平成 29年 度
東京学芸大学附属高等学校
転入学生募集要項
(保 護者の転勤に伴 う転入学生の募集)

本校 は、東京学芸大学附属 の全 国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
言
舌
(03)3421¨ 5151 (代 表)
ホームページ httpソ /wwogakugei… hsosetagaya.tokyojp

平成 29年 度転入学生募集要項
(保 護者の転勤に伴う転入学生の募集)
1.募 集人員 第 1学年 男女合わせて若干名
2.出 願資格 次の条件 (1)か ら (3)を 満たす者に限りま丸
(1)国 内在勤の保護者の転勤、もしくは転勤見込みで、それに伴い転入学を必要とする者。
(2)応募者が転勤 した保護者 と同居 し、または同居する予定で、次の① と②を満たす者。
① 同居先から在籍する学校への通学が著 しく困難になったことを、在籍す る学校の校長が
認めた者。
② 同居先から本校への通学が可能であることを本校の校長が認めた者D
(3)国・公・私立全 日制普通科の高等学校、もしくはそれに準ずると認められる学校に在籍 し、
本校の教育課程に対応できる教科・科 目を修得または修得見込みの者 (第 3学 年までに高等
学校における必履修科 目をすべて含む 80単 位以上の教科・科 目を修得できる見込みのある
果罫

)。

(注

)現在在籍 している学校 に入学 した 日以前 に保護者 が転勤 した場合は、出願資格はあ り
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
回 を揃 えて、角形 2号 の封筒 碇形外 、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 さい。宛先 の横
に「転入学出願書類在中」 と朱書 して くだ さい。
宛先 「〒1540002 東京都世 田谷 区下馬 ケ 1‑5 東京学芸大学附属高等学校入試係」
※ア.

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、転入学検定料 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 の保護者に行 いますも したがつて、転入学願
書の「保護者連絡先」の欄 に保護者氏名・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、

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 033421巧 151)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 う個人情報 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 さい。
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回

転入学願書・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 入済票を転入学願書 の貼付欄 に貼付 して くだ さい (銀 行収
納印無きもの無効 )。

□

在学証明書、在籍 している学校 の教育課程表 とともに厳封

回

在籍 してい る高等学校長 の応募承諾書

回

転勤証明書 (転 勤の前後 の勤務解

者 の印のあるもの)
・保議 が同尉
□ 巌

(出 願資格 の

(2)① の承諾書)

と住所、転勤年月の記載、お よび、所属す る職場 の責任

る場所の住民票

(注 )出 願手続 日までに住民票を提出できない場合は、応募者・保護者が同居す る場所の住所

が確認できるものを提 出 して くだ さい (勤 務先 の所属す る職場 の長 に相当す る責任者 が
発行するもので もよい)。 事後 に、転居先 が決まった場合、合格者は、平成 29年 9月 8
日 (金)ま でに住民票 を提出 して くだ さい。提出期限までに提 出できない ときは、その
理由を申し出て くだ さい。 申し出がな く未提出の場合 は、合格を取 り消 します。
□

返信用封 筒 [本 校所定の封筒。 710円 分 の切手を貼付 し、連絡先の宛名 (保護者氏名・住所)
を記入 して くだ さい。受験票を簡易書留速達郵便で保護者に返送 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)。

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 合時刻 午前 8時 15分
(3)検 査 場 本校
(4)検 査科 日と面接
① 検査科 目

3教 科

(4卜

50分 )

国語 (国 語総合)
数学 (数学 10数 学A)
英語
② 面

(コ

ミュニケー シ ョン英語 I・ 英語表現 I)

接

学力検査終了後に行 う。
(5)持 ち物 受験票・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 します。
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8.合 格発表 と転入学手続
12月 22日 (金 )午 後 3時 、合否を発表 します8合格者には、受験票 と引き替 えに、合格証
書 と転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 とその保護者には、転入学手続 とそれに伴 う納入金等に関す
る説明会を行 いま丸
・ 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 F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。

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 (火 )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 tenhennyЮ ttkugei― hs,setagayaお kyojp
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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関 の取 り扱いについて

東京学芸大学附属高等学校
大 野
弘
校 長
本校において個人脚 は「国立法人東京学芸大学の保有する個人部 の保護に関する規租 (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 人情報 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 を言います。
平成 29年 度の募集 において、本校 は以下の個人 脚 を収集 します。

① 応募書類―式
② 答案

(2)収 集 した個人脚 は募集業務以外の 目的には利用 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、以上の個人師 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
とみなしま丸
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 情により、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 しま丸

① 本校ホームページ
② 本校携帯電話用ページ

httpl′ 輸

.gakugei‐ hs.seね gaya.tokyom/

ht卸 ://̲。 gakugei‐ hsosetagaya.tokyojp/k/

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
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