出願
資格

・2006 年 4 月 2 日から 2007 年 4 月 1 日までに生まれ、入学後保護者と同居する女子
・帰国生枠で受験する場合、さらに 2018 年 12 月末現在で海外生活が継続して 1 年以上で、帰国後 2 年以内の方（海
外での通学校に関しては現地校・日本人学校いずれも可）

試験

２科①

区分
募集
人員
試験日
試験
科目

４科総合

２科②

日本語４技能①

日本語４技能②

30名［帰国生を含む］ 30名

10名［帰国生を含む］ 10名

10名

2月 1日(金)午前

2月 1日(金)午後

2月 2日(土)午前

2月 2日(土)午前

2月 3日(日)午後

２科(国算)

４科総合

２科(国算)

日本語４技能

日本語４技能

・Ｗｅｂ（インターネット）出願
・本学園ＨＰより画面の指示に従って出願情報を入力してください。
出願

・受験票および志願票はご自宅やコンビニエンスストア等で印刷し、試験当日お持ちください。

方法

・志願票には顔写真（4cm×3cm１枚、カラー・白黒どちらでも可）を貼付してください。
・追加出願も可能です。受験票、志願票を再印刷し、新旧どちらも試験当日お持ちください。
・出願手続きの詳細につきましては、11月以降学園ＨＰでもご案内予定です。

出願
開始
出願
締切

1月 7日(月) 0:00
2月 1日(金) 7:50

2月 1日(金) 14:30

2月 2日(土) 7:50

2月 2日(土) 7:50

2月 3日(日) 13:00

・１試験区分のみで10,000円、２試験区分以上で20,000円
・検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応の金融機関ＡＴＭをご利用
検定料

ください。お支払いには別途手数料がかかります。
・本学園事務局でのお支払いはできません。
・納入されました検定料は返金致しません。
受付開始

7:50

受付開始

14:30

受付開始

7:50

受付開始

7:50

受付開始

13:00

集合

8:20

集合

15:00

集合

8:20

集合

8:20

集合

13:30

国語(100点)
試験
時間割

４科総合（100点）

8:30~ 9:15

国語 (100点)

15:10~16:10

8:30~ 9:15
算数 (100点)

算数(100点)

聞く力・書く力

9:30~10:15

9:30~10:15

聞く力・書く力

8:30~ 9:10
読む力・話す力
9:20～(約15分間)

13:40~ 14:20
読む力・話す力
14:30～(約15分間)

※聞く力・書く力・読む力・話す力は各25点。
※読む力・話す力は個別試験のため、お待ちい
ただく可能性もあります。
・1月19日(土)午後、または学科試験当日に行います。
面接

（ただし、1月18日(金)以降に出願の場合、学科試験当日のみ）

なし

・保護者１名同伴、１組６分程度です。
掲示・ＨＰ
合格
発表

2月 1日(金)
14:30~15:00

掲示

2月 2日(土)
9:30~10:00

ＨＰ

2月 1日(金)
18:00~18:30

掲示・ＨＰ

掲示・ＨＰ

2月 2日(土)

2月 2日(土)

14:00~14:30

14:00~14:30

掲示

2月 4日(月)
9:30~10:00

ＨＰ

2月 3日(日)
18:00~18:30

・掲示をもって正式発表とします。電話、ＦＡＸ、メールによる合否の問い合わせには一切応じられません。
・合格者には、
「合格証」
「入学金等振込用紙」等の書類をお渡しします。受験票をお持ちください。
合格証
交付

・交付時間 2月 1日(金)14:30~15:00、2日(土) 9:00~12:00、3日(日)～4日(月)9:00~15:00、6日(水)～8日(金)9:00~15:00
※ただし２科①のみ4日(月)までです。6日～8日の交付は４科総合、２科②、日本語４技能①、日本語４技能②とな
ります。
・合格証のお受け取りのない場合は入学辞退となりますのでご注意ください。

2月 4日(月)15:00

2月10日(日)15:00

締切

2月10日(日)15:00

締切

2月10日(日)15:00

締切

2月10日(日)15:00

締切

締切

・入学金200,000円、施設設備費170,000円、計370,000円を、合格発表時にお渡しする本学園指定の振込用紙で、
上記納入期日までに指定銀行の窓口にてお振込ください。
（振込をもって入学手続とします）
9日、10日は学園窓口のみの納入となります。
・領収書および入学時納入票に銀行収納印を受け、保管しておいてください。
入学
手続

・指定期日までに手続き未了の場合は入学許可を取り消します。
・合格された方が別日程で再受験することは認めておりません。
・姉と同時に本学園に在籍する場合は、中学校入学時の施設設備費が免除となります。
入学手続きの後、新入生説明会を経て返金されます。
・英検３級以上を取得している場合は、入学金が全額免除となります。合格証明書の写しを提出してください。
入学手続きの後、新入生説明会を経て返金されます。
・高校進学時、新たに入学金200,000円、施設設備費100,000円が必要になります。
（金額は変更になる場合があります）
・納入されました入学金はいかなる理由がありましても返金いたしません。

施設設備費
返金措置

・施設設備費につきましては、2月 2日(土)～4日(月)、6日(水)～ 8日(金)12:00までに入学辞退のお申し出・お手続
きがありました場合銀行振込にて返金します。合格証・受験票・印鑑・口座番号の確認できるものを、次の時間
帯に学園事務局にお持ちください。平日 9:00~15:00／土曜 9:00~12:00／日曜 9:00~15:00
・新入生＆保護者説明会は2月11日(月)午後に行います。どうしてもこの日に出席できない場合は、あらかじめご

新入生
説明会

相談ください。欠席の場合、入学許可が取り消されることもありますのでご注意ください。
・入学手続き後お手元に残る入学時納入票を会場受付で提出してください。入学許可書をお渡しします。
・制服採寸および指定品販売も同日に行います。

個人情報の
取り扱い
について

・入学志願票にお書きいただく個人情報は、入学試験以外の目的では使用いたしません。
・入学試験終了後は、入学者の分を除きすべて裁断処分します。
・入学試験当日、大雪または軽微な地震等によって、試験開始時刻等に変更が生じた場合、次の方法でご連絡
します。お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
１）学園ＨＰ

大雪の場合は 6:00 をめどにお知らせする予定です。

２）ラジオ（ニッポン放送 1242kHz）

6:00~ 7:00 の時間帯で放送されます。

４科総合、日本語４技能②の場合は、１）のみによりお知らせします。
・大きな地震等により交通機関が大きく乱れている場合、神奈川県と東京都の私学協会では、予定されている入試
をすべて中止し、後日一斉に繰り下げて再開するようにしております。
・校内は土足禁止ですので上履きをご用意ください。
・集合時刻までに着席してください。この時刻より入学試験の案内放送が入ります。
・遅刻した場合は係の指示に従ってください。最初の試験科目開始後 20 分までの遅刻は受験を認めます。
入学試験
当日の
注意事項

ただし、試験時間の延長はいたしません。
・保健室受験を希望される場合はご相談ください。
・試験中体調をくずしたり、お手洗いに行きたくなった場合、質問がある場合等には、静かに手をあげてください。
・机の上には、筆記用具・受験票だけを準備してください。
・蛍光ペンやクリップは使うことができますが、筆箱や下敷きの使用はできません。
・机の中には物を入れておかないでください。
・携帯電話やスマートフォンをお持ちの方は、必ず電源を切っておいてください。
・休憩時間であれば、試験会場で飲み物を飲むことは構いません。
・事前面接を終えている方は、試験終了後解散になります。
・入試問題はそのままお持ち帰りになれます。
・合格発表までお待ちになる方、昼食をおとりになる方には控室を準備します。
・試験開始後、実施されている試験問題が保護者控室にて公開されます。
・当日面接をお受けになる保護者の方が外出される場合、学科試験終了10分前にはお戻りください。

＜Ｗｅｂ（インターネット）出願について＞
□

平日・土日・祝祭日 24 時間入力可能です。

□

ご自宅で出願手続きができます。

□

各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応の金融機関ＡＴＭでのお支払い方法が選べます。

□

Ｗｅｂ（インターネット）出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。

□

学園ＨＰでも 11 月以降、出願手続詳細をご確認いただけます。

□

11 月以降の説明会にて、出願方法についてご説明します。

学園ＨＰから
出願サイトにアクセス
パソコン、スマートフォン、タブレット、いずれのメディアからもアクセス可能です。
「受験生の皆さまへ」
「出願手続き」より、
「出願サイト」へアクセスしてください。

ＩＤ（メールアドレス）
の登録
このメールアドレスは緊急時にもご確認いただけるものをご登録ください。
事前に説明会等に参加された方は一部省略可能です。

出願情報の登録
志望理由等は面接時の質問の参考にもします。
質問してほしいことを中心に、できるだけいろいろ記載してください。
11 月上旬以降、事前に志願者情報を入力しておくことができます。

検定料の支払方法選択

※ここより先は「出願期間」中に可能になります。

クレジットカード、コンビニ、ペイジー対応の金融機関ＡＴＭをご利用ください。
本学園事務局での支払いはできませんのでご注意ください。

受験票の印刷
受験料支払い完了後、支払い完了メールが届き受験番号が確定します。
出願サイトから受験票、志願票の印刷が可能になります。
ご自宅やコンビニ等で印刷してください（Ａ４版、白紙のみ）。

写真の貼付
印刷した志願票に受験生の顔写真（4cm×3cm１枚、カラー・白黒どちらでも可）を
貼付してください。

受験
入試当日（事前面接当日）に、受験票と志願票を持参してください。
帰国生受験生は「保護者勤務先発行の海外在留証明書」も必要です。

