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はじめに

本募集要項は、2022年4月入学希望者を対象とするLoohcs高等学院の出願について記載しており
ます。

Loohcs高等学院は代々木高等学校通信課程のサポート校にあたります。高校卒業資格取得のた
め、原則的にはLoohcs高等学院と同時に代々木高等学校へも在籍していただきます。
Loohcs高等学院の入学試験に合格された方は、代々木高校の入学試験はなく、入学書類の提出
のみ必要です。

募集概要

▼  募集人数について

  　30名程度

▼  入学検定料について

  　無料

▼  出願資格について

　以下、①②の両方を満たす者。病気・留学等の事情が存在する場合には、事前にご相談ください。

① 2004年4月1日から2007年3月31日までに生まれ、中学校を卒業見込みの方および中学校卒業
程度以上の言語運用能力をお持ちの方

② Loohcs高等学院が渋谷本校にて提供する授業に出席できる方
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高校卒業資格について

●通信制課程

通信制高校である代々木高等学校と提携しておりますので、同時に在学していただきます。よって高

校卒業資格を取得することが可能です。

メディア学習・レポート課題は月に1日程度、授業時間をとって取り組んでいきます。

メディア学習＆レポート提出

+

前期試験、後期試験

+

宿泊集中スクーリング(年に1回基本4泊5日)

●志摩賢島本校スクーリング

卒業単位修得のための一つに、4泊5日の志摩賢島本校スクーリングが毎年あります。参加時の往復
交通費・宿泊費が別途必要になります。またスクーリングは、講義だけでなく、賢島ならではの体験学

習として、伊勢神宮への訪問や、海でのアクティビティ等を予定しています。

今年度から東京校でもスクーリング受講できるようになりました。
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学費および諸費用について

年間の学費の支払いは一括払い（4月）または分割払い（年3回 /4月･9月･1月）となります。

入学時に必要経費 (小計¥132,000)

入学金 ￥132,000 入学初年度のみ

年間諸費用 (小計¥1,158,300)

授業料 ￥1,144,000 /年間

教育充実費 ￥10,780 /年間
施設費・課外活動費・教材費

学生会費 ￥3,520 /年間

高校卒業単位修得費用(代々木高校)

初年度分単位修得費用 ￥297,100 /年間 　
※スクーリング費等が別途

2年目分・3年目分 ￥275,100 /年間 　　　
※スクーリング費等が別途

※高等学校等就業支援金制度が適用されますので、授業料負担が軽減されます。

また、学費支援制度・奨学金制度・金融機関教育ローンなどもございます。

納入額合計(その他の諸費用除く)

初年度納入金 ￥1,587,400

2年目納入金 ￥1,433,400

その他（必要に応じて発生する諸費用の目安としての金額）

PC購入費用の目安 ￥110,000 2017年以降発売のMacbookを保有の方は不要です。
Macbookを推奨しております。

参考書代・教科書代の目安 ￥50,000 3年間の参考書代、教科書代の金額目安

※すべて税込み金額表示しています
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▼代々木高校：就学支援金制度
代々木高等学校に通う場合、国が提供する教育費負担軽減の制度「高等学校等就学支援金」が代々

木高等学校の授業料分に対して適用されます。支給期間の上限は48ヶ月、合計74単位(年間30単位
まで)の授業料に適用されます。支給額は父母合算の世帯年収により異なり、世帯年収910万円未満
のご家庭が対象となります。詳しくは、添付資料および代々木校のウェブサイトをご覧ください。入学申

請手続き時、就学支援金制度の支給申請にあたり申請書をお送りします。また、課税証明書が必要と

なりますので、ご提出をお願いします。

※就学支援金は、法改正等により変動することがあります。あらかじめご了承ください。

▼Loohcs高等学院：学費免除制度
Loohcs高等学院では生まれた家庭の状況に限らず、意欲や才能があるすべての学生が教育を享受
する機会が得られる世界を目指しています。そのため、Loohcsの教育を幅広い子どもたちに届けたい
という思いから学費免除制度を導入しています。学費免除額は、授業料の５０%を目安にしておりま
す。

※家庭の特別な諸事情と入学希望者の強い学習意欲を鑑みて、さらに学費免除の割合の増加を検

討することも可能です。

審査基準

1.学習意欲
2.経済状況や家族構成
3.過去の活動または活動実績
※学費免除の審査結果は、入学試験終了後にご案内いたします。学費免除不採択となった場合の学

費の納入方法については、ご相談を承ります。

　▼Loohcs高等学院：特待生制度
下記の条件を満たす学生に対し、入学金の免除を行っております。

条件

（1）（2）のいずれかを満たす場合、入学金免除とする
（1）以下の2点を満たす場合

1. 在籍校の評定平均4.0以上
2. 以下のいずれかの検定において該当の成績をおさめていること
・英検準2級以上
・漢検準2級以上
・数検準2級以上

（2）特筆すべき実績を収めていること
例：数学オリンピック出場／読書感想文で全国入賞／スポーツで全国上位成績等

※特待生の募集・審査は入学試験合格後に行います。
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受験の流れ

Step1: 書類選考と結果発表(一次試験)
Loohcs入学願書(PDF)をご記入の上、Loohcs高等学院本校まで 簡易書留でご郵送ください。
(住所:〒1500031　東京都渋谷区桜丘町16-12桜丘フロントビル3F)
※ 入学願書は本ウェブサイトからダウンロードいただけます。　

試験日程 提出締切(必着) 結果発表

12月入試 2021年11月29日(月) 2021年12月1日(水)

1月入試 2022年1月10日(月) 2022年1月12日(水)

2月入試 2022年2月7日(月) 2022年2月9日(水)

3月入試 2022年3月7日(月) 2022年3月9日(水)

　 ※ 結果発表は入学願書にご記入いただいたEメールアドレス宛にご連絡致します。

Step2: 筆記試験/面接と結果発表(二次試験)
一次試験合格者には、個別に筆記試験と面接を行います。筆記試験については、選択式である「問題

探究型テスト」ないし「課題解決型テスト」のいずれかを受験していただきます。

試験日程 試験実施日 結果発表

12月入試 2021年12月4日(土) 2021年12月6日(月)

1月入試 2022年1月15日(土) 2022年1月17日(月)

2月入試 2022年2月19日(土) 2022年2月21日(月)

3月入試 2022年3月12日(土) 2022年3月14日(月)

▼二次試験時程
9:30 開場

9:50 入試説明

10:00 テスト（課題解決型・問題探究型）

11:00 休憩

11:10 面接(1人15分) ※実施時間は一次試験を通過された方のみ通知します。
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合格後の流れ

▼ 入学手続きについて

入学にあたって、以下の書類が必要です。具体的な入学手続きに必要な書類については、 合格者に対し
て改めてご連絡いたします 。 転学書類の用意や、現在籍校への相談が必要になるタイミングですが、
Loohcs高等学院事務局でバックアップいたしますので、お気軽にご相談いただければと存じます。なお、
Loohcs高等学院は、高校卒業資格の取得のため、原則として、同時に代々木高等学校へも入学してい
ただきます。入学手続き書類一式の中に、代々木高等学校へ提出する書類も同封いたしますので、併せ

て手続きを進めてください。

▼ 入学時に必要類

A 各種入学に関する契約書
B  高校卒業資格の取得に必要となる記入書
C  調査書(転編入学用)
 D転学照会・在学証明
E  タテ 3 cm×ヨコ 2.5 cmの写真が3枚

新入生 転入生 編入生

入学書類 A 各種入学に関する契
約書

B 高校卒業資格の取得
に必要となる記入書

C 調査書
 E  タテ3cm×ヨコ2.5cm
の写真が3枚

A 各種入学に関する契
約書

B 高校卒業資格の取得
に必要となる記入書

C 調査書
 D転学照会・在学証明
E  タテ3cm×ヨコ2.5cm
の写真が3枚

A 各種入学に関する契
約書

B 高校卒業資格の取得
に必要となる記入書

C 調査書
E  タテ3cm×ヨコ2.5cm
の写真が3枚

※ 諸事情により、期日までにご提出できない場合はあらかじめLoohcs高等学院事務局

(info@hs.loohcs.co.jp )までご連絡ください。
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よくある質問

Q. 選考結果は、どのように確認できますか?
A. 出願時にご記入いただいたメールアドレスにメールにて通知いたします。

Q. 転入学の場合、在籍校や前籍校の単位や在籍年数を引き継ぐことはできますか?
A. 可能です。前在籍校の取得単位数を元に、代々木高校での履修科目を決定します。

Q. 卒業までにどのくらいかかりますか?
A. 基本的には3年間のカリキュラムです。転入学・編入学の場合も、前籍校と合わせて3年間での卒業
が目安にはなりますが、本人の希望に応じて在籍年数を変更することが可能です。

Q. 高認試験との併修は可能ですか?
A. 高認を受けることも可能です。

Q. 進路はどのような選択肢がありますか?
A. 国内大学進学、海外大進学にも対応が可能です。起業など、本人の希望にあわせた進路選択に
幅広く対応します。

Q. 入学試験は難しいですか?
A. 1次試験は書類選考、2次試験は基礎的な学力と思考力の試験と面接です。Loohcsで意欲的に学
ぶ意欲があるかどうかを重視します。

Q. 中学校の成績が悪い、または欠席が多いと不利になりますか?
A. 合否の判定は、書類や面接により総合的に判断します。長期の欠席がある場合は理由を伺  いま
す。成績が不良だったとしても、今後Loohcsで意欲的に学んでいく姿勢があるかどうかを重視します。

Q. 国外の中学校を卒業している場合でも、受験可能ですか?A. 海
外からの進学・転編入も可能です。

Q. 制服はありますか? また、購入は必須ですか
A. 制服はありません。

Q. 入学するのに年齢制限はありますか?
A. 2022年4月時点で、高校1年生・2年生・3年生の方が入学・転入・編入の対象となります
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＜お問い合わせ先＞

Loohcs高等学院　運営事務局 担当：石川

TEL: 050-3627-5896　（平日10:00～17:00）

MAIL: info@hs.loohcs.co.jp

＜渋谷キャンパスまでのアクセス＞

住所

東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3F

アクセス

JR渋谷駅南改札より徒歩3分

＜運営会社＞

Loohcs株式会社

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3F
https://loohcs.co/
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