
する場合があります。その際は本校ホームページでお知らせします。

２０２３年度
生徒募集要項

尚、学校生活に関する情報も随時更新しています。

併せてご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、入試方法等を変更



試験内容

・個人面接（重視）

（１）２０２３年３月に中学校卒業見込みの者

（２）本校の教育方針をよく理解し、教育活動に参加できる者

（３）出身中学校長の推薦が得られる者
出願資格

試験当日の

持ち物

２０２３年１月２２日（日）

集　合　１１時２０分

諸注意　１１時２５分

集　合　１３時４５分

諸注意　１３時５０分

試験日時

受験票

筆記用具

・個人面接（重視）

・適性検査

　国語・数学・英語

　合わせて５０分間

推薦入試　

募集人員 商業科　１００名

A推薦 B推薦

居住地に関わらず

本校を第１志望とする者

都外生対象で

公立高校を第１志望とする者

入試区分

２０２３年１月２３日（月）

・合否通知を自宅宛てに速達で郵送します。

２０，０００円

・Web出願の際に支払いを済ませてください。

・一旦支払われた受験料は返金できませんのであらかじめご了承願います。

受験料

・書類が届き次第、受領書を受験生を通じて中学校長にお渡しします。

上履き

・入学願書・受験票・送り状が一枚になったものを印刷し

　入学願書を切り離してください。

１６時００分まで

（２）受験料の支払い

次の事を済ませてください。

※　入学願書等の印刷は１月１５日（日）から可能です。

（１）志願者情報の入力

書類郵送

・写真はアップロードもしくは貼付してください。

・推薦書は本校ホームページからダウンロードしてください。

Web出願準備

１２月２０日（火）から出願開始日（１月１５日）までに

Web出願期間

Web出願が困難な場合は本校までお問い合わせください

Web出願終了後、速やかに（１）から（３）の書類を

速達・簡易書留で本校まで郵送してください。１月１７日消印有効。

（１）入学願書

（２）公立高等学校用調査書

（３）推薦書

備考
・B推薦受験者で公立高校に合格し本校の入学を辞退する場合は、

　その旨を中学校担任からご連絡ください。

出願方法

Web出願

↓

書類郵送

２０２３年１月１５日（日）～２０２３年１月１７日（火）

合格発表



・都立高校推薦試験に合格し、本校の入学を辞退する場合は、

募集人員 商業科　１００名

一般入試

受験種別

公立高校を第１志望とする者
居住地に関わらず

本校を第１志望とする者

第２志望（併願優遇）第１志望

集　合　８時４５分

諸注意　８時５０分

（１）２０２３年３月に中学校卒業見込みの者および

　　　２０２２年３月卒業の者

（２）本校の教育方針をよく理解し、教育活動に参加できる者

試験内容

２０２３年２月１０日（金）

・個人面接（重視）

・国語（必答）

出願資格

試験日時

　数学もしくは英語を選択

　合計２教科それぞれ４５分間

１６時００分まで

Web出願準備

１２月２０日（火）から出願開始日（１月２５日）までに

次の事を済ませてください。

（１）志願者情報の入力

（２）受験料の支払い

※　入学願書等の印刷は１月２５日（水）から可能です。

上履き

試験当日の

持ち物

受験票

筆記用具

　その旨を中学校担任からご連絡ください。

備考

Web出願が困難な場合は本校までお問い合わせください

Web出願期間

速達・簡易書留で本校まで郵送してください。２月７日消印有効。

（１）入学願書

出願方法

Web出願

↓

書類郵送 書類郵送

・写真はアップロードもしくは貼付してください。

・入学願書・受験票・送り状が一枚になったものを印刷し

　入学願書を切り離してください。

・書類が届き次第、受領書を受験生を通じて中学校長にお渡しします。

２０，０００円

・併願優遇受験者で公立高校に合格し本校の入学を辞退する場合は、

　その旨を中学校担任からご連絡ください。

合格発表
２０２３年２月１１日（土）

・合否通知を自宅宛てに速達で郵送します。

（２）公立高等学校用調査書

受験料

Web出願終了後、速やかに（１）から（２）の書類を

２０２３年１月２５日（水）～２０２３年２月７日（火）

・Web出願の際に支払いを済ませてください。

・一旦支払われた受験料は返金できませんのであらかじめご了承願います。



個人情報保護について

出願に関する個人情報については、本校内で円滑な処理のために使用します。

↓

支払方法選択
受験料の支払は、クレジットカード・コンビニ・ペイジー等を

ご利用ください。（本校の窓口での支払いは出来ません）

↓

受験料のお支払完了後、出願開始日以降に受験票・願書等の

印刷が可能になります。

入学願書用写真データを取り込み、ご自宅等で印刷してください。

受験票・願書印刷

　受験料のお支払いには、各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー等が利用可能です。

　※　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。

出願手続きの流れ

本校ホームページ

↓

↓

出願情報入力

パソコン・スマートフォン・タブレット端末が利用できます。

出願後のご連絡の為、緊急時でもすぐにご確認いただける

メールアドレスをご登録ください。

※　*****@abe-gakuin.ed.jp からのメールを受信できるように

してください。

志願者情報を入力し、入試日程等を選択してください。

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。

出

願

準

備

↓

書類提出

推薦入試・一般入試とも、手続きに必要な書類をA4サイズ（角２）

封筒に封入し、宛名票を貼付のうえ、郵便局窓口から「簡易書留」

「速達」で期日までに郵送し、出願を完了してください。

↓

入試当日 受験票をお持ちの上、来校してください。

※　Web出願に関するお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。

Web出願について

本校では受験生および保護者の皆様に簡単に出願が出来るようWeb出願を採用しています

　平日・土日・祝日２４時間出願手続きが可能です。

　ご自宅で出願手続きが可能です。

出願サイト

↓

メールアドレス登録



実       習       費 　　　　　　　　　３６，０００円

入学後の

学費納付金額

（年間）

２０２３年３月３日（金）

※ 期日までに完了されないと入学許可が取り消しになることがあります。

①　入学費用振込証明書（安部学院提出用）

②　入学金等納付済報告書（入学許可証A・B票）

③　誓約書（保護者以外の保証人が必要です）

④　学生情報記入表

提出書類

提出方法 本校に来校の上提出してください

１００，０００円

延納できません

手続日時

延納期日

公立高校合格発表日の１５：００までが延納期日になります

東京公立併願者

※ 授業料は、助成金の対象になります。

総                  額 ６５３，６００円 ８７３，６００円

学費

A推薦合格者 B推薦・一般合格者

（施設設備充実費）
納入金額

３２０，０００円

（入学金２２０，０００円・施設設備充実費１００，０００円）

納入方法 本校指定の振込用紙に必要事項を記入の上、金融機関にて納入

備　　考
※ 合格者は所定の期日までに入学手続きを済ませてください。

※ 授業料・維持費・実習費の納入は、月払いに分割されます。

※ 各金額は、新年度の予定額です。

学費以外の費用

■　副教材費・各種検定受験料

■　修学旅行積立金

■　生徒用個人パソコン

 　   ８０，０００円

　　６０，０００円　（毎年納入）

　別紙でご案内します。

■　制服・学校指定品　等 　１３７，０００円　程度

※ 入学金・施設設備充実費は納入後、事情の如何に関わらず、一切返金致しません。

備　　考

初年度（１年次）

入学手続きの際に

納入する費用
合                  計 １００，０００円 ３２０，０００円

授       業       料

維       持       費

冷 暖 房 空 調 費

合                  計

　　　　　　　　３９６，０００円

　　　　　　　　１１１，６００円

　　　　　　　　　１０，０００円

　　　　　　　　５５３，６００円

入       学       金

施設設備充実費

免除

１００，０００円

２２０，０００円

１００，０００円

入学手続き

一般入試区分

２０２３年１月２５日（水）

１０：００～１５：００

※ A推薦合格者は制服採寸も行います

※ B推薦合格者は下記延納期日を参照

A推薦 B推薦

２０２３年２月１４日（火）

１０：００～１５：００

※ 公立併願者は下記延納期日を参照

埼玉公立併願者

埼玉公立併願者のうち

追検査受験者

千葉公立併願者

２０２３年３月１日（水）

２０２３年３月３日（金）

２０２３年３月８日（水）

■　本校では寄付金・父母会費・後援会費等の徴収を行っていません。



　　東京都在住の方・・・東京都育英資金

　　埼玉県在住の方・・・埼玉県高等学校等奨学金制度

　　詳細はお住いの都道府県にお問い合わせください。

■　「家計の急変」に対する減免制度

　　入学後に様々な事由によりご家庭の家計が急変した際、授業料等の支払いを一部または全額免除する

　　制度があります。

　　※　免除を受けるには申請後に審査を受け、本校が定める条件を満たすことが必要です。　

　東京都以外に在住の方

　世帯収入がおよそ５９０万円未満の世帯の方は、本校の年間授業料が全額助成され、

　世帯収入がおよそ５９０万円～９１０万円未満の世帯の方は、年額１１８，８００円が助成されます。

　※　世帯収入がおよそ９１０万円以上の世帯の方は、助成を受けることが出来ません。

　※　助成を受けるためには、入学後に申請が必要です。

　※　詳細は「東京都私学就学支援金センター」までお問い合わせください。

■　各都道府県による私立高等学校奨学給付金制度

　　詳細はお住いの都道府県にお問い合わせください。

　　入学手続き完了後、都内在住の保護者に対して、生徒一人当たり２５万円を無利子で貸し付ける制度

　　があります。

　　この制度は、本校が（公財）東京都私学財団から資金を借り入れて実施するもので、保護者は在学中

　　に分割して返済することが条件です。

　　貸付希望の保護者の方は、入学手続き時に本校事務局にお尋ねください。

■　国による就学支援金制度と東京都による授業料軽減助成金

　東京都在住の方

　世帯収入がおよそ９１０万円未満の世帯の方は、本校の年間授業料が全額助成され、

■　各種奨学金制度

学費等の負担軽減および優遇制度

■　A推薦合格者は、入学金（２２０，０００円）が免除になります。

■　「助成金前受学費充当プラン」

　　本校独自の制度で、月々の学費が１６，５００円～に抑えることが出来ます。

　　詳細は別紙をご覧ください。

■　卒業生の子女・妹、在校生の妹や姉妹が入学する場合

　　入学手続き時の施設設備充実費（１００，０００円）が免除されます。

■　入学支度金貸付制度（都内生対象）

本校独自の制度

　　（姉妹が同時入学の場合は１名分を免除）

国や都道府県の制度

　実質無償となります。

　実質無償となります。


