
勉強のこと、入学の不安、その他どんなお悩みや疑問にも専門スタッフが丁寧にお答えいたします。

● 総 合 コ ー ス

● 選 択 コ ー ス

● 特 選 コ ー ス

● 在 宅 コ ー ス

生 徒 募 集 要 項

WILL学園を

お考えのみなさまへ

高等部
本書は【WILL学園】入学案内資料であり、生徒募集要項でもあります。
みなさまが入学を検討されるにあたり、当学園が安心かつ信頼できる居場所かどうかの判断
材料として頂けたら幸いです。またご入学頂いた際には卒業時まで保管してください。
内容をご覧頂き、ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://www.willschool.net/



■2019年度　入試カレンダー

※上記日程終了後、追加募集を行う場合があります。詳しくは各キャンパスまでお問い合わせください。

WILL学園の入試は落とすための入試ではありません。　　　　

1

　合格発表
　①1/21月
　②2/4月
　③2/18月

2019年 　出願期間
　①1/7月～1/18金
　②1/21月～1/31木
　③2/4月～2/15金

　入試日
　①1/19土
　②2/1金
　③2/16土

2018年

　出願期間
　①9/25火～10/5金
　②10/9火～10/18木
　③11/5月～11/16金

　入試日
　①11/2金
　②11/30金

　合格発表
　①11/5月
　②12/3月

　入試日
　①10/6土
　②10/19金
　③11/17土

　合格発表
　①10/9火
　②10/22月
　③11/19月

　出願期間
　①10/22月～11/1木
　②11/19月～11/29木

単 願 入 試 併 願 入 試 一 般 入 試

入学金半額免除 - -



●募集コース（※在宅授業は本学園の講師がご家庭に訪問して行います。）

　　 １.　総合コース・・・・・・週5日通学（うち週1日自由登校日あり）

　　 ２.　選択コース・・・・・・週3日通学（うち週1日自由登校日あり）

　　 ３.　特選コース・・・・・・週2日通学＋月2回在宅授業

４.　在宅コース・・・・・・月4回在宅授業

●出願書類 １． 入学願書　（本学園所定の用紙）

２.　写真１枚　（願書に貼付）

３.　学習環境調査書（生徒本人、保護者が記入）

※願書の受付は来校、郵送どちらでも受付致します。

●入学資格 １．平成31年3月中学校を卒業見込みの者（新入生）

２．平成30年3月以前に中学校を卒業した者（新・編入生）

３．現在高等学校に在籍している者（転入生）

　※高校卒業者、高認試験合格者を除きます。

単願入試とは本学園のみを受験し、合格したならば必ず入学する意思のある人のための入試方法です。

●入学試験日程 受験区分 試験日

入学金が半額免除となります。

※基礎学力試験については別冊『基礎学力試験の手引き』があります。ご希望の方はお問い合わせください。

※作文試験試験については『入学試験のご案内』に同封される指定の用紙に作文を書いて試験日に提出してください。

※在宅コース入学希望の方は上記試験とは異なります。詳しくはお問い合わせください。

●合格発表 試験終了後、翌日（もしくは翌々日）に本学園より合格通知を発送致します。

※通信制高校入学希望者は本学園連携の通信制高校に入学の予定になります。

●入学手続 合格通知到着後、入学金、年間活動費、授業料を納入の上所定の書類を提出してください。

通信制高校（翔洋学園高等学校）の入学手続きは平成31年1月以降になります。
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単願
（Ⅲ期）

平成30年
　　　11月05日（月）
　　　　　　～
　　　11月16日（金）

11月17日（土）
面接

（本人、保護者）
作文、基礎学力

　　入学金
　　　・・・平成30年11月30日（金）
　　活動費、4月授業料
　　　・・・平成31年13月26日（火）

単願
（Ⅰ期）

平成30年
　　　09月25日（火）
　　　　　　～
　　　10月05日（金）

10月06日（土）
面接

（本人、保護者）

　　入学金
　　　・・・平成30年10月19日（金）
　　活動費、4月授業料
　　　・・・平成31年13月26日（火）

単願
（Ⅱ期）

平成30年
　　　10月09日（火）
　　　　　　～
　　　10月18日（木）

10月19日（金）
面接

（本人、保護者）
作文

　　入学金
　　　・・・平成30年11月02日（金）
　　活動費、4月授業料
　　　・・・平成31年13月26日（火）

単願入試 ・・・

出願期間 試験方法 手続締切

今年中に進学先を決めて高校生になるための準備を早めにしたい人向け

特典：入学金半額免除、プレ入学制度・・・無料で通学練習ができる



●募集コース（※在宅授業は本学園の講師がご家庭に訪問して行います。）

　　 １.　総合コース・・・・・・週5日通学（うち週1日自由登校日あり）

　　 ２.　選択コース・・・・・・週3日通学（うち週1日自由登校日あり）

　　 ３.　特選コース・・・・・・週2日通学＋月2回在宅授業

４.　在宅コース・・・・・・月4回在宅授業

●出願書類 １． 入学願書　（本学園所定の用紙）

２.　写真１枚　（願書に貼付）

３.　学習環境調査書（生徒本人、保護者が記入）

※願書の受付は来校、郵送どちらでも受付致します。

●入学資格 １．平成31年3月中学校を卒業見込みの者（新入生）

２．平成30年3月以前に中学校を卒業した者（新・編入生）

３．現在高等学校に在籍している者（転入生）

　※高校卒業者、高認試験合格者を除きます。

併願入試とは本学園以外の都立県立高校も受験した場合、入学手続きを都立県立高校の合格発表まで

延期することができる入試方法です。

●入学試験日程 受験区分 試験日

※作文試験試験については『入学試験のご案内』に同封される指定の用紙に作文を書いて試験日に提出してください。

※在宅コース入学希望の方は上記試験とは異なります。詳しくはお問い合わせください。

●合格発表 試験終了後、翌日（もしくは翌々日）に本学園より合格通知を発送致します。

※通信制高校入学希望者は本学園連携の通信制高校に入学の予定になります。

●入学手続 合格通知到着後、所定の書類を提出してください。

通信制高校（翔洋学園高等学校）の入学手続きは平成31年1月以降になります。

入学金、年間活動費、授業料の延納に関しては入試日に所定の書類を提出していただきます。
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試験方法 手続締切

併願
（Ⅰ期）

平成30年
　　　10月22日（月）
　　　　　　～
　　　11月01日（木）

11月30日（金）
面接

（本人、保護者）
作文

入学金、活動費、4月授業料
　 　・・・都立県立高校の

　　　　　　　 合格発表の翌日まで

11月02日（金）
面接

（本人、保護者）

入学金、活動費、4月授業料
　 　・・・都立県立高校の

　　　　　　　 合格発表の翌日まで

併願入試 ・・・

併願
（Ⅱ期）

平成30年
　　　11月19日（月）
　　　　　　～
　　　11月29日（木）

出願期間

全日制高校を受験したい。ただ、落ちたらどうしようと不安になってしまう人向け

特典：入学金等手続締切を合格発表まで延長可



●募集コース（※在宅授業は本学園の講師がご家庭に訪問して行います。）

　　 １.　総合コース・・・・・・週5日通学（うち週1日自由登校日あり）

　　 ２.　選択コース・・・・・・週3日通学（うち週1日自由登校日あり）

　　 ３.　特選コース・・・・・・週2日通学＋月2回在宅授業

４.　在宅コース・・・・・・月4回在宅授業

●出願書類 １． 入学願書　（本学園所定の用紙）

２.　写真１枚　（願書に貼付）

３.　学習環境調査書（生徒本人、保護者が記入）

※願書の受付は来校、郵送どちらでも受付致します。

●入学資格 １．平成31年3月中学校を卒業見込みの者（新入生）

２．平成30年3月以前に中学校を卒業した者（新・編入生）

３．現在高等学校に在籍している者（転入生）

　※高校卒業者、高認試験合格者を除きます。

●入学試験日程 受験区分 試験日

※上記日程終了後、追加募集を行う場合があります。詳しくは当学園までお問い合わせください。

※基礎学力試験については別冊『基礎学力試験の手引き』があります。ご希望の方はお問い合わせください。

※作文試験試験については『入学試験のご案内』に同封される指定の用紙に作文を書いて試験日に提出してください。

※在宅コース入学希望の方は上記試験とは異なります。詳しくはお問い合わせください。

●合格発表 試験終了後、翌日（もしくは翌々日）に本学園より合格通知を発送致します。

※通信制高校入学希望者は本学園連携の通信制高校に入学の予定になります。

●入学手続 合格通知到着後、入学金、年間活動費、授業料を納入の上所定の書類を提出してください。

その際、通信制高校（翔洋学園高等学校）の入学に必要な書類を同封します。指示に従い必要事項を

記入し、手続締切の期日までに当学園に提出する書類とあわせて提出してください。
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一般
（Ⅲ期）

平成31年
　　　　2月14日（月）
　　　　　　　～
　　　　2月15日（金）

2月16日（土）
作文、基礎学力

面接（本人）

　　入学金、活動費
　　　・・・平成31年2月22日（金）
　　4月授業料
　　　・・・平成31年3月26日（火）

一般
（Ⅱ期）

平成31年
　　　　1月21日（月）
　　　　　　　～
　　　　1月31日（木）

2月11日（金）
作文、基礎学力

面接（本人）
のうち2つを選択

　　入学金、活動費
　　　・・・平成31年2月18日（金）
　　4月授業料
　　　・・・平成31年3月26日（火）

一般
（Ⅰ期）

平成31年
　　　　1月17日（月）
　　　　　　　～
　　　　1月18日（金）

1月19日（土）
作文、基礎学力

面接（本人）
のうち1つを選択

　　入学金、活動費
　　　・・・平成31年1月25日（金）
　　4月授業料
　　　・・・平成31年3月26日（火）

一般入試 ・・・

出願期間 試験方法 手続締切

進学先をゆっくり決めたい人向け

特典：プレ入学制度・・・無料で通学練習ができる（限りあり）



学費（キャンパスによって異なります）

●学費一覧（消費税込み） 年度中に消費税率が変更になった場合は授業料が変更になります。

【高田馬場本校】

総合 選択 特選 在宅

¥108,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥108,000

¥259,200 ¥259,200 ¥259,200 ¥259,200

¥64,800 ¥32,400 ¥43,200 ¥54,000

【立川キャンパス】【横浜キャンパス】【浦和キャンパス】

総合 選択 特選 在宅

¥108,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥108,000

¥259,200 ¥259,200 ¥259,200 ¥259,200

¥54,000 ¥32,400 ¥43,200 ¥54,000

※入学金について、単願入試は半額免除となります。（納入は初年度のみとなります。）

※本学園指定の通信制高校入学希望者は別途入学費用が必要になります。

※在宅授業を行う際の講師訪問のための交通費は、実費分を負担して頂きます。

※修学旅行等学園イベントに参加する際は参加費を別途負担して頂きます。

※授業料は当月分を前月26日に口座振替にて納入して頂きます。

※本学園は日本政策金融公庫｢国の教育ローン｣を利用できる対象校になっております。

※詳細はお電話にてお問い合わせください。

願書提出先

【高田馬場本校】 　　　　　学研のサポート校WILL学園高田馬場本校

0120-840-555 　　　　　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-14-9

【立川キャンパス】 　　　　　学研のサポート校WILL学園立川キャンパス

0120-840-083 　　　　　〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-10-20　渡辺ビル4F

【横浜キャンパス】 　　　　　学研のサポート校WILL学園横浜キャンパス

0120-840-045 　　　　　〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1　ダイヤビル6F

【浦和キャンパス】 　　　　　学研のサポート校WILL学園立川キャンパス

0120-840-585 　　　　　〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-10-20　渡辺ビル4F
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コース

入学金

年間活動費

授業料（月額払い）

コース

入学金

年間活動費

授業料（月額払い）



WILL学園 検 索

高田馬場本校 0120-840-555

立川キャンパス 0120-840-083

横浜キャンパス 0120-840-045

浦和キャンパス 0120-840-585
https://www.willschool.net/

ｄ

オープンキャンパス・学園説明会・個別相談会

随時開催‼
詳しくは各キャンパスへお問い合わせください


