2018年度

募集要項

2018年度 入試インフォメーション
受験料 ２万３千円 （ A推薦・B推薦受験者は、奨学生試験を受験
）
しても受験料は変わりません

推薦入試
出願資格

2018 年 3月中学校卒業見込みの女子生徒

募集人数

特進選抜クラス15 名・特進コース50 名・進学コース70 名
併願（B 推薦）

単願（A 推薦）

試験日

第１回

１月22日（月）
出願方法

〆切

8:40 〜 9:30
9:50 〜

合格発表
（Webによる発表）

１月23日（火）

１月24日（水）

1月15日（月）
１月20日（土）

１月21日（日）

１月22日（月）

集合８:30/ 開始８:40

試験開始時間
選考方法

第３回

Webによる出願（「出願情報の登録」と「受験料納入」は１月10日（水）9:00から可能。）

開始

出願受付

第２回

作文（50 分）

適性検査（国数英３教科で50 分 /100 点）

個人面接（５分程度）

グループ面接（７分程度）

１月23日（火）９:00

１月23日（火）13:00

１月24日（水）13:00

Webによる手続き 合格発表〜１月26日（金） 16:00まで
入学手続き

◎入学手続き書類は合格発表後に郵送します。
◎公立高校を併願受検し、
「入学手続き延期願」を申請した場合、入学手続きの〆切は、公立高校の合格発表の
翌日16：00まで延期できます。

一般入試・併願優遇（都内生・神奈川県生対象） 受験料 ２万３千円（や奨学生候補となる可能
）
性があります。
成績によりコースアップ

出願資格

2018 年 3月中学校卒業見込みの女子生徒

募集人数

特進選抜クラス15 名・特進コース50 名・進学コース70 名（帰国生入試含む）

試験日

２月10日（土）

出願方法

Webによる出願（「出願情報の登録」と「受験料納入」は１月10日（水）9:00から可能。）

出願受付

開始

1月25日（木）

〆切

２月 ８日（木）

クラスコース

進学コース
2 科受験 200 点満点

グローバル方式 200 点満点

3 科受験 300 点満点

グローバル方式 200 点満点

集合８:30 ／開始８:40

試験開始時間

選考方法

特進コース／特進選抜クラス

8 :40 〜

国語または数学
（50 分 /100 点）

英語筆記試験
（50 分 /100 点）

国語（50 分 /100 点）

英語筆記試験
（50 分 /100 点）

9 :40 〜

英語（50 分 /100 点）

英語コミュニケーション力テスト
（15 分 /100 点）
個人面接（5 分）

英語（50 分 /100 点）

英語コミュニケーション力テスト
（15 分 /100 点）
個人面接（5 分）

10:40 〜

グループ面接（7 分）

11:40 〜
合格発表
（Webによる発表）

※時間内に選択

数学（50 分 /100 点）
グループ面接（7 分）
試験当日 15:00 〜
Webによる手続き 合格発表〜２月17日（土） 16:00まで

入学手続き

◎入学手続き書類は合格発表後に郵送します。
◎公立高校を併願受検し、
「入学手続き延期願」を申請した場合、入学手続きの〆切は、公立高校の合格発表の
翌日16：00まで延期できます。

・B 推薦は都内生及び神奈川県生以外の受験生が対象となります。都内生及び神奈川県生で B 推薦の要件を満たす受験生は、
「併願優遇」
として一般入試を受験することが可能です。

出願時の注意点
●

受験票
受験料納入後、出願サイトに表示されている受験票シートをA4 で印刷してください。
受験票シートには、受験票・受験票（学校控 ）
・宛名票が含まれています。
受験票（ 学校控 ）に写真を貼付し受験票から切り離して試験当日受験票とともに持参してください。

●

提出書類
A 推薦

：調査書

推薦書

B 推薦、一般入試、併願優遇：調査書
①推薦書（ A 推薦用）の書式は本校ホームページからダウンロードし、A４で印刷してください。
②推薦書（ A 推薦用）を封筒に入れる際は、折り曲げても結構です。
③印刷された宛名票を封筒に貼り、
「簡易書留 」で出願期間内に到着するよう上記書類を郵送してください。
④提 出書類が本学園に到着すると、出願サイトで登録したメールアドレス宛に到着確認メールが届きます。この
メールをもって出願完了となります。

試験当日について
●

集合時間

８時３０分（ 開門時間７時３０分 ）
●

持ち物
受 験票、受験票（学校控）、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、コンパス、三角定規 ）

●

注意事項
①遅刻した場合でも、試験開始後の入室は認めます。ただし試験時間の延長はできません。
②体調がすぐれない場合、別室での受験が可能ですので、お申し出ください。
③保護者の方は、控え室でお待ちいただけます。
④駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
⑤自動車（タクシーを含む）の路上駐停車は近隣の迷惑になりますので、固くお断りします。
⑥自然災害により交通機関が混乱した場合は、試験時間を繰り下げることがあります。
あわてずに、まず本校ホームページをご覧ください。
（ 緊急連絡先：03-3910-6315）

奨学生試験について
Ａ推薦・Ｂ推薦受験生で、コースや奨学生のアップに挑戦したい方を対象とします。進学コースは２科、特進コー
ス・特進選抜クラスは３科を２月１０日に受験し、成績により、コースアップや奨学生候補となる可能性があります。
（結果発表は翌日以降、郵送にて行います。）

奨学生について
受験した受験生のうち、学業成績及び人物優秀な生徒若干名に対して、選考の上、入学時納入金を減免し、１～
３年間の授業料相当額を給付し、また、カナダ語学研修費用を半額補助します。
スポーツ、芸術等優れた技能を持った受験生に関しましても奨学生制度がございますのでご相談ください。
奨学生候補になった受験生には合格発表時にお知らせいたします。通知を受けた受験生で奨学生を希望する場
合には、手続きを行ってください。手続きがなされない場合は奨学生の資格がなくなります。

インターネット出願
● インターネット出願について
■平日・土日・祝日24 時間出願手続きができます。
■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・ペイジーでのお支払方法が選べます。

※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。

●

出願手続きの方 法
本校ホームページ

募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置
します。

▼
出願サイト

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。
（インターネット環境がない場合や操作方法などで、わからないことやお困りの
ことがありましたらお気軽にご相談ください。）

▼
ID（メールアドレス）登録

メールアドレスをIDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、緊
急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

▼
出願情報入力

志願者情報、出願入試日程等を入力してください。

▼
受験料の支払い方法選択
クレジット コンビニ ペイジー
カード支払
支払
支払

受験料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM
（ペイジー）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。なお、お
支払いには別途手数料がかかります。

▼
受験票シート印刷

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験
票シートの印 刷が可 能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印 刷
（A4 サイズ・白い紙）してください。

▼
写真貼付

印刷された受験票（ 学校控 ）に受験生の顔写真（ 4cm×3cm）を貼付してく
ださい（白黒・カラーどちらでも可 ）。

▼
提出書類を郵送

印刷された宛名票を封筒に貼り、簡易書留で出願期間内に提出書類を郵送
してください。

▼
入試当日

受験票・受験票（学校控）をお持ちの上、ご来校ください。

※受 験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷してください。
印刷された受験票（ 学校控 ）に受験生の顔写真貼付の上、受験票とともに試験当日お持ちください。
※出願及び入学手続きの際の納付金はいかなる理由があっても一切返金いたしません。

個人情報保護について
出願に関する各書類に記載された個人情報については、それぞれ本校内での円滑な処理のために使用します。
個人情報を使用する際は取扱いに充分留意し、目的以外の使用はいたしません。

