
東京農業大学第一高等学校

〒156-0053　東京都世田谷区桜3丁目33番1号
TEL 03-3425-4481　　FAX 03-3420-7199

https://www.nodai-1-h.ed.jp

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や実施方法に変更が生じる可能性があります

生徒募集要項
令和5年度



区　　分 推薦 一般

試 験 日 1月22日（日） 2月11日（土）

開　　門 7：30 7：30

集　　合 8：30 8：30

募集定員 45名 105名

試験科目 適性検査 （国・数・英）・面接 国語・数学・英語・面接

選抜方法 試験科目・出願書類・面接

出
　
　
願

出願期間
（書類提出期間）

郵送：1月15日（日） ～ 1月17日（火） 
（消印有効）

郵送：1月25日（水） ～ １月31日（火） 
（消印有効）

検 定 料

クレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー（金融機関ATM）支払い

25,000円 25,000円
※推薦入試受験者は、10,000円

＊納入された検定料は、理由を問わず一切返還できません。

出願書類

調査書（本校指定） ・ 推薦書（本校指定） ・ 
受験票（学校控）

※調査書・推薦書（本校指定）は、本校ホームページより
ダウンロードしてください。

調査書 （公立用）・ 受験票（学校控）
※推薦入試受験者は、受験票（学校控） 

のみ郵送

＊「出願情報の登録」と「検定料納入」は12月20日（火）9：00から可能。
＊出願期間に、受験票・受験票（学校控）を印刷してください。
＊郵送用封筒（角2・A4）は各自用意し、出願書類は「簡易書留」で郵送してください。
＊写真は、デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影した写真データをアップロードしてください。

合
格
発
表

インターネット
1月22日（日）19：00

 ～ 1月24日（火）16：00
2月12日（日）9：00 ～ 

＊奨学生合格はインターネットでの合格発表画面にて個別にお知らせします。

校内掲示
1月23日（月）9：00

～ 1月24日（火）16：00
2月12日（日）9：00

～ 2月15日（水）12：00

合格通知書
＊合格通知書は各ご家庭で合格発表サイトから出力をお願いします。
＊合格通知書は発表後～3月5日（日）16：00まで出力できます。

入
学
手
続

入学金納入期間 合格発表後 ～ 1月24日（火）16：00

合格発表後 ～ 2月13日（月）16：00
併願加点制度利用者は
合格発表後～3月1日（水）16：00　
＊延納願いは不要です。

入 学 金
クレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー（金融機関ATM）支払い

 230,000円
＊合格発表サイトから、入学金の支払い方法を選択するサイトにアクセスできます。

入学書類
受取日 1月24日（火）9：00 ～ 16：00

2月14日（火）13：00 ～ 16：00
2月15日（水）  9：00 ～ 12：00

生徒情報の入力 詳細は「入学書類」をご確認ください。

注意点

＊ 入学手続きは以下の①～③を済ませていただくことで完了となります。 
①入学金の納入　②「入学書類」の受け取り　③入学手続きサイトにて生徒情報の入力

＊「入学書類」をお受け取りの際は、受験票をお持ちください。
＊「入学書類」をお受け取りにならない場合は、入学を辞退したものとします。

書類提出日・
新入生登校日 3月5日（日）　詳細は「入学書類」をご確認ください。

令和5年度 高校募集要項  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････



推薦入試  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

●出願条件
【1】令和5年3月に中学校卒業見込みの者。ただし、海外日本人学校の場合は、事前に相談すること。
　　連絡先�03-3425-4481�入試広報部
【2】本校が第一志望で、合格した場合は必ず入学すること。
【3】入学後は自宅から通学できる者（親類宅からの通学可）。
【4】中学3年生において出席状況が良好な（欠席・遅刻・早退の合計が1桁である）者。
【5】本校で定めた成績基準に適合し、12月の入試相談で受験資格があると認めた者。
� ※学業成績については都道府県に提出する成績一覧表の成績を採用する。

推　　薦

成績基準
5段階評定の5教科（国・数・英・社・理）の内申が加点を含まずに「18」以上であること。
5教科（国・数・英・社・理）の内申がすべて「3」以上であること。
4教科（保体・音・美・技家）の内申には「1」がなく「2」は1教科までであること。

加点条件

（ ）最大
＋2

＋2 英語検定2級以上の者は内申合計に加点する。

＋1
英語検定準2級または漢字検定準2級以上または数学検定準2級以上の者は内申合計
に加点する。
（複数取得の者も加点は「＋1」のみ。）

注意事項
各種検定の証明書の写しは、在学中学校の担当教員との入試相談の際に必要。
＊入試相談書類は、中学校の先生より郵送。

◆適性検査における優遇点一覧…内申合計により適性検査の合計点に優遇点を加算する。
内申合計 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

優遇点 0点 5点 10点 15点 20点 25点 30点 35点 40点 45点

　�※内申合計18以上は必要。19以上は加点を含む。



一般入試  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

Ⅰ．第一志望優遇制度
●出願条件
【1】推薦入試で不合格であった者。
【2】合格した場合は、本校に必ず入学すること。
◆入試点における優遇点一覧…内申合計により入試の合計点に優遇点を加算する。

内申合計
（加点含む）

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

優遇点 10点 15点 20点 25点 30点 35点 40点 45点 50点 55点

Ⅱ．併願加点制度
●出願条件
【1】令和5年3月に中学校卒業見込みの者。
　　ただし、海外日本人学校の場合は、事前に相談すること。　連絡先�03-3425-4481�入試広報部
【2】本校が併願校であること。（第一志望校は私立・公立どちらでも可／他校の併願制度の利用可）
【3】入学後は自宅から通学できる者（親類宅からの通学可）。
【4】中学３年生において出席状況が良好な（欠席・遅刻・早退の合計が１桁である）者。
【5】本校で定めた成績基準に適合し、12月の入試相談で受験資格があると認めた者。
※�学業成績については都道府県に提出する成績一覧表の成績を採用する。

併　願　加　点

成績基準
5段階評定の5教科（国・数・英・社・理）の内申が加点を含み「21」以上であること。
5教科（国・数・英・社・理）の内申がすべて「3」以上であること。
4教科（保体・音・美・技家）の内申には「1」がなく「2」は1教科までであること。

加点条件

（ ）最大
＋2

＋2 英語検定2級以上の者は内申合計に加点する。

＋1
英語検定準2級または漢字検定準2級以上または数学検定準2級以上の者は内申合計
に加点する。
（複数取得の者も加点は「＋1」のみ。）

注意事項
各種検定の証明書の写しは、在学中学校の担当教員との入試相談の際に必要。
＊中学校の先生より郵送。

◆入試点における優遇点一覧…内申合計により入試の合計点に優遇点を加算する。
内申合計
（加点含む）

21 22 23 24 25 26 27

優遇点 20点 25点 30点 35点 40点 45点 50点

　�※受験生は入試相談とは別に「一般入試」の出願手続きが必要となる。
　�※�出願期間締め切り前に本校より志望順位の高い学校に合格した場合、本校への出願は不要。�

中学校の先生より出願辞退届（本校HPより）を提出すること。

Ⅲ．フリー
●出願条件
【1】令和5年3月に中学校卒業見込みの者。または、中学校を卒業した者。
【2】入学後は自宅から通学できる者（親類宅からの通学可）。



● 試験日程・配点
　推薦入試：1月22日（日）7：30開門　　　国語・数学・英語：各40分（各50点）

　一般入試：2月11日（土）7：30開門　　国語・数学：各50分（各100点）　英語：60分（100点）

● 持 ち 物
受験票、筆記用具（定規・分度器・コンパスは不要）、上履き（靴袋）、昼食（一般入試受験者のみ）

● 注意事項
①�試験開始後の入室は認めません。ただし、公共交通機関の乱れによる遅刻は受験生の不利にならないよう配慮し
ます。遅刻の連絡も不要です。
②体調がすぐれない場合、別室での受験が可能です。
③控室を用意しています。保護者の方は上履きは不要です。
④駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
⑤自動車（タクシーを含む）の、路上駐停車は近隣の迷惑になりますので、固くお断りします。
⑥自然災害や不測の事態が発生した場合、本校のホームページをご確認ください。
⑦腕時計の持ち込みは可能ですが、計算機能が付いた（スマートウォッチ含む）ものは禁止します。

　学業成績及び人物優秀な生徒若干名に対して、選考の上、1年間の授業料相当額を支給します。
　候補になった生徒には合格発表サイトにて通知します。通知を受けた生徒で奨学生を希望する場合は、規程に従っ
て手続きを行ってください。手続きされない場合は奨学生の資格がなくなります。

東京農業大学第一高等学校奨学金規程
第4条　奨学生選考の基準は、前年度中の学業成績、課外活動の状況及び人物評価の総合点に基づくものと
する。ただし、新入生（1年次生）の選考は、入学時に中学校長から提出された調査書とその他適当な選考基準
に基づいて、これを行う。

　高校生は、高等学校等就学支援金を申請により受給することができますが、家庭の所得の状況等により交付決定額
が違います。また、東京都の場合、交付が11月下旬（令和3年度実績）なので、本校の授業料と相殺することができ
ません。そのため、授業料を全額納付していただき、就学支援金の交付が決定した場合、振込にて返金します。

試験当日について  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

8：30集合
受験上の注意 8：30

1 国語適性検査 8：50～ 9：30
2 数学適性検査 9：45～10：25
3 英語適性検査 10：40～11：20

面　　接（個人面接） 11：40～

8：30集合
受験上の注意 8：30

1 国　　　語 8：50～ 9：40
2 数　　　学 10：00～10：50
3 英　　　語（リスニング含む） 11：10～12：10

昼　　 食
面　　　接（個人面接） 12：50～

※リスニングの問題は10分程度です。

奨学生制度  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

高等学校等就学支援金について  ･･････････････････････････････････････････････････････････････



● インターネット出願について
■平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払方法が選べます。
�

　※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。�

● 出願手続きの方法

本校ホームページ 募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置
します。

▼

出願サイト パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

▼

ID（メールアドレス）登録 メールアドレスをIDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、緊
急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼

出願情報入力 志願者情報、出願入試日程等を入力してください。

▼

写真データ
アップロード

デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影した受験生の顔写真データをアップ
ロードしてください。出願の際の写真は、アップロードのみ可能です。

▼

検定料の支払い方法選択 検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM
（ペイジー）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。なお、お
支払いには別途手数料がかかります。

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

▼

受験票印刷
検定料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験
票の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4サイ
ズ・白い紙）してください。

▼

出願書類郵送 出願書類は角２・Ａ４封筒に入れて「簡易書留」で郵送してください。

▼

入試当日 受験票をお持ちのうえ、来校してください。

・インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。

出願に関する各書類に記載された個人情報については、それぞれ本校内での円滑な処理のために使用します。
個人情報を使用する際は取扱いに充分留意し、目的以外の使用はいたしません。

個人情報保護について

インターネット出願  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････


