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日程

2021年 2月

１日

(月)

２日

(火)

３日

(水)

４日

(木)

５日

(金)

７日

(日)

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前

試験

2科

4科

適性

(３種類)
英語

適性

(３種類)

2科

4科

適性

(共同

型)

S特待 2科

１０名
特に

定めず

特待

１０名

(スライド

合格あり)

２科 S特待 S特待

午前･午後の一日通し受験も可能

募集人数 ２０名 ２０名
特に

定めず

特待

１０名

(スライド

合格あり)

１０名

グロー

バル
S特待 S特待 英語 ２科

適性

(共同

型)

出願方法

(WEB)

 □インターネットでの出願入力

 □受験料の納入

※本校ホームページ上の「mirai compass」サイトから出願してください。

※WEB出願のみとなります。ネット･プリンタ等の環境がない場合はご相談ください。

提出書類

　※提出書類は以下の１種類です。　※検定や資格を利用する場合は、証明書等のコピーも入試当日の受付時に提出してください。

■写真票（受験生の顔写真をデータで取り込んで印刷したもの、または貼付したもの）…入試当日の受付時に提出

　□「受験票」と「写真票」が同時に印刷されますので、それぞれを切り離して両方とも試験当日に持参してください。

　　「受験票」は受験生自身が試験会場へ持ち込み、「写真票」は試験当日の受付時に提出してください。

　□再出願した際は異なる受験番号になっておりますので、その場合も改めて提出してください。

　□試験科目は出願時の選択となります。出願後の試験科目変更はできませんのでご注意ください。

特待

５名

(スライド

合格あり)

出願資格 2021年3月に小学校卒業見込みの者（女子）

優遇措置

　□本校が第一志望の受験生は優遇いたします。WEB出願時に申請してください。（具体的な加点措置は非公表）

　□英語検定などの各種検定は、合計点に対して以下のように加点いたします。（特待生選考にも適用します）

　　４級105%、３級110%、準２級115%、２級以上120%　（英検・漢検以外の検定の場合は事前にご相談ください）

　　　※ケンブリッジ英検、GTEC、IELTS、TEAP、TOEFL、TOEICなども可

出願期間

WEB入力開始：2020年12月20日（日）～　／　受験票等 印刷開始：2021年1月10日（日）～

1月31日（日）12:00まで 試験前日の 23:59まで

特待

５名

(スライド

合格あり)

特に

定めず
５名 ５名 ５名

特待

５名

(スライド

合格あり)

１０名 １０名

特待

１０名

(スライド

合格あり)

当日

20時

当日

18時

当日

20時

当日

18時

当日

18時

手続締切 合格発表後　～　2月10日（水）14:00まで　（WEBのみ）

受験料 （複数回受験でも）２０,０００円　　　※適性検査型入試のみを受験の場合 １０,０００円

集合時刻 　■午前入試９：００　■午後入試１４：３０～　　　※午後入試に間に合わない場合は、事前にご相談ください。

合格発表

(ＷＥＢ)

当日

18時

当日

22時

当日

18時

当日

20時

当日

18時

グローバル入試

9:00 14:30 集合 集合 集合 集合

備考

　□電話による合否のお問い合わせはご遠慮ください。

　□入学手続き後の辞退の場合、入学金は返還いたしません。施設設備資金（60,000円）は返還いたします。

　□入試内容や出願方法のご質問はお気軽にお問い合わせください。（学校代表番号 ０３－３３００－２３５１）

　□出願および入学手続きにあたり、お預かりした個人情報は入学試験事務処理の目的でのみ使用します。

　　また、提出書類および納入金は返還いたしません。

帰国生入試 　①10月31日(土)　②11月20日(金)　③12月4日(金)　④1月9日(土) 　※最大2回まで受験可。2科型･英語型から選択。(詳細別紙)

試験時程

午前入試 午後入試
一般入試(2科･4科)

S特待入試
適性検査型入試 英語入試

諸注意 諸注意

9:15 10:00 14:45 15:30 国語 適性検査Ⅰ
英語インタビュー

(約20分)

データリテラシー または

プレゼンテーション

9:00 　9:15 14:30 14:45 諸注意 諸注意

口頭試問

(約15分)

11:15 12:00 ― 理科・社会（4科のみ）

10:15 11:00 15:45 16:30 算数 適性検査Ⅱ



2021年度入学者用 入試内容と特待生について 佼成学園女子中学校

一般入試

●科目(２科型)：①国語（45分） ②算数（45分） 各100点（計200点満点） 取得可能な特待資格：ＡＢＣ

●科目(４科型)：①国語（45分） ②算数（45分） ③理科･社会（45分） 各100点（計300点満点） 取得可能な特待資格：ＡＢＣ

　※ＡＢＣ特待の選考があります。この入試ではＳ特待は取得できません。

Ｓ特待入試
●科目：①国語（45分） ②算数（45分） 各100点（計200点満点） 取得可能な特待資格：Ｓ

　※スーパー特待生（Ｓ特待生）として合格できなくても、合格基準に達していれば通常合格へのスライドがあります。

適性検査型

入試

●科目：①適性検査Ⅰ（45分） ②適性検査Ⅱ（45分） 各100点（計200点満点） 取得可能な特待資格：ＳＡＢＣ

　■「三鷹型」…都立三鷹中等教育学校をモデルにした問題

　■「立川国際･南多摩型」…都立立川国際･都立南多摩中等教育学校をモデルにした問題

　■「共同作成問題型」…都立中高一貫校の共同作成問題をモデルにした問題（富士･武蔵など）

　　□２月１日（月）午前･午後は「三鷹型」「立川国際･南多摩型」「共同作成問題型」の３種類からいずれかを選択します。

　　　ただし、午前と午後の通し受験をする場合は、それぞれ異なる型を選択してください。

　　□２月２日（火）午前・４日（木）午後は「共同作成問題型」のみとなります。

英語入試

●科目：英語インタビュー（20分）※英検３級～準２級二次面接レベル 100点満点 取得可能な特待資格：ＳＡＢＣ

　　□ネイティブ教員による英語インタビュー形式。前半は英文朗読と質疑応答。後半は受験生自身の考えについて質疑応答。

　※英語検定取得者への優遇措置：100点満点のうち下記の点数を保証し、当日の点数と比べて高い方を採用します。

　　３級：55点　準２級：65点　２級以上：75点　（IELTS･TEAP･TOEFL･GTECなどはCEFRの基準に合わせて適用）

グローバル

入試

●科目：下記から１科目選択（45分）＋口頭試問（映像から情報を把握） 100点満点 取得可能な特待資格：ＳＡＢＣ

　■「データリテラシー入試」　…資料やグラフから分析した情報を自分の視点で用紙にまとめ直すペーパーテスト方式。

　■「プレゼンテーション入試」…下記「課題型」「自由型」のいずれかを選択。

　　　　□課題型…当日提示される資料を分析して自らの主張を45分間で準備し、その後の３分間で発表。質疑応答もあり。

　　　　□自由型…受験生自身がプレゼン内容を設定し３分間で発表。特技や習い事などの披露も可能。質疑応答もあり。

特

待

生

の

内

容

種別 入学金 授業料 備考

《特待生が認定される入試について》
※特待生として入学した場合でも

大学受験時に指定校推薦を受ける

ことができます。

 ★「Ａ特待・Ｂ特待・Ｃ特待」の資格は、Ｓ特待入試以外の方式で取得できます。

 ★「Ｓ特待」の資格は、一般入試（2科4科）以外の下記方式で取得できます。

　 （Ｓ特待入試・適性検査型入試・英語入試・グローバル入試）

特待生認定の目安

S特待 免除 全額免除
６年間確約

（取消なし）
（％は得点率） Ｓ特待 Ａ特待 Ｂ特待 Ｃ特待 通常合格

A特待 免除 全額免除 年次更新 一般入試（２科）

B特待 免除 1/2免除 年次更新 一般入試（４科）

C特待 免除 適性検査型入試

※ＡＢ特待における進級時の見直し基準は、

　「１年間の総合成績７割以上」が目安。

※特待資格を失っても、その後の成績によって、次の

　進級時に同等の特待資格を取り戻すことが可能。

英語入試

グローバル入試

Ｓ特待入試

ＡＢＣ特待はありません。

Ｓ特待合格またはスライド通常合格となりま

す。

75％ 70％ 65％ 50％80％



佼成学園女子中学校（2021年度入学者用） 2020年7月作成

◆中学 帰国生入試要項
　※出願の前に本校HP「中学帰国生入試概要」ページから

「事前登録フォーム」にご登録ください。

試験日

第１回 第２回 第３回 第４回

10月31日（土） 11月20日（金） 12月4日（金） 1月9日（土）

上記４日間のうち、最大２回まで受験することができます。

集合時刻 　　いずれも８：３０集合　　※海外在住の方はオンライン受験が可能（時差を考慮）

募集人数 定員は特に定めず　（規定の点数を越えた受験生は全員合格とします）

受験資格

　※出願の前に本校HP「中学帰国生入試概要」ページから「事前登録フォーム」にご登録ください。

　　登録されたメールアドレスに受験資格の有無等、お知らせいたします。

　① 2021年3月に小学校卒業見込み、またはそれに相当すると認められる者

　② 下記(1)～(3)のいずれかに該当する者

　　(1) 原則として、海外での滞在経験１年以上、帰国後３年以内の者

　　(2) 海外の学校、あるいは国内インターナショナルスクール卒業（卒業予定）の者

　　(3) 上記に準ずる海外生活経験のある者

　20,000円　 ※２回受験しても同額です。　※２月の一般入試も合わせて20,000円で受験可能です。

　　（クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy対応金融機関ATM）

優遇措置

　□本校が第一志望の受験生は優遇いたします。WEB出願時に申請してください。（具体的な加点措置は非公表）

　□英語検定などの各種検定は、合計点に対して以下のように加点いたします。（特待生選考にも適用します）

　　４級105%、３級110%、準２級115%、２級以上120%　（検定級やスコアをご利用の場合は事前にご相談ください）

　　　※ケンブリッジ英検、GTEC、IELTS、TEAP、TOEFL、TOEICなども可

出願期間
10月16日（金）～

10月29日（木）12:00

11月5日（木）～

11月18日（水）12:00

11月19日（木）～

12月2日（水）12:00

12月25日（金）～

1月7日（木）12:00

　ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ   20分／100点 　８：４５～　９：０５

　算数　45分／100点 　９：４５～１０：３０

出願方法

（Web出願）

※出願期間内に次の２つを行ってください。

　□ インターネットでの出願の入力

　□ 入学検定料の納入

※本校ホームページ上の「mirai compass」サイトから出願してください。

※WEB出願のみとなります。ネット･プリンタ環境がない場合はご相談ください。

出願書類

※以下の書類を試験当日に持参の上、受付にご提出ください。

□写真票（インターネット出願サイトで支払いを済ませると印刷できるようになります）

　（志願者の顔写真を取り込んで印刷したもの、または顔写真を貼付したもの）

※検定や資格を利用する場合は、証明書等のコピーも入試当日の受付時に提出してください。

入学検定料

　面接（受験生のみ／日本語） 　９：２０～（５分程度）

　面接（受験生のみ／日本語） １０：４５～（５分程度）

選考方法

※出願時に下記のいずれかを選択してください。出願後の試験科目変更はできません。

２科型　　計200点 英語型　　計100点

　国語　45分／100点 　８：４５～　９：３０

合格発表 試験当日　１８：００～　（インターネット上で発表します）

入学手続期間
　合格発表日から２月１０日（水）１４：００までに、以下のいずれかで納入してください。

　クレジットカード、Pay-easy対応金融機関ATM（コンビニエンスストア、現金は利用できません）

　◆海外在住の方はオンライン受験が可能（一時帰国不要）です。事前登録フォームで申請終了後、詳細をご説明いたします。

　　□ Ａ特待生：入学金、授業料全額免除【年次更新･復活あり】 （得点率75％）

　　□ Ｂ特待生：入学金、授業料 1/2免除【年次更新･復活あり】 （得点率70％）

　　□ Ｃ特待生：入学金免除 （得点率65％）

入学資格 　海外在住の方で、帰国時期が決まっていない場合、合格の権利を一年間保有することができます。

復学保証 　本校入学後に保護者の転勤等のため転学し、再び帰国した場合などは復学することができます。

＊出願および入学手続きにあたり、お預かりした個人情報は入学試験事務処理の目的でのみ使用します。また、提出書類および納入金は返還いたしません。

 ※インタビューは英語（英検３～準２級レベル）

特待生

　規定の点数に達した受験生は人数に関係なく全員を特待生とします。

　　□ Ｓ特待生：入学金、授業料全額免除（6年間確約） （得点率80％）



インターネット出願サイト

ID(メールアドレス)登録

出願情報入力

受験票印刷

出願期間が近くなりましたら、本校ホームページから
から出願サイトへ移動してください。

メールアドレスをIDとして登録してください。
イベント予約等で既にメールアドレス（mcID）をご登録
済みの方は、そちらのIDをお使いください。

志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、ペ
イジー(金融機関ATM・ネットバンキング)がご利用いただ
けます。お支払いには別途手数料が発生します。

受験料お支払い完了後、出願期間内にマイページから受験
票を印刷してください。

ログイン／マイページ
登録したメールアドレスを使ってログインしてください。
マイページが表示されます。

出願手続きは以上となります。

受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、試験当日、写真票・受験票を必ず
切り離して持参してください。写真票は受付で提出してください。

受験料決済

◆インターネット出願手続きの流れ



◆出願（Web出願）                                                           

１ 出願サイトにアクセス 

 本校ホームページ（https://www.girls.kosei.ac.jp）の｢中学Web出願｣のバナーをクリックして、出願サイ

トにアクセスしてください。出願サイトは、パソコン・タブレット端末・スマートフォンに対応しています。出

願入力・検定料納入とも12月20日（日）から可能になります。 

帰国生入試は入力・検定料納入とも10月16日（金）から可能です。 

 

２ 出願の入力と入学検定料の納入 

 （１）メールアドレスの登録 

①出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。メールアドレスはログインIDとして利

用するほかに、手続き完了メール送信、緊急連絡等に利用します。学校説明会などで既にメールアドレスを

ご登録いただいている場合には、新たに登録する必要はありません。 

②e-shiharai.net からのメールを受信できるよう設定してください。GmailやyahooなどのWebメールを 

お使いの方は｢迷惑メール｣フォルダに振り分けられることがありますのでご注意ください。 

③追加出願をする場合は、初回の出願時に登録した｢ログインID（メールアドレス）｣を利用してください。 

④システム、操作に関しては出願サイト画面下部にあるお問い合わせ先よりご確認ください。 

  （２）出願内容、入試日程等の入力・選択 

①利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、画面の指示に従って、志願者情報・保護者情報を入力し出願する

入試を選択します。 

②帰国生入試に出願した場合は、2月からの入試も受験できます。その場合は別途出願が必要です。受験票も

複数枚となります。 

   ③2月からの入試は同時出願した場合に限り、20,000円の入学検定料で受験できます。適性検査型のみ受験の

場合は10,000円です。追加出願する場合には、新たに入学検定料が必要になりますのでご注意ください。 

④氏名や住所等の字体がパソコンで表示できない場合には、その旨のチェックを入れ、簡易字体等で入力して

ください。 

⑤必須科目の入力がすべて済むと一時保存ができます。マイページに戻ると入力した内容の確認、印刷ができ

ます。 

⑥インターネット環境がない方は本校までお問い合わせください。 TEL：03-3300‐2351 

     ◆12月20日からは本校受付窓口でパソコンを使っての出願登録も可能です。 

      月曜日～金曜日 ９：００～１５：００ 土曜日 ９：００～１２：００ 

      日曜日及び１２月２５日（金）～１月６日（水）は受け付けておりません。 

  （３）入学検定料納入方法を選択 

｢クレジットカード｣｢コンビニエンスストア｣｢ペイジーATM（現金）｣｢ペイジーATM（カード・通帳）｣ 

｢ペイジー（ネットバンキング）｣の５つからご希望の納入方法を選択してください。詳細は出願サイト上に

表示されます。 

  （４）入学検定料の納入 

    入学検定料を次の方法のいずれかで納入してください。別途手数料が必要になります。 

    納入後の内容間違いによる取消し・返金は一切できませんのでご注意ください。 



①クレジットカードによるオンライン決済 

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。クレジットカードによるオンライ

ン決済にて、24時間入学検定料の納入が可能です。保護者名義のクレジットカードを使用することがで

きます。 

■ご利用いただけるクレジットカードは次の通りです。 

 

 

 

■クレジットカードを利用する場合、｢上記内容で申し込む｣をクリックすると、その場で決済が行われて

支払いが完了したことになり、出願する試験の種類や希望のコースなどの入力内容を変更することは

できません。ご注意ください。 

②コンビニエンスストアでの支払い 

出願登録後、利用するコンビニエンスストアを選択し、指示に従って支払いをしてください。 

支払い後に受け取る｢お客様控｣はご自身で保管してください。24時間お支払いが可能です。 

 ■ご利用いただけるコンビニエンスストアは次の通りです。 

 

 

 

③ペイジー対応金融機関利用による支払い 

｢ペイジーATM（現金）｣｢ペイジーATM（カード・通帳）｣を選ぶとペイジー対応金融機関ATM（ペイジ

ーマークが張ってあるATM）で支払いができます。ただし、金融機関窓口でお支払いいただくことはでき

ません。｢ペイジー（ネットバンキング）｣を選ぶとインターネットバンキングのご利用による支払いが可

能です。 

■ご利用いただける金融機関は次の通りです。 

 みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行 

千葉銀行・横浜銀行・ゆうちょ銀行 など 

 

◆受験票・写真票の印刷・志願者顔写真の貼付                    

（１）受験票と写真票の印刷 

入学検定料お支払い後、支払い完了メールが届きます。出願サイトにアクセスし、ログイン後マイページよ

り、受験票と写真票をご自宅やコンビニ等で印刷してください。印刷にはA4サイズの白い用紙をご利用く

ださい。受験票と写真票はA4用紙1枚に印刷されます。受験番号が発番されていることを確認してください。 

印刷は出願期間内に行ってください。出願期間前には印刷できません。 

（２）志願者顔写真の貼付 

①顔写真アップロード機能を利用する場合 

出願サイトの指示に従って志願者の顔写真を取り込んで印刷してください。取り込む写真は、証明写真ま

たはそれに準じた鮮明なもの（最近3ヶ月以内に撮影したもの）を利用してください。 

 

 

 



②写真を貼り付ける場合 

印刷した写真票に志願者の顔写真（最近3ヶ月以内に撮影したもの 縦4cm×横3cm 裏面に氏名を記入

してから全面にのり付け）を貼付してください。証明写真を利用してください。スナップ写真や不鮮明な

ものは受付できません。 

   （３）写真票の提出 

写真票と受験票をあらかじめ切り離して、入学試験当日にお持ちください。「写真票」は試験当日受付に 

ご提出ください。 

 

◆入学試験当日の注意事項                              

１ 持ち物 

1 受験票・写真票  出願サイトでA4サイズの白い用紙に印刷したものを切り離してください。  

         顔写真がアップロードまたは貼付されていることをご確認ください。 

2 筆記用具     黒鉛筆・シャープペンシル・消しゴム 

3 上履き 

4 時計       計算・辞書機能などの付いた時計、携帯電話やスマートフォンの使用は認めません。

5 証明書等のコピー （検定や証明書を利用する場合） 

2 受験上の注意 

１ 開門時刻は午前入試8時30分、午後入試14時です。 

２ 遅刻の場合は、必ずご連絡ください。 

３ 受験票、筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル・消しゴム）は机上に置いてください。 

  下敷きは使えません。 

４ 携帯電話、スマートフォンは、電源を切ってかばんにしまってください。 

５ 解答を終えた場合でも、試験終了まで退室できません。試験時間中の発病等やむを得ない場合には、手

をあげて監督者の指示に従ってください。 

３ その他 

１ 保護者の方は、校内に控え室をご用意しますのでどうぞご利用ください。 

２ 受験票をお忘れの場合は、事務室か近くにいる職員にお申し出ください。 

３ 合否に関して、電話・メールではお答えしておりません。 

４ 発熱などで体調が悪い場合には別室受験ができます。職員に申し出てください。 

５ 天候や交通機関の運転状況によって、試験開始時刻を変更することがあります。午前6時頃からニッポン

放送（ラジオ）で随時アナウンスしますので、参考にしてください。また、本校ホームページをご確認く

ださい。 

６ 本校では万が一の震災等に備え、東京都、神奈川県私立中学高等学校協会の協定に従い、次の通りに対処

します。 

（１） 軽微な地震、豪雨や積雪等によって電車が遅れた時には、各学校が試験の時間を変更するなどして

対処します。 

（２） ほぼすべての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような大きな自然災害等が起こった時は、

東京都と神奈川の全ての私立中学校・高等学校は、予定されている入試を中止し、後日一斉に繰り

下げて再開することで皆さんが安全にそして安心して受験できる体制を準備しています。 

7 駐車場はありません。入学試験、合格発表、手続き、オリエンテーション時にはお車でのご来校はお控え 

ください。 



◆合格発表                                    

 Web発表 

合格発表日時（要項参照）にインターネット上で合格発表を行います。下記のURLまたはQRコードからアク

セスしてください。発表時間は変更になる場合があります。 

    

https://go-pass.net/koseiggj/ 

      

・受験生個人の情報（合否・受験番号等）に関しての問い合わせには一切応じません。受験票を合格発表まで必ず保管して

おいてください。 

・発表時間を過ぎても合格発表が表示されない場合、ブラウザの「更新」「再読込」ボタンなどを押してください。 

・回線が込み合い、接続に時間がかかることがあります。しばらくしてからアクセスしてください。 

・受験番号等は間違いのないように入力してください。 

 

◆入学手続きについて                               

◆Web合格発表画面に表示されるボタンから入学金決済サイトへお進みください。 

※合格発表のサイトにある「入学手続きはこちら」のボタンをクリックしてください。 

１ 入学金・施設設備資金納入 

（１）Web発表時から入学手続き期間内に次の入学手続き費用を納入してください。 

入学金255,000円  施設設備資金60,000円  合計315,000円 

（２）以下の中からご希望の納入方法を選択してください。 

     ｢クレジットカード｣ ｢ペイジー（カード・通帳）｣ ｢ペイジー（ネットバンキング）｣ 

※｢コンビニエンスストア｣｢ペイジーATM（現金）｣は利用できません。 

■｢クレジットカード｣｢ペイジー（カード・通帳）｣｢ペイジー（ネットバンキング）｣を利用する場合には、 

｢入学金255,000円｣と｢施設設備資金60,000円｣を合わせて315,000円を一括で納入することができます。 

２ 入学金等納入が確認できましたら、入学手続きの書類を郵送いたします。 

  注意事項 

    ■入学金･施設設備資金の納入をもって入学の意思確認とさせていただきます。 

    ■いったん納入された入学金は返金いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆優待等の各種制度について                               

特待制度 

入学時に優秀な成績の生徒は、特待生として、入学金と授業料（就学支援金との差額）を免除します。 

A特待生・B特待生は毎年見直しを行い、学業成績次第で翌年度も特待生として特典が継続されます。 

S特待生は6年間、特待生として特典が継続されます。 

授業料減免制度 

入学後、家計急変の場合やその他家計状況により、就業の継続が困難になった者に対して授業料を減免する 

制度です。詳細は、事務室にお問い合わせください。  

兄弟姉妹優遇制度 

入学時に、姉か妹が佼成学園女子中学校・高等学校に在学、兄か弟が佼成学園中学校・高等学校に在学して

いる場合、もしくは同時に入学する場合は入学金を減額します。入学手続き後に書類を提出していただき、

4月に減額分を返金いたします。 

入学金分割納入 

入学手続き時に100,000円を納入していただき、2021年9月1日～10日の間に、残金155,000円を納入して

いただくことができます。希望する場合は、Webでの入学手続き前に、印鑑を持参の上、学校窓口での手続

きが必要ですが、必ず発表当日15:00までに電話にてお申込みください。 学校TEL：03-3300-2351 

※分納手続き後に入学を辞退した場合は、その時点で全額納入していただきます。 

 

◆オリエンテーションについて  2月13日（土）14:00～ (予定)                      

 入学準備のために、生徒と保護者のためのオリエンテーションを行います。 

 ※詳細は郵送いたします入学手続きの書類にてお知らせします。 

  内容 

   ・学校生活の説明 

   ・制服・制定品の採寸・販売 ※代金引換で郵送します。当日に現金をご用意いただく必要はありません。 

  その他 

    ◇送付された手続きの書類を提出してください。 

    ◇筆記用具・上履き、スリッパを持参してください。 

    ◇教科書は後日着払いで郵送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



◆入学時および入学後に必要な費用について（2020年度実績）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 主な預かり金 

 

 

 

 

※預かり金は一旦徴収して精算いたします。 

※入学後、全員にiPad（約80,000円 設定費等を含む）を購入していただきます。 

※入学後、1口50,000円で1口以上の寄付（任意）をお願いしています。 

 

◆制服・制定品について                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学1年生 中学2年生 中学3年生

項目

入学金 255,000円 ― ―

施設設備資金 60,000円 ― ―

施設設備維持費 ― 50,000円 50,000円

授業料 420,000円 420,000円 420,000円

教育維持費 72,000円 72,000円 72,000円

教育環境維持費 84,000円 84,000円 84,000円

後援会費 14,400円 14,400円 14,400円

生徒会費 8,400円 8,400円 8,400円

後援会入会金 3,000円 ― ―

916,800円 648,800円 648,800円

入学

手続時

入学後

小計

金額

品名 価格 品名 価格 品名（オプション品） 価格

イートンジャケット 17,859円 体育着（上）（ネーム入り） 7,920円 通学靴 6,670円

長袖セーラーブラウス 9,841円 体育着（下）（ネーム入り） 5,280円 カーディガン（紺・グレー） 8,730円

冬スカート（フォーマル） 12,246円 半袖シャツ（ネーム入り） 4,070円 ピーコート 27,585円

夏スカート（フォーマル） 11,371円 ハーフパンツ（ネーム入り） 3,740円 ポロシャツ 3,906円

ハイソックス（5足) 3,854円 上履き 2,484円 半袖セーラーブラウス 9,258円

リボン（フォーマル） 1,313円 グランドシューズ 3,873円 夏スカート（チェック柄） 11,877円

校章（ネジ式） 572円 体育館シューズ 4,399円 冬スカート（チェック柄） 13,959円

通学バッグ 10,309円 セーラーカラー（白・紺） 2,757円

リボン（チェック柄） 1,313円

サブバッグ 5,908円

リュックサック 9,129円

99,131円 スイムウェア 3,025円

1,400円 スイムショーツ 626円

スイムキャップ 417円

※価格は税込み表記です。

※制服・コートは発注後お届けするまで1～2週間かかります。

制定品合計（※オプション品は除きます）

宅配便代金

宅配便代金の価格は変動いたします。（2020年度参考）

教材費
120,000円

(4～7月分割徴収)

84,000円

(5～7月分割徴収)

138,000円

(5～9月分割徴収)

修学旅行費用 350,000円



◆中期留学費用 対象：中学3年生の希望者                                  

 

 

 

 

 

 

 

※2020年度現在のためレートや燃油サーチャージと空港税等の関連税金は変動により変更する可能性があります。 

※国際情勢によって、行程などが一部変更になる可能性があります。その場合、費用の変更が生じることがあります。 

 他に必要な費用 

   ◇留学期間中の制服代、通学費、教材費、課外活動費、お小遣い等 

   ◇海外旅行傷害保険費（全員加入。保険料は3ヶ月で5万円程度） 

 

◆入学辞退について                                

  ◇入学手続き後（入学金・施設設備資金納入後）、入学を辞退される方はご連絡ください。 

    施設設備資金（60,000円）をお返しいたします。 

   ◇入学金分割納入の手続きをされた方は、入学金の残金をお支払いいただきます。  

 

◆個人情報保護（ご提出書類の取り扱い）について                                  

  出願及び入学手続きにあたり、お預かりした個人情報は入学試験事務処理【入学試験実施（出願処理、試験実 

施）、合格発表、入学手続き】の目的でのみ使用します。 

項　目

　現地研修費用

　現地校費用（授業料、ホームステイ関連費）

　現地サポート費用（送迎代、ガーディアンオフィスサポート費用）

　取扱業者留学プログラム管理費用

　特別教育維持費

上記合計金額　約950,000円



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  Access 

京王線｢千歳烏山｣駅下車 徒歩５分 

小田急線｢千歳船橋｣駅から京王バス利用(約 15 分) ｢南水無｣下車 徒歩３分 

小田急線｢成城学園前｣駅から小田急バス利用(約 20 分) ｢千歳烏山駅｣下車 徒歩５分  
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