにプ リン トア ウ トして くだ さい。感熱紙 は使用 しないで くだ さい。

書類
□ 成績を証明する

成績証明書 (成績お よび出欠状況が記載 されてい るもの)ま たはその コピー を提出 して くだ
さい。
日本 の中学 の学齢期 の 中学校 3年 生に相 当する書類で、学校教育における 9年 の課程の修了
が証明 され る成績証明書を提 出 して くだ さし、
日

□

日本国籍を証明す る書類
パ スポー トの コ ピー … 日本国籍 が記載 されてい るペー ジ (写 真 のペー カ を、A4サ イズの
用紙に コピー して提 出 して くだ さい。
返信用封筒 [本 校所定の封筒。 710円 分 の切手を貼付 し、国内連絡先の宛名 (氏 名 口
住所)
を記入 して くだ さい。受験票を簡易書留凍樺郵便で国内連絡先に返送 しま劇

6.選 抜方法
前記 の提出書類を審査 した結果 と、学力検査お よび面接の結果を総合的に判断 して、合格者
を決定す る

(た だ し、合格に値す る結果が認められない場合 には、合格者を出 さないこ ともあ

る)。
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7.学 力検査 と面接
(1)日

時 平成 29年 12月 22日 (金)午前 8時 30分 か ら

(2)集 合時亥J 午前 8時 15分
(3)検 査 場 本校
(4)検 査科 日と面接
① 検蘇 斗目

3教 科

(各 50̀翁 ド
)

国語 0数 学・ 英語
なお、試験 の範囲は高等学校 1年 生の 1学期 に学習す る以下の科 目を 目安 とす る。
国語

(国 語総合)

数学 (数 学
英語
② 面

接

(5)持 ち物

(コ

10数 学 A)

ミュニケーシ ョン英語 I・ 英語表現 I)

学力検査終了後に行 う。
受験票 0筆記用具 lHB程 度 の濃 さの鉛筆 な ど・ 消 しゴム)

*下 敷きは貸与 しま丸
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8.合 格発表 と編入学手続
12月 22日

(金 )午 後

3時 、合否を発表 しますし合格者には、受験票 と引き替えに、合格証

書 と編入学に必要な書類お よび資料を渡 しま丸
・合格者・保護者説明会
合格発表に引き続 き合格者 とその保護者 (ま たは、これに代わる者)に は、編入学手続
とそれに伴 う納入金等に関す る説明会を行 いますЭ
・ 納入金
期

日 平成 29年 12月 27日 (水 )

入 学 料 56,400円
(注

)授 業料については、平成 22年 4月

1日 施行 の 「公立学校等に係わる授業料 の不徴収

及び高等学校就学支援金 の支給に関す る法律」等によ り高等学校等就学支援金制度が適
用 されますD

9.そ の他
本校 の教育課程については別添の資料を参照 して くだ さい。
本校 の 3学期 の始業式は、1月 9日 伏 )で す。

出願資格等についてご質問がありましたら、本校の入試委員会にお問い合わせください。
電話番号

03‑3421‑5151

メールアドレス tenhennyuOgakuge卜 hs.setaFyaお 岡 p
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東京学芸大学附属高等学校 生徒募集にともな う個人情報の取 り扱いについて

東京学芸大学附属高等学校
校 長
大 野
弘
本校において個人情報は「国立法人東京学芸大学の保有する個人岬 の保護に関する規詢 (平成
17程 15 平成 1704・ 1)に のっとって取り扱われてお りま丸
つきましては、平成 29年 度の生徒募集にともな う個人情報の取 り扱いを下記の要領で行わせて
いただきます。
記

(1)個 人 脚

とは、ある情報を見た ときに特定の個人 が識別できる情報だ とわかる情報を言いま丸

平成 29年 度の募集 において、本校は以下の個人情報を収集 します。

① 応募書類―式
② 答案

(2)収集 した個人情報は募集業務以外 の 目的に1訴 1用 しませ れ

ただ し合格者 の個人 情報 に関 して

は、在籍者名簿等へ内部転用 いた します。

(3)収 集 した個人情報は「国立法人東京学芸大学法人文書管理規程」に従 い保管 し、廃棄いた しま
九

(4)収集 した個人情報 を外音限こ提供す ることはいた しませ れ
(5)出 願者は、以上の個人情報 の収集 と利用に関 して、入学願書提出の事実をもって同意 した もの
とみな します。

以上
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緊急時の対応等について

1.緊 急時 の対応等について
万一、天候お よびその他 の事 晴により、学力検査 (12月 22日

(a)に おいて実施 日や開始時

刻 の変更等 が生 じた場合は、本校に公示する とともに、下記の方法にてお知 らせ しますЭ

① 本校ホームページ

ht様 .1嚇.gakugei‐ hs.setagaya.tokyom/

② 本校携帯電話用ページ

ht如 .￨….gakugel‐ hs.setagaya.tokyom脚

2.追 試験について
本校では新型インフルエンザ等にともなう学力検査の追試験は行いませれ

諦
Ｊ 判 榔瓢М八

(電 車)

東 急 東 横 線
東急田園都市線

学芸大学駅
三 軒茶屋駅

下車

徒歩15分

下車

徒歩20分

渋谷駅西 ロバ スの りば
(渋 32)「 野沢龍雲 寺循環」
(渋 33)「 多摩川駅」 行 き

(バ ス )

東

急

バ

ス

(渋 34)「 東京医療 セ ンター」行 き

三 軒茶屋駅 6番 バ スの りば
(黒 06)「

目黒駅 前」行 き

「 学芸大学附属高校」下車
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