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・推　薦　書－本校HPよりダウンロード

・調　査　書－本校HPよりダウンロード

　

・志望理由書 － 本校教員との個別面談（オンライン含む）終了後，

　　　　　　　　配付いたします。

個人情報の保護について

　土浦日本大学高等学校では，志願者の氏名・住所等の個人情報は，入学試験の出願

受付，実施，合格発表，さらには入学にいたる一連の手続と，高校生活を始めるに

当たって必要となる書類・お知らせ等の送付および入学者データの統計処理のため

に使用いたします。

　なお，土浦日本大学高等学校はこれらの業務の一部を業者に委託する場合があります。

土浦日本大学高等学校および当該業務の委託を受けた業者は，上記利用目的の達成

に必要な範囲を超えて志願者の個人情報を利用することはありません。

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/coming/yoko/download.html
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1　募集定員とコース／クラス
1 ‒ 1 コース／クラス

学校案内をご覧ください。

コース クラス カリキュラムの特長

特別進学コース

スーパーハイクラス
東京大学，東京工業大学，一橋大学，京都大学などの最難関国
立大学や医学部を目指すためのカリキュラム

特進クラス
筑波大学，千葉大学，茨城大学などの国公立大学や難関私立大
学を目指すためのカリキュラム

総合進学コース

進学クラス
付属高校のメリットを最大限いかした高大一貫教育，日本大学
への内部進学，難関私立大学への進学を目指すカリキュラム

スポーツクラス
全国や世界の舞台で活躍できる競技力を伸ばし，日本大学への
内部進学も実現する高次元の文武不岐を目指すカリキュラム

グローバル・
スタディコース

グローバル・
スタディクラス

実践的な英語力を身につけ，海外のトップレベルの大学や国内
の難関大学への進学を目指すためのカリキュラム

1 ‒ 2 募集定員

コース クラス

薦
推
願
単

般
一

型
薦
推
願
併

）
内
国
（
国
帰

）
外
海
（
国
帰

募集定員合計

試験ごとの募集人数

特別進学コース
スーパーハイクラス

上記の募集定員による特進クラス

総合進学コース
進学クラス

グローバル・
スタディコース

グローバル・
スタディクラス

※スポーツクラスは単願推薦試験のみで募集します。

訳内りよに果結のトステけ分スラクと分区格合の者き続手学入，はスラク／スーコいなめ定を訳内の員定 ※

が決まります。
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2　入学試験の概要
2 ‒ 1 単願推薦試験・一般試験・併願推薦型試験

項目 単願推薦試験 一般試験
（千葉県受験生対象）
併願推薦型試験

試験日

【Ａ日程】

【Ｂ日程】

受験区分

単願推薦SH
単願推薦Ａ
単願推薦Ｂ
単願推薦Ｃ
単願推薦GS

一般単願
一般併願
一般併願GS

併願推薦
併願推薦GS

試験内容
国語・数学・英語
（マークシート方式）

面接

【一般単願】
国語・数学・英語
（マークシート方式）

面接

【一般併願・一般併願GS】
国語・数学・英語・
理科・社会

（マークシート方式）

国語・数学・英語・
理科・社会

（マークシート方式）

2 ‒ 2 帰国国際生入学試験

項目
帰国国際生入学試験

試験日
令和4年10月8日（土）
令和4年10月9日（日）

令和5年1月21日（土）

受験区分
単願・単願GS
併願・併願GS

単願・単願GS
併願・併願GS

試験内容
書類審査
面接

国語・数学・英語
（マークシート方式）

面接

帰国生入学試験

海外ＡＯ入試 国内入試海外学力選抜入試

令和4年10月29日（土）
令和4年10月30日（日）

単願・単願GS
併願・併願GS

国語・数学・英語
（選択記述方式）
面接（単願のみ）

※帰国生入学試験の詳細については，本校ホームページをご参照ください。

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/　　　

令和5年1月9日（月・祝） 令和5年1月21日（土）
令和5年1月15日（日）

令和5年1月21日（土）
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2　入学試験の概要
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3　コース／クラスと合格区分
3 ‒ 1 コース／クラスと合格区分

コース クラス 合格区分 略称

特別進学コース

スーパーハイクラス
学力Ⅰ種S特待合格 学力Ⅰ種S

学力Ⅰ種特待合格 学力Ⅰ種

特進クラス
学力Ⅱ種特待合格 学力Ⅱ種

特進合格 特進

総合進学コース

進学クラス 進学合格 進学

スポーツクラス

スポーツⅠ種特待合格 スポーツⅠ種

スポーツⅡ種特待合格 スポーツⅡ種

スポーツ合格 スポーツ

グローバル・スタディコース グローバル・スタディクラス

GS学力Ⅰ種特待合格 GSⅠ種

GS学力Ⅱ種特待合格 GSⅡ種

GS合格 GS

3 ‒ 2 クラス分けテスト

たします。自身の合格区分より上位の合格区分が必要なコース／クラスへの所属を希望する場合は，クラス

分けテストにおいて高得点をとる必要があります。

クラス分けテストにおいて希望できるコース／クラスは以下になります。

合格区分

特別進学コース 総合進学コース
グローバル・
スタディコース

スーパー
ハイクラス

特進クラス 進学クラス
スポーツ
クラス

グローバル・
スタディクラス

学力Ⅰ種S特待合格 ◎ 　 　 　 　

学力Ⅰ種特待合格 ◎ ○ ○ 　

学力Ⅱ種特待合格 △ ◎ ○ 　

特進合格 △ ◎ ○ 　

進学合格 △ ◎ 　 △※

スポーツⅠ種特待合格 　 　 　 ◎ 　

スポーツⅡ種特待合格 　 　 　 ◎ 　

スポーツ合格 　 　 　 ◎ 　

GS学力Ⅰ種特待合格 　 　 　 　 ◎

GS学力Ⅱ種特待合格 　 　 　 　 ◎

GS合格 　 　 　 　 ◎

◎：合格区分に対応したクラスであり，希望すれば必ず所属できます。

○：合格区分に対応したクラスではありませんが，希望すれば必ず所属できます。

。すまきで属所ばれとを点得高でトステけ分スラクつか，し望希，がんせまりあはでスラクたし応対に分区格合 ：△

。すまりあが合場いなきで望希でトステけ分スラク，上合都の員定集募はスラクィデタス・ルバーログ ：※

3月下旬に入学予定者全員を対象としてクラス分けテストを実施し，コース／クラスの所属が最終確定い
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4　インターネット出願について
本校ホームページからインターネット出願ができます。　　

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/coming/yoko/application.html

4 ‒ 1 出願書類の提出
出願書類の提出方法については，

【学校一括出願（郵送・窓口）】と【個人出願（郵送・窓口）】があり，在籍校によって異なります。

詳細については在籍校の指示に従ってください。

4 ‒ 2 インターネット出願の概要

出願サイトへアクセス

画面の指示に従い入力

申込内容確認書の印刷・在籍校へ提出

申込内容確認書の在籍校による内容確認

検定料の支払い方法選択

クレジットカード支払い
（オンライン決済）

コンビニ支払い
金融機関ATM
（ペイジー）

支払い完了メール確認

受験票・入学願書印刷

出願書類一式提出（受験票は本人保管）

試験当日受験票持参

間
期
備
準
願
出

出願期間

間
期
録
登
願
出
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4 ‒ 3 インターネット出願スケジュール

日付
出願準備期間

検定料支払の前段階まで入力が可能です。

この期間に以下の①～③を済ませてください。

なお，②，③の申込内容確認書の点検スケジュールについては，在籍校の先

生の指示に従ってください。

　　①必要項目の入力

　　②申込内容確認書の印刷

　　③在籍校の先生へ申込内容確認書の提出

出願登録期間
在籍校の先生による申込内容確認書の点検が終了した後，検定料の支払いに

進んでください。検定料の支払い後，受験票・入学願書の印刷が可能になり

ます。

出願書類一式を揃えて，出願する準備を整えてください。

※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

出願期間（出願書類一式提出）

窓口受付

郵送受付

【一般試験のみ】窓口受付

12月16日，19日

単願推薦試験

単願推薦不合格者の一般試験再出願

・インターネット出願登録

月

・出願書類提出（窓口受付のみ）

月

併願推薦型試験Ａ日程

一般試験・併願推薦型試験Ｂ日程

お問い合わせ先 - -

1日（土）

2日（金）

22日（木）

（金）

3日（土）

（木）

1月7日  (土)

1月9日(月 ･ 祝)

1月15日  (日)

1月21日  (土)

1月7日　9：00 ～ 12：00



－6－

5　単願推薦試験
5 ‒ 1 単願推薦試験詳細

試験日

試験会場 土浦日本大学高等学校

出願期間・
出願方法

出願方法　インターネット出願
インターネット出願スケジュール」をご参照ください。

　　窓口受付
　　郵送受付

受験区分・出願資格

共通条件

●
人物ともに優秀で学校長の推薦する者。

●
以内であること。ただし，日数を超えても正当な事由がある場合には，出願を認め

ることもある。（遅刻・早退は 回で欠席 日）

単願推薦SH

●スーパーハイクラスを第一志望とする者。

●出願時に学力Ⅰ種Ｓ特待のみの希望者は，学力Ⅰ種Ｓ特待限定を志願することもできる。

●
● 年次 学期または 学期（ 学

であること。

単願推薦Ａ

●特別進学コースを第一志望とする者。ただし，出願時に希望者は第二志望として進
学クラスを志願することもできる。

● 年次 学期または 学期（ 学
であること。

単願推薦Ｂ
●進学クラスを第一志望とする者。

● 年次 学期または 学期（ 学期制の場合は前期）

または 教科

単願推薦Ｃ

●スポーツクラスを第一志望とする者。

●

●下記のスポーツ競技を対象とし，技能優秀であり部活動またはクラブチーム等で実
績がある者。
※事前に在籍校と本校部活動顧問との間で出願資格の確認が必要となります。

バスケットボール（男子・女子）・バレーボール（男子・女子）・硬式野球（男子）
陸上競技（男子・女子）・レスリング（男子）・剣道（男子）・柔道（男子・女子）

単願推薦GS

●グローバル・スタディクラスを第一志望とする者。ただし，出願時に希望者は第二
志望として進学クラスを志願することもできる。

●以下の①～③のいずれかの条件を満たす者。ただし，評定については3年次1学期
　または2学期（2学期制の場合は前期）とする。
①英語の評定5または英検準2級の場合
　5教科5段階の評定合計が18以上，または9教科5段階の評定合計が33以上であること。
②英語の評定4の場合
　5教科5段階の評定合計が20以上，または9教科5段階の評定合計が36以上であること。
③英検2級以上であること。
  （上記共通条件の通り，5教科が3以上，9教科が2以上であること。）

令和5年1月9日（月・祝）

令和4年12月16日（金）・19日（月）
令和4年12月22日（木）
※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

令和5

●最終学年の評定において，5教科が3以上，かつ9教科が2以上であること。

ただし，単願推薦Cにおいては9教科全てが2以上であること。

※最終学年の評定とは，調査書記載の評定を示す。

受験の手順
①見学会または入試説明会にWEB登録し参加する。（オンライン含む）

②本校教員との個別面談を受け「志望理由書」を受け取る。（オンライン含む）

　※個別面談は11月以降に実施します。

3年次1学期または2学期（2学期制の場合は前期）5教科5段階の評定合計が15以上,
または9教科5段階の評定合計が27以上であること。
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5　単願推薦試験
5 ‒ 1 単願推薦試験詳細

試験日

試験会場 土浦日本大学高等学校

出願期間・
出願方法

出願方法　インターネット出願
インターネット出願スケジュール」をご参照ください。

　　窓口受付
　　郵送受付

受験区分・出願資格

共通条件

●
人物ともに優秀で学校長の推薦する者。

●
以内であること。ただし，日数を超えても正当な事由がある場合には，出願を認め

ることもある。（遅刻・早退は 回で欠席 日）

単願推薦SH

●スーパーハイクラスを第一志望とする者。

●出願時に学力Ⅰ種Ｓ特待のみの希望者は，学力Ⅰ種Ｓ特待限定を志願することもできる。

●
● 年次 学期または 学期（ 学

であること。

単願推薦Ａ

●特別進学コースを第一志望とする者。ただし，出願時に希望者は第二志望として進
学クラスを志願することもできる。

● 年次 学期または 学期（ 学
であること。

単願推薦Ｂ
●進学クラスを第一志望とする者。

● 年次 学期または 学期（ 学期制の場合は前期）

または 教科

単願推薦Ｃ

●スポーツクラスを第一志望とする者。

●

●下記のスポーツ競技を対象とし，技能優秀であり部活動またはクラブチーム等で実
績がある者。
※事前に在籍校と本校部活動顧問との間で出願資格の確認が必要となります。

バスケットボール（男子・女子）・バレーボール（男子・女子）・硬式野球（男子）
陸上競技（男子・女子）・レスリング（男子）・剣道（男子）・柔道（男子・女子）

単願推薦GS

●グローバル・スタディクラスを第一志望とする者。ただし，出願時に希望者は第二
志望として進学クラスを志願することもできる。

●以下の①～③のいずれかの条件を満たす者。ただし，評定については3年次1学期
　または2学期（2学期制の場合は前期）とする。
①英語の評定5または英検準2級の場合
　5教科5段階の評定合計が18以上，または9教科5段階の評定合計が33以上であること。
②英語の評定4の場合
　5教科5段階の評定合計が20以上，または9教科5段階の評定合計が36以上であること。
③英検2級以上であること。
  （上記共通条件の通り，5教科が3以上，9教科が2以上であること。）

令和5年1月9日（月・祝）

令和4年12月16日（金）・19日（月）
令和4年12月22日（木）
※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

令和5

●最終学年の評定において，5教科が3以上，かつ9教科が2以上であること。

ただし，単願推薦Cにおいては9教科全てが2以上であること。

※最終学年の評定とは，調査書記載の評定を示す。

受験の手順
①見学会または入試説明会にWEB登録し参加する。（オンライン含む）

②本校教員との個別面談を受け「志望理由書」を受け取る。（オンライン含む）

　※個別面談は11月以降に実施します。

3年次1学期または2学期（2学期制の場合は前期）5教科5段階の評定合計が15以上,
または9教科5段階の評定合計が27以上であること。
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①願書（志願者）…………インターネット出願を済ませ，印刷し，写真を貼付したもの。

　ただし，写真をアップロードしている場合は貼付不要。

②志望理由書（志願者）…黒か青のボールペン（摩擦で消えないもの）で記入したもの。

③調査書（在籍校）………茨城県私学協会標準様式とする。

　　　ただし，千葉県に関しては公立標準様式とする。

※本校教員との個別面談（オンライン含む）終了後、配付します。

④推薦書（在籍校）

検定料
インターネット出願の案内に従って納入してください。

試験教科・日程
点）※リスニングなし

　　　　※面接が終了した受験生から解散となります。

合格発表
　◎発表日当日の午前中に，合否の結果を各学校宛に通知します。

入学手続
　◎手続き時納入金は銀行振込で納付してください。

に

まで

前願出は者るす望希を寮入のへ寮に後学入，りおてし籍在に校学の外国本日※

その他

合否の判定については，調査書・試験結果・面接等を総合的に判断します。

【千葉県受験生】出願資格確認のため中学校・義務教育学校の先生との入試相談を行い

ますので，担任の先生にご相談ください。

土浦駅東口より本校直通の路線バス（220円）が運行されます。

単願推薦試験の不合格者は，一般試験の再受験が可能です。再受験時の検定料は免除

されます。出願書類は以下の①～④です。

①願書（インターネット出願サイトより再登録)　②調査書　

③単願推薦試験の受験票　④志望理由書（単願推薦出願時のコピー）

また，一般試験［一般単願］での再受験者には加点等の優遇をします。

なお，併願推薦型試験は再受験できません。

※再出願される場合は，事前に情報入試室（029-823-4439）までご連絡ください。

試験当日，午前6時から試験実施等についての案内を本校ホームページ（https://www.

tng.ac.jp/tsuchiura/に掲載します。

5 ‒ 2 受験区分と合格区分
コース／クラス

と合格区分」もあわせてご覧ください。

受験区分 合格区分

単願推薦SH
学力Ⅰ種Ｓ特待限定あり 学力Ⅰ種Ｓ 　

学力Ⅰ種Ｓ特待限定なし 学力Ⅰ種Ｓ 学力Ⅰ種 　

単願推薦Ａ
第二志望進学なし 学力Ⅰ種Ｓ 学力Ⅰ種 学力Ⅱ種 特進 　

第二志望進学あり 学力Ⅰ種 学力Ⅱ種 特進 進学

単願推薦Ｂ 　 進学

単願推薦Ｃ スポーツⅠ種 スポーツⅡ種 スポーツ 　

単願推薦GS
第二志望進学なし 　 GSⅠ種 GSⅡ種 GS

第二志望進学あり 　 GSⅠ種 GSⅡ種 GS 進学

特待制度」をご参照ください。

※学力Ⅰ種S特待はスーパーハイクラスの所属になります。

令和5年1月12日（木）

令和5年1月12日（木）～1月16日（月）

出願書類
本校HPよりダウンロード

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/
coming/yoko/download.html

 8：30 ～ 9：00 集合

 9：20 ～ 10：10 国語 (50分)

10：25 ～ 11：15 数学 (50分)

11：30 ～ 12：20 英語 (50分)

12：20 ～ 13：00 昼食 (40分)

13：10 ～  面接

●
●

●
●

●
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6　一般試験
6 ‒ 1 一般試験詳細

試験日

試験会場

土浦会場 土浦日本大学高等学校

つくば会場 つくば国際会議場

出願期間・
出願方法

出願方法

　　窓口受付

　　　　　　　※単願推薦不合格者再出願日

　　郵送受付

受験区分・出願資格

共通条件

一般単願

（一般単願のみ）
受験の手順

本校（スーパーハイクラス，特進クラス，進学クラス）を第一志望とする者。

一般併願 併願で，スーパーハイクラス，特進クラス，進学クラスを志望する者。

一般併願GS 併願で，グローバル・スタディクラスを第一志望とし，進学クラスを第二志望とする者。

①願書（志願者）

①見学会または入試説明会にWEB登録し参加する。（オンライン含む）

②本校教員との個別面談を受け「志望理由書」を受け取る。（オンライン含む）

　※個別面談は11月以降に実施します。

‥‥‥インターネット出願を済ませ，印刷し，写真を貼付したもの。

③志望理由書（志願者・一般単願のみ）
‥‥‥黒か青のボールペン（摩擦で消えないもの）で記入したもの。

※本校教員との個別面談（オンライン含む）終了後，配付します。

ただし，写真をアップロードしている場合は貼付不要。

②調査書（在籍校） 。るすと式様準標会協学私県城茨‥‥

ただし，千葉県に関しては公立標準様式とする。

検定料
インターネット出願の案内に従って納入してください。

令和5年1月21日（土）

水戸会場 水戸市立第二中学校

下妻会場 下妻市立下妻中学校

石岡会場 石岡市立国府中学校

守谷会場 守谷市立守谷中学校

取手会場 取手市立取手第二中学校

※一般単願受験者は，土浦会場での受験となります。

※試験会場の選択は，在籍校の先生の指示に従って下さい。

令和5年3月に中学校・義務教育学校を卒業見込み，または中学校・義務教育学校を

卒業した者。

令和4年12月22日（木）必着

※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

令和5年1月13日（金）
 9：00 ～ 12：00

令和4年12月16日（金）・19日（月）

 9：00 ～ 16：00

令和5年1月7日（土）
 9：00 ～ 12：00

出願書類
本校HPよりダウンロード

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/
coming/yoko/download.html

※茨城県以外の受験者は，土浦会場またはつくば会場の受験となります。

　インターネット出願

　詳細はP.5「4-3インターネット出願スケジュール」をご参照ください。

20,000円
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6　一般試験
6 ‒ 1 一般試験詳細

試験日

試験会場

土浦会場 土浦日本大学高等学校

つくば会場 つくば国際会議場

出願期間・
出願方法

出願方法

　　窓口受付

　　　　　　　※単願推薦不合格者再出願日

　　郵送受付

受験区分・出願資格

共通条件

一般単願

（一般単願のみ）
受験の手順

本校（スーパーハイクラス，特進クラス，進学クラス）を第一志望とする者。

一般併願 併願で，スーパーハイクラス，特進クラス，進学クラスを志望する者。

一般併願GS 併願で，グローバル・スタディクラスを第一志望とし，進学クラスを第二志望とする者。

①願書（志願者）

①見学会または入試説明会にWEB登録し参加する。（オンライン含む）

②本校教員との個別面談を受け「志望理由書」を受け取る。（オンライン含む）

　※個別面談は11月以降に実施します。

‥‥‥インターネット出願を済ませ，印刷し，写真を貼付したもの。

③志望理由書（志願者・一般単願のみ）
‥‥‥黒か青のボールペン（摩擦で消えないもの）で記入したもの。

※本校教員との個別面談（オンライン含む）終了後，配付します。

ただし，写真をアップロードしている場合は貼付不要。

②調査書（在籍校） 。るすと式様準標会協学私県城茨‥‥

ただし，千葉県に関しては公立標準様式とする。

検定料
インターネット出願の案内に従って納入してください。

令和5年1月21日（土）

水戸会場 水戸市立第二中学校

下妻会場 下妻市立下妻中学校

石岡会場 石岡市立国府中学校

守谷会場 守谷市立守谷中学校

取手会場 取手市立取手第二中学校

※一般単願受験者は，土浦会場での受験となります。

※試験会場の選択は，在籍校の先生の指示に従って下さい。

令和5年3月に中学校・義務教育学校を卒業見込み，または中学校・義務教育学校を

卒業した者。

令和4年12月22日（木）必着

※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

令和5年1月13日（金）
 9：00 ～ 12：00

令和4年12月16日（金）・19日（月）

 9：00 ～ 16：00

令和5年1月7日（土）
 9：00 ～ 12：00

出願書類
本校HPよりダウンロード

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/
coming/yoko/download.html

※茨城県以外の受験者は，土浦会場またはつくば会場の受験となります。

　インターネット出願

　詳細はP.5「4-3インターネット出願スケジュール」をご参照ください。

20,000円
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試験教科・日程

一般単願

　面接　※面接が終了した受験生から解散となります。
　　　　※必ず昼食を持参してください。

　　　　※必ず昼食を持参してください。一般併願
一般併願GS

ただし，グローバル・スタディコースの合格基準に達しない場合は，一般併願と同

じ基準で進学合格の合否判定を行います。

合格発表
◎発表日当日の午前中に，合否の結果を各在籍校宛に通知します。

入学手続　
◎手続き時，納入金は銀行振込で納付してください。

表発格合の校立公てえ越を日切締続手るあに書格合校本で者験受校高立公，しだた 　

が行われる場合は，所定の手続きの上，合格発表日翌日まで延期することが可能です。

一般併願
一般併願GS

 

力学（分区格合の書格合，で者格合の願併般一 ※ Ⅰ種S特待を除く）の末尾に＋が付

つスライドします。

その他

●合否の判定については，調査書・試験結果・面接（一般単願のみ）等を総合的に判

断します。また，本校の定める基準を満たす者は優遇します。

●
●一般試験・併願推薦型試験は，どちらか一方にしか出願できません。

●単願推薦試験の不合格者は，一般試験の再受験が可能です。再受験時の検定料は

免除されます。出願書類は以下の①～④です。

①願書（インターネット出願サイトより再登録)　②調査書　

③単願推薦試験の受験票　④志望理由書（単願推薦出願時のコピー）

また，一般試験［一般単願］での再受験者には加点等の優遇をします。

なお併願推薦型試験は再受験できません。

　※再出願される場合は，事前に情報入試室（029-823-4439）までご連絡ください。

●試験当日，午前 時から試験実施等についての案内を本校ホームページ（https://www. 

tng.ac.jp/tsuchiura/）に掲載します。

6 ‒ 2 受験区分と合格区分
コース／クラス

と合格区分」もあわせてご覧ください。

受験区分 合格区分

一般単願 学力Ⅰ種S 学力Ⅰ種 学力Ⅱ種 特進 進学

一般併願 学力Ⅰ種S 学力Ⅰ種 学力Ⅱ種 特進 進学

一般併願GS 　 GSⅠ種 GSⅡ種 GS 進学

令和5年1月25日（水）

令和5年1月25日（水）～ 1月27日（金）

令和5年1月25日（水）
令和 5 年 3月15日（水）

令和5年2月17日（金）
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7　（千葉県受験生対象）併願推薦型試験
7 ‒ 1 併願推薦型試験詳細

試験日

試験会場

Ａ日程　土浦日本大学高等学校

出願期間・
出願方法

出願方法　インターネット出願
インターネット出願スケジュール」をご参照ください。

　　窓口受付

　　郵送受付

受験区分・出願資格

共通条件

●
し，学業・人物ともに優秀で学校長の推薦する者。

●

願を認めることもある。（遅刻・早退は 回で欠席 日）

併願推薦 併願で，スーパーハイクラス，特進クラス，進学クラスを志望する者。

併願推薦GS 併願で，グローバル・スタディクラスを第一志望とし，進学クラスを第二志望とする者。

出願書類
本校HPよりダウンロード

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura/
coming/yoko/download.html

①願書（志願者）‥‥‥インターネット出願を済ませ，印刷し，写真を貼付したもの。
ただし，写真をアップロードしている場合は貼付不要。

②調査書（在籍校）‥‥千葉県公立標準様式とする。

検定料
インターネット出願の案内に従って納入してください。

試験教科・日程

併願推薦
併願推薦GS

点）　※リスニングなし

ただし，グローバル・スタディコースの合格基準に達しない場合は，併願推薦と同

じ基準で進学合格の合否判定を行います。

合格発表
◎発表日当日の午前中に，合否の結果を各在籍校宛に通知します。

令和5年1月15日（日）

令和5年1月21日（土）

令和5年1月16日（月）令和5年1月17日（火）

令和5年1月25日（水）

※必ず昼食を持参してください。

令和5

令和4年12月16日（金）・19日（月）

令和4年12月22日（木）
※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

● 年次 学期または 学期（ 学期制の場合は前期）の

以上であること。

●在籍期間3年間の評定において，5教科が3以上，かつ9教科2以上であること。
※在籍期間3年間の評定は，1年次・2年次は学年通算，3年次は調査書記載の評定を示す。
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7　（千葉県受験生対象）併願推薦型試験
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②調査書（在籍校）‥‥千葉県公立標準様式とする。

検定料
インターネット出願の案内に従って納入してください。

試験教科・日程

併願推薦
併願推薦GS

点）　※リスニングなし

ただし，グローバル・スタディコースの合格基準に達しない場合は，併願推薦と同

じ基準で進学合格の合否判定を行います。
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◎発表日当日の午前中に，合否の結果を各在籍校宛に通知します。
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令和5年1月21日（土）

令和5年1月16日（月）令和5年1月17日（火）

令和5年1月25日（水）

※必ず昼食を持参してください。

令和5

令和4年12月16日（金）・19日（月）

令和4年12月22日（木）
※封筒サイズ・色の指定は特にありません。

● 年次 学期または 学期（ 学期制の場合は前期）の

以上であること。

●在籍期間3年間の評定において，5教科が3以上，かつ9教科2以上であること。
※在籍期間3年間の評定は，1年次・2年次は学年通算，3年次は調査書記載の評定を示す。
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入学手続

◎手続き時，納入金は銀行振込で納付してください。

立公てえ越を日切締続手るあに書格合校本で者験受校高立公の外以県葉千，しだた 　

校の合格発表が行われる場合は，所定の手続きの上，合格発表日翌日まで延期する

ことが可能です。

力学（分区格合の書格合，で者格合の薦推願併 ※ Ⅰ種S特待を除く）の末尾に＋が付

つスライドします。

その他

●合否の判定については，調査書・試験結果等を総合的に判断します。

●出願資格確認のため中学校・義務教育学校の先生との入試相談を行いますので，担
任の先生にご相談ください。

●
●推薦試験は，単願推薦試験または併願推薦型試験のどちらか一方にしか出願できま

せん。また，併願推薦型試験と一般試験もどちらか一方にしか出願できません。

●試験当日，午前 時から試験実施等についての案内を本校ホームページ（https://www. 

tng.ac.jp/tsuchiura/）に掲載します。

7 ‒ 2 受験区分と合格区分
コース／クラス

と合格区分」もあわせてご覧ください。

受験区分 合格区分

併願推薦 学力Ⅰ種Ｓ 学力Ⅰ種 学力Ⅱ種 特進 進学

併願推薦GS 　 GSⅠ種 GSⅡ種 GS 進学

令和5年1月17日（火）～令和5年3月6日（月）

令和5年1月25日（水）～令和5年3月6日（月）

令和5年2月17日（金）



－12－

8　追試験
新型コロナウイルス感染症対策に伴い以下の通り追試験を実施します。試験当日までの健康確認（発熱の

有無等）により，新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる者を対象とします。在籍校を通してご連絡

ください。

8 ‒ 1 試験日

単願推薦試験志願者

一般試験，併願推薦型試験，
帰国国際生入学試験（国内入試）志願者

8 ‒ 2 試験会場

土浦日本大学高等学校

8 ‒ 3 試験科目・時間帯
単願推薦試験志願者 一般単願と同じ試験科目，時間帯で実施します。

一般試験，併願推薦型試験，
帰国国際生入学試験（国内入試）志願者

志願者が受験する予定であった試験と同じ試験科目，時間帯
で実施します。

8 ‒ 4 合格発表

8 ‒ 5 入学手続

9　試験範囲について

令和5年2月6日（月）～2月8日（水）

令和5年2月6日（月）～

令和5年1月25日（水）～1月27日（金）

令和 5年 2月 3日（金）

令和 5年 1月 21 日（土）

令和 5年 2月 3日（金）

令和 5年 1月 21 日（土）

令和 5年 2月 6日（月）

令和 5年 1月 25 日（水）

令和 5年 2月 3日（金）

令和 5年 1月 21 日（土）

令和 5年 2月 3日（金）

令和 5年 1月 21 日（土）

ただし,令和5年1月21日（土）にも受験できない場合には

令和5年2月3日（金）

　　　　　　　中学校の全範囲　●国語

　　　　　　 ※「三平方の定理」を含む
　　　　　「標本調査」を除く

　中学校の全範囲

　　●数学　

　●英語

「科学技術と人間」「自然と人間」
　　　　　　「地球と宇宙のうち『太陽系と恒星』」を除く

　公民的分野の「私たちと経済」
　　　　　「私たちと国際社会の諸課題」を除く

　●理科

　●社会
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10　納入金等
10 ‒ 1 入学手続時

手続時一括納入金
学力・GS・スポーツ

Ⅰ種特待 Ⅱ種特待
合　　計

入学当初の
納入金

入学金 給付 給付

施設拡充費※ 給付 給付

年度当初の
納入金

図書費

体育費 給付

生徒会費

10 ‒ 2 授業料等

毎月の納入額
学力・GS・スポーツ

Ⅰ種特待 Ⅱ種特待
合　　計

内
　
訳

授業料 給付

施設費 給付

父母と教師の会会費

後援会会費

体育後援会会費

※就学支援金は，申請に基づき「課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額」などにより，支給の可否
及び金額が判定されます。
◎次年度以降の納入金については，新電力料金の価格高騰等に伴い改定を予定しております。
◎上記の他に修学旅行積立金（グローバル・スタディクラスを除く）がかかります。
◎上記の父母と教師の会，後援会，体育後援会については入学と同時に，また，同窓会については卒業と同
時に会員となります。
◎グローバル・スタディクラスについては，別途教育充実費（月額5,000円），海外研修費（第1学年437,740
円，第2学年738,195円※社会状況等により変動あり。燃油サーチャージは含まない）がかかります。
＜2022年度徴収実績＞

10 ‒ 3 特待制度
本校では，人物，操行が善良で，学力や特技に秀でた生徒に対し，入学金や授業料を給付する特待制度を

設けています。

● 授業料等」をご覧ください。

●

●

4



試験会場への交通機関

試験会場 交通機関

土浦日本大学高等学校

つくば国際会議場

水戸市立第二中学校

下妻市立下妻中学校

石岡市立国府中学校

守谷市立守谷中学校

取手市立取手第二中学校

ＪＲ常磐線「土浦駅」より徒歩25分またはバス10分

つくばエクスプレス「つくば駅」より徒歩10分

ＪＲ常磐線「水戸駅」より徒歩10分

関東鉄道常総線「下妻駅」より徒歩35分

ＪＲ常磐線「石岡駅」より徒歩15分

つくばエクスプレス・関東鉄道常総線「守谷駅」より徒歩7分

関東鉄道常総線「寺原駅」より徒歩3分

・試験当日は，最寄駅より本校の係が案内します。

試験当日の実施案内について

● 試験当日，午前6時から試験実施等についての案内を本校ホームページに掲載します。

● 12月上旬頃に，試験会場利用上の注意についてを本校ホームページに掲載します。

https://www.tng.ac.jp/tsuchiura

・試験会場の下見はできません。

・試験会場に関する問い合わせは，本校情報入試室（029-823-4439）までお願いします。


