
建学の精神

「力(つと)むれば必ず達す」…　努力すれば必ず目標を達成することができる。

校訓

誠実：誠心誠意、真心をもって実行すれば、お互いに信頼感が生じ、不可能ということはない。

努力：努力は実力を生み、実力は自信を養い、自信は興味を倍加する。

敬愛：敬愛の念は人間生活を豊かにする。複雑な社会も相互扶助と人類愛によって光が与えられる。

志願してほしい生徒像

　本校への明確な志望動機を持ち、建学の精神、校訓を理解し、学習及び生活態度が良好で、

健全な学校生活を送ることが確約できる生徒。

　さらに、

1. 中学校までの基本的学習事項や基本的生活習慣が身に付いており、学習意欲の旺盛な生徒。

2. 積極的に部活動に取り組み、心身を鍛え、自己実現に努める生徒。

3. 生徒会・部活動や奉仕活動に積極的に取り組み、豊かな心を身につけ、協働できる生徒。

4. 規則を守り、規律ある集団生活を送り、他者への思いやりとしなやかさを持つ生徒。

募集定員　合計150名（推薦入試・一般入試）

本校を志願する生徒の皆さんへ

本校は、以下の教育理念に基づき、志願してほしい生徒像を定めています。

2023 推薦入学試験要項



各種特待奨学生・減免制度について（入学手続き時には入学金等を一旦納付して頂き、認定後に返金致します。）

・学業特待奨学生制度 制度拡大

　特別選抜コースを受験し、人物・成績ともに良好であり、在学中の勉学への取り組みおよび進学実

績面で本校への貢献が期待できる生徒に対して学納金の一部を減免します。

　推薦入学試験では中学３年次の成績と調査書等により選考し、一般入学試験では試験結果により選

考します。また、入学後の努力により著しく成績向上を遂げ校内基準を満たした生徒で、理事長及び

学校長が認めた場合、進級時に本制度が適用されます。

・理事長賞（進学実績報奨制度） 制度新設

　本校の基準による難関大学に一般受験で現役合格した生徒※ 1 に対し、報奨金として最高で100 万

円※ 2 を支給します。

※ 1 スポーツ特待生は対象外となります。 ※ 2 大学の偏差値に基づいた校内基準で決定されます。

・スポーツ特待奨学生制度

　人物良好であり、本校が特に力を入れる強化部活動・準強化部活動に所属し、在学中の活躍が期待

できる生徒に対して学納金の一部を減免する制度です。「各競技における中学時の実績」「各運動部に

おける技能の基準」「中学3 年間の成績」を総合的に評価して選考します。野球部においては上記に

準じ、人数は５名以内とします。

・弟妹入学金減免制度 制度拡大

　本校の卒業生または在校生の弟妹で、推薦入学試験（単願・併願）または、一般入学試験（単願のみ）

の合格者は、入学金（120,000 円）のうち60,000 円または実際の納付額を上限として免除します。

・同窓生子弟入学金減免制度 制度新設

　本校の卒業生の子弟で、推薦入学試験（単願・併願）または、一般入学試験（単願のみ）の合格者

は、入学金（120,000 円）のうち60,000 円または実際の納付額を上限として免除します。

学納金・諸経費（2023 年度・予定）

寮生（男子・女子）募集要項

１．入寮資格 自宅からの通学が困難であり、真面目な性格で団体生活の規律を遵守できる者。

２．募集人員 ・学校寮　40 人　（男子）　　・岳誠寮　16 人　（女子）

３．入寮費 40,000 円

４．寮費 月額69,000 円（朝・夕の食費を含みます）

５．諸経費 維持・管理費・光熱費等は、毎月の寮費に含まれています。

６．その他 寮則違反による退寮及び自己都合による退寮の場合は、入寮費・寮費ともに返還できません。

７．寮費納入方法 入寮手続き時：109,000 円（入寮費40,000 円・寮費4 月分69,000 円）

以降は 3 ヶ月分をまとめて納付していただきます。

　　　お問い合わせ　帝京第三高等学校　事務室　℡０５５１－３６－２４１１

・入学を辞退された場合は、一旦納入した諸費は入学金（120,000 円）を除き返金致します。

・修学旅行積立は、旅行先に応じて増額となる場合があります。

・制服等、体育着、教科書等は別途必要となります。

以上は、毎月納入になります。

後援会入会金 10,000 円 教育充実費 5,000 円

校友会入会金 10,000 円 後援会費 4,000 円

入　学　金 120,000 円 授業料 30,000 円

施設設備費（維持費） 100,000 円 施設設備費 5,000 円

種　別 金　額 種　別 金　額

以上は、入学時のみに掛かる費用です。 校友会費 3,000 円

修学旅行積立 8,000 円



推薦入学試験　選考区分・出願資格

①出願登録の手引 ②出願登録 ③様式１・２・３ ④マイページ

1⃣

2⃣

3⃣

4⃣

5⃣

　受験料(18,000円)のお支払いをコンビニ決済、クレジットカード、ペイジーから行ってください。

受験料をお支払いいただくと、受験番号が発行されます。

　上のQRコード「④マイページ」から、受験票を印刷して、当日持参してください。

3．出願前に必ず学校見学を済ませること

　各入試に必要な提出書類を上のQRコード「③様式１・２・３」をスマートフォン等で読み取って

いただき、内容をご記入の上、各中学校へ提出してください。

　上のQRコード「②出願登録」から、出願登録を行ってください。登録に当たっては、入学試験終

了まで使えるメールアドレスが必要になりますので、ご準備の方をよろしくお願いします。

3.学校長推薦

進学

コース

1．2023年3月中学校卒業見込みの者

単願 2．本校を第一志望とし中学校長の推薦のある者

4.自己推薦
1．2023年3月中学校卒業見込みの者

2．本校の教育の特性を理解し、卒業までしっかり学習に励む意志を

　上のQRコード「①出願登録の手引」をスマートフォン等で読み取っていただき、出願登録の手順

についてご確認ください。

選考区分 出願資格

1.学校長推薦
特別選抜

コース

1．2023年3月中学校卒業見込みの者

2.自己推薦
1．2023年3月中学校卒業見込みの者

併願

単願 2．本校を第一志望とし中学校長の推薦のある者

単願
     持ち、本校を第一志望とする者

推薦入学試験

出願のフローチャート



推薦入学試験　詳細

方法

入学手続 2023 年2月2日(木)～ 8日(水)

期間 午前9 時～午後4 時。土曜日は、午前9 時～正午まで。日曜は除く。

入学金など入学時納入金295,000円を各種方法（合格者案内参照）で納め、必要

書類を本校事務室にご提出ください。

入学手続

延期措置

＊併願での受験者は、入学手続きを公立高校後期合格発表の翌日まで(日曜・祝祭日除く翌営

　業日)延期できます。手続きには、「入学手続延期願」（本校所定の用紙・合格者案内に同

　封）を使用して、中学校が記載した上、本校への提出が必要です。

　入学金等の一時納入は不要です。

追試験

受験条件

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生につ

いては、感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。自粛された受験生

の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施致します。

日時

合格発表 日時

WEB発表：2023年1月16日(月)10時00分　　郵送：1月20日(金) 

　発表日以降WEB上で合否の結果を見ることができます。後日、本人と中学校宛

　に郵送で通知します。また、電話での問い合わせには応じられません。

入学手続

期間
2023年1月20日(金)~27日(金)

午前9時～午後4時。土曜日は、午前9時～正午まで。日曜は除く。

注意点

本校所定の様式1～3は、本校HPよりダウンロードしてご利用ください。

2023 年1月28 日(土)　※本試験と同一時間帯・要項で実施致します。

連絡方法 試験当日の午前9 時までに、各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表 2023 年2月2日(木)に中学校と本人に郵送で通知します。

学校長推薦での受験者は出願書類　様式1･2と調査書を、自己推薦での受験者は

出願書類

1．学校長推薦書（本校所定 様式１・学校長推薦での受験者のみ）

遠方からの受験者のみ、郵送(簡易書留)による願書提出を受付けます。

試験

日時 2023年1月14日(土)

試験会場 帝京第三高等学校

内容

午前09時00分～10時5分　：集合

4．入学志願者調査書（全受験者）

午前09時15分～10時5分　：作文

午前10時20分～10時5分　：面接（終了した生徒から順次解散）

　学校長推薦・進学コースのみ　グループ面接

　学校長推薦・進学コース以外の選考区分　個別面接

持ち物 受験票、筆記用具、消しゴム、上履き、マスク

出願書類　様式3と調査書を本校事務室に持参してください。

3．志望理由書（本校所定　様式３・自己推薦での受験者のみ）

受験料　18,000円

＊各都道府県公立高校受験用の調査書で可とする。A4サイズで提出すること。

出願手続

期間

2022年12月19日(月)~2023年1月6日(金)消印有効

WEBでの出願は、2023年1月4日(水)まで行えます。

窓口の受付は2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)の間は行えません。

窓口受付　午前9時～午後4時。土曜・日曜は除く。

受験料
＊一度納入された受験料は、いかなる理由であっても返還致しません。

受付場所 本校事務室

2．確約書（本校所定　様式2・学校長推薦での受験者のみ）



建学の精神

「力(つと)むれば必ず達す」…　努力すれば必ず目標を達成することができる。

校訓

誠実：誠心誠意、真心をもって実行すれば、お互いに信頼感が生じ、不可能ということはない。

努力：努力は実力を生み、実力は自信を養い、自信は興味を倍加する。

敬愛：敬愛の念は人間生活を豊かにする。複雑な社会も相互扶助と人類愛によって光が与えられる。

志願してほしい生徒像

　本校への明確な志望動機を持ち、建学の精神、校訓を理解し、学習及び生活態度が良好で、

健全な学校生活を送ることが確約できる生徒。

　さらに、

1. 中学校までの基本的学習事項や基本的生活習慣が身に付いており、学習意欲の旺盛な生徒。

2. 積極的に部活動に取り組み、心身を鍛え、自己実現に努める生徒。

3. 生徒会・部活動や奉仕活動に積極的に取り組み、豊かな心を身につけ、協働できる生徒。

4. 規則を守り、規律ある集団生活を送り、他者への思いやりとしなやかさを持つ生徒。

募集定員　合計150名（推薦入試・一般入試）

本校を志願する生徒の皆さんへ

本校は、以下の教育理念に基づき、志願してほしい生徒像を定めています。

2023 一般入学試験要項2023 一般入学試験要項



各種特待奨学生・減免制度について（入学手続き時には入学金等を一旦納付して頂き、認定後に返金致します。）

・学業特待奨学生制度 制度拡大

　特別選抜コースを受験し、人物・成績ともに良好であり、在学中の勉学への取り組みおよび進学実

績面で本校への貢献が期待できる生徒に対して学納金の一部を減免します。

　推薦入学試験では中学３年次の成績と調査書等により選考し、一般入学試験では試験結果により選

考します。また、入学後の努力により著しく成績向上を遂げ校内基準を満たした生徒で、理事長及び

学校長が認めた場合、進級時に本制度が適用されます。

・理事長賞（進学実績報奨制度） 制度新設

　本校の基準による難関大学に一般受験で現役合格した生徒※ 1 に対し、報奨金として最高で100 万

円※ 2 を支給します。

※ 1 スポーツ特待生は対象外となります。 ※ 2 大学の偏差値に基づいた校内基準で決定されます。

・スポーツ特待奨学生制度

　人物良好であり、本校が特に力を入れる強化部活動・準強化部活動に所属し、在学中の活躍が期待

できる生徒に対して学納金の一部を減免する制度です。「各競技における中学時の実績」「各運動部に

おける技能の基準」「中学3 年間の成績」を総合的に評価して選考します。野球部においては上記に

準じ、人数は５名以内とします。

・弟妹入学金減免制度 制度拡大

　本校の卒業生または在校生の弟妹で、推薦入学試験（単願・併願）または、一般入学試験（単願のみ）

の合格者は、入学金（120,000 円）のうち60,000 円または実際の納付額を上限として免除します。

・同窓生子弟入学金減免制度 制度新設

　本校の卒業生の子弟で、推薦入学試験（単願・併願）または、一般入学試験（単願のみ）の合格者

は、入学金（120,000 円）のうち60,000 円または実際の納付額を上限として免除します。

学納金・諸経費（2023 年度・予定）

寮生（男子・女子）募集要項

　　　お問い合わせ　帝京第三高等学校　事務室　℡０５５１－３６－２４１１

・入学を辞退された場合は、一旦納入した諸費は入学金（120,000 円）を除き返金致します。

・修学旅行積立は、旅行先に応じて増額となる場合があります。

・制服等、体育着、教科書等は別途必要となります。

以上は、入学時のみに掛かる費用です。 校友会費 3,000 円

修学旅行積立 8,000 円

以上は、毎月納入になります。

後援会入会金 10,000 円 教育充実費 5,000 円

校友会入会金 10,000 円 後援会費 4,000 円

金　額

入　学　金 120,000 円 授業料 30,000 円

施設設備費（維持費） 100,000 円 施設設備費 5,000 円

種　別 金　額 種　別



一般入学試験　選考区分・出願資格

①出願登録の手引 ②出願登録 ③様式４ ④マイページ

1⃣

2⃣

3⃣

4⃣

5⃣

　上のQRコード「②出願登録」から、出願登録を行ってください。登録に当たっては、入学試験終

了まで使えるメールアドレスが必要になりますので、事前にご準備ください。

　受験料(18,000円)のお支払いをコンビニ決済、クレジットカード、ペイジーから行ってください。

受験料をお支払いいただくと、受験番号が発行されます。

　上のQRコード「③様式４」をスマートフォン等で読み取っていただき、各入試に必要な提出書類

を入手し、内容をご記入の上、各中学校へ提出してください。

　上のQRコード「④マイページ」から、受験票を印刷して、当日持参してください。

７.単願
進学コース

1．2023年3月中学校卒業見込みの者

2．本校の教育の特性を理解し、卒業までしっかり学習に励む意志を

     持ち、本校を第一志望とする者

3．出願前に必ず学校見学を済ませること

８.併願 1．2023年3月中学校卒業見込みの者

　上のQRコード「①出願登録の手引」をスマートフォン等で読み取っていただき、出願登録の手順

についてご確認ください。

選考区分 出願資格

５.単願 特別選抜

コース

1．2023年3月中学校卒業見込みの者

2．本校の教育の特性を理解し、卒業までしっかり学習に励む意志を

     持ち、本校を第一志望とする者

3．出願前に必ず学校見学を済ませること

６.併願 1．2023年3月中学校卒業見込みの者

一般入学試験

出願のフローチャート



一般入学試験　詳細

三角定規(分度器つき定規を除く)、コンパス、上履き、昼食、マスク

2023 年3月2日(木)に中学校と本人に郵送で通知致します。

入学手続 2023 年3月2日(木)～ 8日(水)

期間 午前9 時～午後4 時。土曜日は、午前9 時～正午まで。日曜は除く。

入学手続

延期措置

＊併願での受験者は、入学手続きを公立高校後期合格発表の翌日まで(日曜・祝祭日除く翌営

　業日)延期できます。手続きには、「入学手続延期願」（本校所定の用紙・合格者案内に同

　封）を使用して、中学校が記載した上、本校への提出が必要です。

　入学金等の一時納入は不要です。

追試験

受験条件

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症またはその疑いがある受験生につ

いては、感染拡大予防のため、受験の自粛をお願いしています。自粛された受験生

の受験機会の保障として、追試験を下記の通り実施致します。

日時 2023 年2月25 日(土)　※本試験と同一時間帯・要項で実施します。

連絡方法 試験当日の午前9 時までに、各中学校長から本校校長への電話連絡で受付けます。

合格発表

入学手続

期間
2023年2月17日(金)~24日(金)

午前9時～午後4時。土曜日は、午前9時～正午まで。祝祭日・日曜は除く。

方法
入学金など入学時納入金295,000円を各種方法（合格者案内参照）で納め、必要

書類を本校事務室にご提出ください。

13時45分～14時30分　：理科 終了後、順次解散

持ち物
受験票、筆記用具、消しゴム、時計(通信機能・辞書機能等あるものを除く)、

合格発表 日時

WEB発表：2023年2月17日(金)10時00分　　郵送：2月17日(金) 

　発表日以降WEB上で合否結果を見ることができます。後日、本人と中学校宛に

　郵送で通知します。また、電話での問い合わせには応じられません。

内容

08時45分～10時05分　：集合

09時00分～09時55分　：国語

10時10分～10時55分　：英語

11時10分～11時55分　：数学

11時55分～12時45分　：休憩

進学コース・単願以外 進学コース・単願のみ

12時45分～13時30分　：社会 個別面接

注意点

本校所定の様式4は、本校HPよりダウンロードしてご利用ください。

単願での受験者は調査書と様式4を、併願での受験者は調査書を本校事務室に

持参してください。

遠方からの受験者のみ、郵送(簡易書留)による願書提出を受付けます。

試験

日時 2023年2月10日(金)

試験会場 帝京第三高等学校

出願手続

期間

2023年1月23日(月)~2月3日(金)消印有効

WEBでの出願は、2023年2月1日(水)まで行えます。

窓口受付　午前9時～午後4時。土曜・日曜は除く。

受験料
受験料　18,000円

＊一度納入された受験料は、いかなる理由であっても返還致しません。

受付場所 本校事務室

出願書類

1．入学志願者調査書（全受験者）

＊各都道府県公立高校受験用の調査書で可とする。A4サイズで提出すること。

2．志望理由書（本校所定　様式4・単願での受験者のみ）※赤字訂正


