
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度 

生 徒 募 集 要 項 

 
この「生徒募集要項」には 

出願から入学手続きまでのすべての事項が記載してあります 

よく読んで間違いのないように十分に注意してください 

ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunka Suginami Canadian International School 
 

 

≪お問い合わせ≫ 

入試広報部 

T E L：03-3392-6636   受付時間 8:00～17:00日曜・祝日を除く 

E-mail：info@bunsugi.ed.jp  上記受付時間外はメールにてお問い合わせください 
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生徒募集要項 
 

入試区分 
推薦入試 一般入試 

第一志望 都外生（神奈川県除く） 第 1 回 第 2 回 

日程 1月22日(日) 2月10日(金) 2月12日(日) 

募集 

人数 

コ
ー
ス 

進学 男女30名 男女若干名 男女40名 

特進 男女30名 男女若干名 男女40名 

ダブル 

ディプロマ 男女20名 男女若干名 男女20名 

出願資格 

2023年3月に中学校卒業

見込みの者で、在籍中 

学校校長より推薦された

本校第一志望の男女 

2023年3月に都外(神奈  

 川県を除く)の公立中 

 学校などを卒業見込み 

 の男女(国・公・私立  

 とも併願可) 

   2023年3月に中学校を卒業見込み、または 

  卒業の男女(国・公・私立とも併願可) 

試験科目 

試験時間・配点 

  【進学コース・特進コース】 

  ・作文(600字以上800字以内）50分／面接 5分 

 

  【ダブルディプロマコース】 

  ・英語（筆記） 90分（30分延長可) 100点 

  ・英語（口頭試問） 約20分 100点 

  ・日本語面接 5分 

  【進学コース・特進コース】 

  ・国語   ・数学 

・英語（リスニング約5分15点分含む） 

各50分 各100点／面接 5分 
 

  【ダブルディプロマコース】 

 ・国語   ・数学  各50分  各100点 

  ・英語（筆記） 90分（30分延長可)100点 

  ・英語（口頭試問）  約20分 100点 

  ・日本語面接 5分 

出願方法 本校HPからインターネット出願 

入力開始日 2022年12月20日(火) 9:00～ ※受験料の納入は出願期間が始まってから可能となります。 

出願期間 
   1月15日(日)  9:00 ～ 

1月17日(火) 23:59 

 1月25日（水）9:00 ～ 

2月 6日（月）23:59 

 1月25日  (水) 9:00 ～ 

2月12日 (日) 7:00 

出願書類 

  

1.志願票(写真貼付) 

 2.在籍中学校の調査書 

  (公立高校と同一様式) 

 3.在籍中学校の推薦書 

  (本校所定様式：本校 

   HPよりダウンロード) 
 

 1.志願票(写真貼付)   

 2.在籍中学校の調査書 

(公立高校と同一様式) 

   1. 志願票(写真貼付)  

   2. 在籍中学校の調査書 

(公立高校と同一様式) 

※「2.調査書」が公立高校と同一書式の場合、結果の出ていない英語スコアは記載なしで提出してく

ださい 

※ダブルディプロマコース志願者(チャレンジ試験希望者を含む)は、上記に加えて 

 「学校担当者所見」(本校所定様式：本校HPよりダウンロード)を提出してください。 

※［任意］英語の資格を証明する書類のコピー等 

受験料 25,000円 

合格発表 試験翌日 本校HPにて10:00に発表 

特 待 生 

事前の入試相談と試験当日の筆記試験の成績により、以下のA～Dの特待生を選考します。 

A特待：入学金(\280,000)・施設費(\50,000)・授業料全額(\444,000) 合計\774,000免除 

B特待：入学金(\280,000)・施設費(\50,000)・授業料半額(\222,000) 合計\552,000免除 

C特待：入学金(\280,000)・施設費(\50,000)            合計\330,000免除 

D特待：施設費(\50,000)                     合計 \50,000免除 

※ 特待生はダブルディプロマコースか特進コースへの入学となります。 

※ ダブルディプロマコースの授業料免除は、日本の授業料分(\444,000)についてのみで、カナダ 

分の授業料(\600,000)については免除となりません。 

入学手続金納付〆切日 

書類提出日 

（制服採寸日） 

  1月24日(火) 

 都外(神奈川県を除く)  

 からの受験生で併願する  

 場合は4ページ「延納に 

 ついて」をお読みください。 

  第一志望者(優遇有)):2月14日(火) 

  併願者：4ページ「延納について」を 

 お読みください。 

スライド合格・ 

チャレンジ試験 

について 

 推薦・一般入試で合格後、「チャレンジ試験」を受けることで他コースにスライド合格できる可

能性があります。また、特待生にチャレンジすることもできます。追加受験料は発生しません。 

 一般入試が高得点だった場合、他コースにスライド合格できる可能性があります。出願登録の際

に希望コースを選択してください。 

入学者テスト 3月5日（日）午前 (埼玉・千葉の県立高校を受験した方 3月11日（土）午後 

https://bunsugi.jp/contents2017/wp-content/uploads/2018/05/a9a232f7d47eeed59701da5bdd9fb140.pdf
https://bunsugi.jp/contents2017/wp-content/uploads/2017/08/09eca351d2e813da48d6b2caf0f59db7.pdf
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インターネット出願について 

● 受験料の納入について 
■平日・土日・祝日を含め24時間ご自宅で出願手続きができます。 

■受験料の納入には、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。 

    ■インターネット環境の不備や不具合等で、入力や印刷ができない場合は本校にて出願作業等ができます。 

ご希望の方は、本校へご連絡ください。 

● 出願手続きの手順

 
 
 

▼ 

出願期間が近くなりましたら、本校HPに出願サイトのバナーを設置します。 

本校HPアドレス(https://bunsugi.jp/)

緊急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをIDとして登録してくださ

い。 

 

          
▼

 
個人情報、出願する入試日程等を入力してください。 

 

▼ 

                          受験料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジーのいずれかにて、 

            お支払いください。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。 
 
▼ 

受験料のお支払い完了後、「マイページ」から志願票・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・白い紙）してくださ

い。また、書類を郵送する場合の「宛名ラベル」も印刷できます。 

※入力された漢字と戸籍上の漢字が異なる場合は、志願票に赤字でご記入く

ださい。 

▼ 

印刷された志願票（学校提出用）と受験票に受験生の顔写真（4cm×3cm、肩

から上、正面、脱帽のもの、白黒・カラーどちらでも可）を貼付してくださ

い。入力時に顔写真データをアップロードされた方は受験票などの写真貼付欄に

印刷されます。 

▼ 
                   市販されている角2封筒（A4用紙が折らずに入るサイズ）に、印刷した「宛名 

                     ラベル」を貼付、出願書類を封入し、郵便窓口より「簡易書留・速達」で送付して 

                     ください。 

試験日前日までに到着しない可能性がある場合は、郵送せずに試験当日お持ち

ください。 

▼ 
                   受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、試験当日お持 

                     ちください。 

  
インターネット出願についてのお問い合わせは、本校までご連絡ください。 
≪お問い合わせ≫ 

入試広報部 

T E L：03-3392-6636   受付時間 8:00～17:00 日曜・祝日を除く 

E-mail：info@bunsugi.ed.jp  上記受付時間外はメールにてお問い合わせください。

出願書類封入・郵送 

顔写真貼付 

志願票・受験票印刷 

支払方法選択 

推薦:2023年1月15日(日)9：00～  

一般:2023年1月25日(水)9：00～ 

 

出願情報入力 

2022年12月20日（火）9：00～ 

 

ID（メールアドレス）登録 

本校ホームページ 

出願サイト 

試験当日
 

 

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験およびこれらに付随する 

業務以外の目的には使用いたしません。 

https://bunsugi.jp/
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試験当日について 
 

 

 推薦入試(1月22日) 一般入試(2月10日・2月12日) 

 進学・特進 ダブルディプロマ 進学・特進 ダブルディプロマ 

集合時間 8:30 

諸注意等 8:40 ～ 8:50 

 試験内容 

作文 
8:50 ～ 

  9:40 

英語 

    (筆記)  

 

8:50 ～  

10:20  
（30分延長可） 

国語 
8:50 ～ 

9:40 
国語 

8:50 ～ 

9:40 

面接 9:50 ～ 
英語 

（口頭試問） 
10:30 ～ 英語 

9:55 ～ 

10:45 
数学 

9:55 ～ 

10:45 

 

口頭試問が終了 

した受験生から 

面接 

数学 
11:00 ～ 

11:50 

英語 

（筆記） 

11:00 ～ 

12:30 
（30分延長可） 

 

面接 11:55 ～ 
英語 

（口頭試問） 
12:35 ～ 

    

  

昼食が必要になります 

口頭試問が終了した 

受験生から面接 

 

 

 

持ち物 
①受験票 ②筆記用具 ③上履き ④昼食(ダブルディプロマコース 2/10、2/12 受験生のみ) 

＊時計は試験室にあります。計時以外の機能が付いた腕時計は持ち込み禁止です。 

注意事項 

・英語の試験にはリスニング（約5分）を含みます。配点は15点前後です。 

・集合から面接終了まで、付き添いの方等と面会することや学校外に出ることはできません。 

・面接は受験生本人のみと行います（5分程度）。面接終了した方から入学試験は終了です。 

・付き添いの方には控え室があります。駐車場はありません。自家用車でのご来校は、 

ご遠慮ください。 

・交通機関の遅れなどにより、万が一遅刻しそうな場合は本校（03-3392-6636）までご連絡

ください。 

・自然災害等により、試験開始に変更のある場合は、本校HP(https://bunsugi.jp）でお知らせ

します。 
 

           

 

 

 

 

https://bunsugi.jp/
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入学手続きについて 
 

手続き方法 
入学手続金納付後、提出書類をダウンロード・印刷し、記入・署名捺印の上、書類提出日に 

ご持参ください。詳細は合格発表後の案内をご覧ください。 

入学手続金 

納付期間 

入試区分 入学試験日 納付期間 

推薦入試 

第一志望 

1月22日(日) 

1月24日(火) 15:00まで 

都外生 
（神奈川県除く） 

    下記「延納について」をお読みください。 

一般入試 
第 1 回  2月10日(金) 

第一志望者 2月14日(火) 15:00まで 
延納希望の方は、下記「延納について」をお読みください。 

第 2 回  2月12日(日) 

延納について 

出願の際に「入学金・施設費の納入延期」を希望した方は、下記の日時まで手続きが可能です。 

東京都立高校を受験した方 

神奈川県立高校を受験した方 
3月2日(木)           13:00まで  

埼玉県立高校を受験した方 

千葉県立高校を受験した方 
3月9日(木)                                13:00まで 

私立・国立の高校を受験した方 受験校の合格発表翌日13:00までに手続きを完了させてください。 

入学手続き時 

納付金および納付方法 

合計330,000円（入学金：280,000円 施設費：50,000円） 

 

クレジットカード決済、または金融機関ATM（ペイジー）で納付してください。 

   ・コンビニエンスストアでのお支払いはできません。 

   ・お支払いには、別途手数料がかかります。予めご了承ください。 

   ・納付期間を過ぎると、手続きが一切できなくなりますので、ご注意ください。 

   ・納付期間内に入学手続金を納付しない場合は、入学を辞退したものとみなします。 

   ・入学手続金を納付後に入学を辞退した場合には、「施設費」のみを返還いたします。 

・C特待生以上に認定された方は、入学手続金は免除となりますが、入学手続きが必要です。 

   （0円決済の手続きとなりますが、必ず入学の意思を持って手続きをしてください） 

   ・入学金等の納付を行ってから書類提出にお越しください。 

 
 

書類提出日 

(制服採寸日) 

推薦入試 

第一志望 1月24日(火) 13：00～15：00 

都外生 
（神奈川県除く） 

3月1日(水) 10：00～15：00  /  3月2日(木) 10：00～13：00 

一般入試 

第 1 回 第一志望者          ： 2月14日(火) 13：00～15：00 

       延納希望の方（東京・神奈川） ： 3月 1日(水) 10：00～15：00 

                        3月 2日(木) 10：00～13：00 

延納希望の方（埼玉・千葉）   ： 3月 9日(木）10：00～13：00 第 2 回 

 

 

こちらから学校生活の主なきまりをご確認ください。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bunsugi.jp/contents2017/wp-content/uploads/2021/08/e141426dfcbfbe9b9fb7975ec3654983.pdf
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 学費について 

● 入学時にかかる費用（2023年度予定） 
 

入学金 280,000円 制服代一式※1 120,000円 

施設費 50,000円 合計 450,000円 

※1制服代には、体操着、上履き等も含みます。（制服オプションは含みません） 

制服代は、やむを得ず変更する場合があります。 

 

● 1年次の費用（2023年度予定）  学費等はやむを得ず変更する場合があります 
 

項   目 年計 納付時期 備考 

授業料 
〈進学・特進〉    444,000円 

〈ダブルディプロマ〉1,044,000円 

4期分納 

(5月・7月・10月・1月) 

ダブルディプロマコースの授業料 

日本分 ：444,000円 

カナダ分：600,000円 

管理維持費 96,000円 
4期分納 

(5月・7月・10月・1月) 

 

生徒会費                9,600円 
4期分納 

(5月・7月・10月・1月) 

 

学年費 

〈進学〉      241,000円 

〈特進〉      280,000円 

〈ダブルディプロマ〉275,000円 

5月一括 パソコン購入代金が含まれます。 

旅行積立金                160,000円 
4期分納 

(5月・7月・10月・1月) 

 

父母会費                 24,000円 
4期分納 

(5月・7月・10月・1月) 

 

合計 

〈進学〉        974,600円 

〈特進〉        1,013,600円 

〈ダブルディプロマ〉  1,608,600円 

- 

ダブルディプロマコースは1年次の 

短期留学費（5週間）が左記の費用 

とは別に約600,000円～900,000円必要 

になります。 

 

●本校の学費サポートシステム 
・本校では、家計支持者の失職・倒産・破産・死亡等の理由により、入学後に家計状況が急変し、就学が困難になった場合  

 の「学費特別免除制度（授業料のみ最大1年）」を設けております。 

・入学時、公益財団法人 東京都私学財団の入学支度金貸付制度（昨年度20万円）があります。 

・入学後、各種奨学金があります。 

 

●国のサポート就学支援金について 
年収約910万円以下の世帯に年額118,800円～ 396,000円が申請により支給されます。 

(2022年度実績) 

 

●都のサポート授業料軽減助成について 
都内にお住まいの年収約910万円以下の世帯または、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯に年額59,400円～350,200円が 

申請により支給されます。 

(2022年度実績) 

 


