
2022 年度 自由学園高等科 9 月（2 学期）転・編入学 募集要項 
 男子部 女子部 

試 験 日 2022 年 7 月 9 日（土） 

募集人数 若干名 

出願 

応募資格 高校 1 年生 

出願方法 所定の封筒を利用し、郵送にて提出してください。 

出願書類 

1．入学願書 
2．受験票（氏名記入の上） 
3．在学している高等学校の調査書（１学期のもの） 
4．作文１編（自己紹介と志望動機を詳しく書いたもの、400 字詰原稿用紙 3 枚程度） 

受 験 料  20,000 円  ※本学園指定の銀行口座にお振込ください。 

出願期間 2022 年 6 月 22 日（水）～ 7 月 5 日（火）必着 

試験 

試験会場 本学園図書館 

集合時間 集合 13：30    終了 17：30 予定 

科 目 国語、数学、英語、集団考査、 
面接（個人面接・保護者面接） 

合格発表 2022 年 7 月 10 日（日）に発送いたします 

手続 

手続期日 2022 年 7 月 19 日（火）正午まで 

入学手続 銀行振込により、指定期日までに入学時納付金(入学金および施設充実費、寮施設充実費)を納入し、所定の書類

を定められた期日までに提出していただきます。 

納 付 金 
【通学生】 入学金：230,000 円 施設充実費：50,000 円 合計 280,000 円 
【寮 生】 入学金：230,000 円 施設充実費：50,000 円 寮施設充実費：90,000 円 合計 370,000 円 
※ 一旦納付された入学金等はお返しいたしません。 

※転・編入学試験については、事前にお電話で、男子部・女子部教師室へお問い合わせください。 
【男子部教師室】℡.042-428-3636   【女子部教師室】℡.042-422-1079 
 
 
 

試験当日について  
・試験当日、体調不良等で受験が出来ない場合は、男子部・女子部教師室までご連絡ください。 
・持ち物 受験票、筆記用具、上履き。詳細は願書受付後、お知らせいたします。 
 
 
 

入学試験について  
・筆記試験では、各教科の基本的な学習内容の理解度、集団考査では、集団の中での協調性や自ら活動に意欲的に取り組む力をみま

す。ただし、出願人数その他の事情により、集団考査を実施しない可能性があります。ご了承ください。 
面接は、受験生の面接と保護者の面接があります。受験生の面接では、入学の意志を確認し、自分の考えや意見を相手に伝える力

をみます。また、保護者の面接では、本校の教育をどのように理解されているかなどをお伺いします。 
・大切なことは、自由学園の教育をどれだけ自ら進んで受けたいと思っているかということです。 
学園の教育理念および学習方針をよく理解し、自由学園の生徒になりたいという志を持って出願してください。 
そのために、学園を実際に見学されることをお勧めします。 

 
 
 

寮について  

・男子部での特徴的な学びの機会として寮があります。新入生は基本的に全員が一定期間、寮生活を行います（新型コロナウイルス

の状況により期間が変動します）。地方生等の自宅から通うことのできない生徒は、その後も寮生活を続けることができます。 
  



 
男子部 高等科 学費等（2022 年度実績） 

■入学・入寮時納付金 

入学金 230,000   

施設充実費 50,000   

寮施設充実費 90,000   

合計 370,000  ※男子部の初年度は全員が入寮します。 

■学費について 

寮 生  通学生 

 月額 年額   月額 年額 

授業料 44,000  528,000   授業料 44,000  528,000  
光熱衛生費 2,500  30,000   光熱衛生費 2,500  30,000  
維持費 9,000  108,000   維持費 9,000  108,000  
保護者会費 1,900  22,800   保護者会費 1,900  22,800  
合計 57,400 688,800  合計 57,400 688,800        
食費(朝、昼、夕) 48,000  528,000   食費(昼) 14,000  154,000 
       

寮費 13,000  156,000      

寮光熱費 5,800  69,600      

合計 18,800  225,600      
       
 月額 年額   月額 年額 

寮生合計 124,200 1,442,400  通学生合計 71,400 842,800 
※8 月分の食費は不要です。上記のほかに諸費用(教材費、スポーツ用品代、遠足費、登山用品代等)が必要となります。 

 

女子部 高等科 学費等（2022 年度実績） 

■入学・入寮時納付金 

寮 生  通学生 

入学金 230,000   入学金 230,000  

施設充実費 50,000   施設充実費 50,000  

寮施設充実費 90,000  合計 280,000  

合計 370,000    

■学費について 

寮 生  通学生 

  月額 年額    月額 年額 

授業料 44,000  528,000   授業料 44,000  528,000  
光熱衛生費 2,500  30,000   光熱衛生費 2,500  30,000  
維持費 9,000  108,000   維持費 9,000  108,000  
保護者会費 1,900  22,800   保護者会費 1,900  22,800  
合計 57,400 688,800  合計 57,400 688,800        
食費(朝、昼、夕) 43,000  473,000  食費(昼) 12,000  132,000  
       
寮費 13,000  156,000      
寮光熱費 5,800  69,600      

合計 18,800  225,600      
       
 月額 年額   月額 年額 

寮生合計 119,200 1,387,400  
 通学生合計 69,400 820,800 

※8 月分の食費は不要です。上記のほかに諸費用(教材費、スポーツ用品代、遠足費、登山用品代等)が必要となります。 

■寄付金（自由学園協力会）について 

自由学園協力会は、学園創立 10 周年を機に在校生及び卒業生の保護者が中心となり、学園発展のために協力することを趣旨として設立された後援団体で

す。在校生保護者は全員協力会会員となります。入学後、協力会員には定期寄付（一口 3,000 円）を 20 口を目安に任意でお願いしております。 

 


