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高等学校 通学コース 2019年4月入学(第4期)

N

出願期間

●

2019

年4月入学(第4期)：2019年1月18日(金)～2019年2月20日(水)

試験内容
・課題作文 ※作文の課題は試験時に通知します。また、試験内容は事前にお伝えできません。
●

・面接

持ち物
・筆記用具
●

・生徒証などの写真付き身分証明書
※生徒証や他の写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、試験当日に顔写真を撮影し、
初回登校時に本人確認を行います。
・(N高生でコース変更を希望の方、N高ネットコースに合格済で通学コースを受験する方のみ)
通学コース出願申請書(本PDF4ページ目) ※記入・捺印の上、試験当日にご持参ください。

年
4月入学(第4期) 試験会場・試験日程
年 月開設の通学コース「プログラミング クラス」開設キャンパス変更（代々木・江坂キャ

●2019

※2019 4
ンパスのみ）のお知らせについてもご確認ください。
※心斎橋キャンパスは定員になりましたので、第3期で募集を終了しました。関西圏のキャンパスを
ご希望の方は江坂キャンパス・京都キャンパスをご検討ください。
①代々木・御茶ノ水・立川・横浜・大宮・千葉・柏キャンパス(本科クラス)への入学を希望される方
日程：2月23日(土) 10:00～ 13:00～
会場：代々木キャンパス 〒1510053 東京都渋谷区代々木 2 257 代ゼミタワーアネックス
②代々木キャンパス(プログラミング クラス)への入学を希望される方
日程：2月23日(土) 16:00～
会場：代々木キャンパス 〒1510053 東京都渋谷区代々木 2 257 代ゼミタワーアネックス
③江坂キャンパス(本科クラス)への入学を希望される方
日程：2月24日(日) 10:00～ 13:00～
会場：心斎橋キャンパス 〒5420085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2718
プライムスクエア心斎橋 6 階
④江坂キャンパス (プログラミング クラス)への入学を希望される方
日程：2月24日(日) 16:00～
会場：心斎橋キャンパス 〒5420085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2718
プライムスクエア心斎橋 6 階
⑤名古屋キャンパス(本科クラス)への入学を希望される方
日程：2月24日(日) 10:00～ 13:00～
会場：名古屋キャンパス 〒4600004 愛知県名古屋市中区新栄町23 YWCAビル5階
⑥福岡キャンパス(本科クラス)への入学を希望される方
日程：2月23日(土) 10:00～ 13:00～
会場：福岡キャンパス 〒8100004 福岡県福岡市中央区渡辺通248 小学館ビル7階
https://docs.google.com/document/d/1evrqdEwtMRuOMbTrDhdADDc3j_CJﬁkeI-q-7E_E4U4/edit#
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⑦福岡キャンパス(英進館クラス)通学コース入学試験詳細
への入学を希望される方
日程：2月23日(土) 16:00～
会場：福岡キャンパス 〒8100004 福岡県福岡市中央区渡辺通248 小学館ビル7階
⑧仙台キャンパス(本科クラス)への入学を希望される方
日程：2月24日(日) 13:00～
会場：standard貸会議室 仙台あおば通店 〒9800021宮城県仙台市青葉区中央226
三井住友銀行仙台ビル5階
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https://sendai.spaceuse.net/map/

⑨京都キャンパス(本科クラス)への入学を希望される方
日程：2月23日(土) 13:00～
会場：第8長谷ビル 京都府京都市下京区烏丸通仏光通下ル大政所町6801
https://www.hasebuilding.co.jp/meetingroom/pdf/about_map.pdf

※仙台キャンパス・京都キャンパスの入学試験会場はN高等学校通学コースのキャンパスでは
ございませんので、ご注意ください。
仙台キャンパス試験会場：https://sendai.spaceuse.net/map/
京都キャンパス試験会場：https://www.hasebuilding.co.jp/meetingroom/pdf/about_map.pdf
※キャンパスの住所は以下からもご確認いただけます。
https://nnn.ed.jp/commute_course/campus/

合否発表
日程： 年 月入学 第 期
●

2019 4
( 4 ) 3月7日(木)
※新入学・転入学・編入学の場合、合否発表は前籍校の学校書類がN高等学校 沖縄伊計本校に到着後
になります。
合否発表日にメールが届かない場合は学校書類が未到着の場合がございます。
なお、各地から沖縄伊計本校への郵送には、1～3日ほどかかりますので、余裕をもってご送付い
ただくよう、ご手配ください。
※希望しているコースに不合格の際、他コースでの合格をお出しする場合もございます。

注意事項
入学試験受験時、情報通信機器（携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ・タブレット

●

●

等）は電源を切り、カバンにしまってください。また、シャープペンシルもしくは鉛筆、消し
ゴム、時計のみ机上に置いていただくことが可能です。
● 出願内容に虚偽の申告があった場合や、受験時に不正行為が見つかった場合は、受験資格がな
くなります。
● 入学試験当日、交通機関の遅延により遅刻する場合は、必ず遅延証明書を受け取り、試験会場
の職員までご提出ください。遅延証明書がある場合でも、試験開始20分後までに会場へ到着で
きなかった場合は、当日の受験ができません。
その他ご不明点等ございましたら 【0120025215】 までご連絡ください。
※通学コース受験者の旨をお伝えください。

年4月開設の通学コース「プログラミング クラス」開設キャ
ンパス変更(代々木・江坂キャンパスのみ)のお知らせ
●2019

年8月22日のプレスリリース、および10月16日のニュースで発表していました、2019年4月に開
設を予定しているN高等学校・通学コースの「プログラミング クラス」について、開設キャンパスに
変更がありますので、以下の通りお知らせします。
2018

https://docs.google.com/document/d/1evrqdEwtMRuOMbTrDhdADDc3j_CJﬁkeI-q-7E_E4U4/edit#
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通学コース入学試験詳細
【2019年4月開設】
・江坂キャンパス（大阪府）/定員30名
【既存キャンパス】
・代々木キャンパス（東京都）/定員60名
※2019年4月から定員が60名に拡充
【2020年度以降開設予定】
・御茶ノ水キャンパス（東京都）
・名古屋キャンパス（愛知県）
2019/1/15
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学費改定
年度から

●

2019年度にかけても大きくカリキュラムを改編し、個々の状況に応じたより良い学習環
境の提供に邁進して参ります。
つきましては、当校の目指すカリキュラムを実現させるために、2019年4月入学の方より学費を改定
することと致しました。
ご負担をおかけすることになり恐縮ではございますが、より良いカリキュラムを実現して参りますの
で何卒ご理解とご協力を賜れれば幸いに存じます。
<2019年4月以降の通学コース学費（年間）>
2018

年間費用
授業料
施設設備費
年間合計

Weekday
Course( 5)

週

円
226,800円
786,240円
559,440

3 Days Course(
3)

週

円
162,000円
574,560円
412,560

プログラミング
クラス
英進館クラス
259,200円
777,600円
559,440円
97,200円
334,800円
226,800円
356,400円
1,112,400円
786,240円

1 Day
Course( 1)

週

※上記以外に単位制・通信制課程の学費(募集要項参照)、通学コース入学時に入学金(108,000円)、
セキュリティソフト代(5,000円)が別途必要となります。
※通学コースで利用するMacBookは入学時に自己手配いただきます。
※別途、模試費用や書籍などの教材費が発生いたします。
※沖縄伊計本校でのスクーリング参加時には参加費と往復の交通費・宿泊費が別途必要になります。
沖縄伊計本校以外でのスクーリング参加の場合、居住地からスクーリング会場までの交通費や必
要に応じての宿泊費等を各自でご負担いただきます。

https://docs.google.com/document/d/1evrqdEwtMRuOMbTrDhdADDc3j_CJﬁkeI-q-7E_E4U4/edit#
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高等学校 通学コース出願申請書

N

私は、下記の通りＮ高等学校通学コースへ出願いたします。
出願者本人
保護者（保証人）氏名

年

月

日

印
印

（フリガナ）

出願者氏名
生年月日

出願者住所及び連絡先
通学コースへの
通学開始希望月
希望通学スタイル
（※希望されるクラス
およびコース名を〇
で囲ってください）

年

月

〒

電話
メールアドレス
年

日 （満

歳）

携帯電話
月 ・ 7月 ・

4

10

月 ・ 1月

・本科クラス：Weekday Course（週5）
・本科クラス：3 Days Course（週3）
・本科クラス：1 Day Course（週1）
・プログラミング クラス
・英進館クラス

＊通学コースを志望される理由および目標をご記入ください。
志
望
理
由

https://docs.google.com/document/d/1evrqdEwtMRuOMbTrDhdADDc3j_CJﬁkeI-q-7E_E4U4/edit#
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