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2月3日(金) 2月4日(土)

第1回(午前) 第2回(午後) 第3回(午前) 第4回(午後) 第5回(午後) 第6回(午後)

募集人員 45名 40名 40名 30名 20名 20名

出願期間

出願方法

入学手続き期間 合格発表後～
2月3日（金）16︓00

入学手続き

入学金

入学説明会日時 2月11日(土祝)
※時間については、合格後にご案内させていただきます。

2科・4科入試

230,000円

本校の「入学金決済サイト」の表示に従って、出願と同様の方法で、各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーより入学金の支払い手続きを行ってください

合格発表後～2月6日（月）16︓00

2月3日(金)22:00 2月4日(土)22:00

1月10日(火)0:00～試験日前日23:59

Ｗｅｂ出願のみ

(1)出願情報入力・入学検定料納入
本校ホームページ「出願サイト」から行えます（各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでの支払い方法が選べます）。

(2)受験票・受験票（学校控用）を印刷
アップロードした写真が受験票に反映されていることを確認したうえで切り離し、必ず両方とも入試当日にお持ちください。

検定料

22,000円

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い方法が選べます（出願に際し、お支払いには別途手数料がかかりますのであらかじめご了承ください）。
※複数の日程・試験を受験する場合、同時出願に限り入学検定料が割引されます（一旦、納入された「検定料」は理由を問わず返金いたしません）。

合格発表
（合否照会サイトにて） 2月1日(水)19:00 2月1日(水)22:00 2月2日(木)19:00 2月2日(木)22:00

入室時間:14︓00～
入室完了:14︓50
国　　　語:15︓00～15︓45
算　　　数:16︓05～16︓50

入室時間:14︓00～
入室完了:14︓50
国　　　語:15︓00～15︓45
算　　　数:16︓05～16︓50試験時間割

入室時間　:7︓40～
入室完了　:8︓30
国　　　　語:8︓40～9︓25
算　　　　数:9︓45～10︓30
社会・理科:10︓50～11︓40

入室時間:14︓00～
入室完了:14︓50
国　　　語:15︓00～15︓45
算　　　数:16︓05～16︓50

入室時間　:7︓40～
入室完了　:8︓30
国　　　　語:8︓40～9︓25
算　　　　数:9︓45～10︓30
社会・理科:10︓50～11︓40

入室時間:14︓00～
入室完了:14︓50
国　　　語:15︓00～15︓45
算　　　数:16︓05～16︓50

 2023年度　実践女子学園中学校　一般入試  募集要項

2月1日(水) 2月2日(木)

出願資格 (1)2023年3月に小学校卒業見込みの女子
(2)本校の教育方針にご賛同いただけるご家庭であること

入試日

入試科目

2科(国算)
または4科（国算社理）

国語/100点(45分)
算数/100点(45分)
社会・理科/各50点
(2科目で50分)

2科(国算)

国語/100点(45分)
算数/100点(45分)

2科(国算)
または4科（国算社理）

国語/100点(45分)
算数/100点(45分)
社会・理科/各50点
(2科目で50分)

2科(国算)

国語/100点(45分)
算数/100点(45分)

2科(国算)

国語/100点(45分)
算数/100点(45分)

2科(国算)

国語/100点(45分)
算数/100点(45分)

1回 2回 3回 4回 5回 6回

22,000円 32,000円 42,000円 52,000円 62,000円 72,000円
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2月1日(水) 2月2日(木)

第1回(午後) 第2回(午後)

募集人員 15名 10名

出願方法

試験時間割

入学手続き期間

入学金

入学説明会日時

1月10日(火)　0:00　～　1月24日(火)　23:59

入試日

出願資格

身近なものごとをテーマに出題
自分の考えを記述する筆記試験(45分)

　　　 記述内容について説明する質疑応答（5分）

  (1)2023年3月に小学校卒業見込みの女子
  (2)本校の教育方針にご賛同いただけるご家庭であること

(1)2023年3月に小学校卒業見込みの女子
(2)本校の教育方針にご賛同いただけるご家庭であること
(3)本校所定の英語加点基準となる英語資格・検定取得者であること

 
    入 室 時 間       　:   7︓40 ～
    入 室 完 了       　:   8︓30
    筆 記 試 験       　:   8︓40 ～  9︓25
    質疑応答（口頭）:   9︓45 ～　1人5分程度で順次終了
　　※面接の順番は出願順になります。

　　1科(国または算)・英語資格
　国語/100点(45分)
　算数/100点(45分)

　　　　　　　　　　　【国語選択者】
　　　　　　　　　　　　　　入室時間:14︓00～
　　　　　　　　　　　　　　入室完了:14︓50
　　　　　　　　　　　　　　国　　　語:15︓00～15︓45

　　　　　　　　　　　【算数選択者】
　　　　　　　　　　　　　　入室時間:15︓00～
　　　　　　　　　　　　　　入室完了:15︓55
　　　　　　　　　　　　　　算　　　数:16︓05～16︓50

2023年度　実践女子学園中学校　一般入試  募集要項

10名

        Ｗｅｂ出願のみ

        (1)出願情報入力・入学検定料納入
        本校ホームページ「出願サイト」から行えます（各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでの支払い方法が選べます）。

        (2)受験票・受験票（学校控用）を印刷
        アップロードした写真が受験票に反映されていることを確認したうえで切り離して、必ず両方とも入試当日にお持ちください。

2月1日(水)　午前

230,000円

2月1日(水)22:00 2月2日(木)22:00

2月11日(土祝)
※時間については、合格後にご案内させていただきます。

思  考  表  現  入  試 英　語　資　格　入　試

22,000円
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い方法が選べます（出願に際し、お支払いには別途手数料がかかりますのであらかじめご了承ください）
※複数の日程・試験を受験する場合、同時出願に限り入学検定料が割引されます （一旦、納入された「検定料」は理由を問わず返金いたしません）

なし

「英検等の検定合格証明書」、「公式認定証」等のコピー
※未提出の場合、失格となりますのでご注意ください
※「9．英語資格入試提出類の郵送方法について」をご覧ください

2月1日(水)19:00

合格発表後 ～ 2月6日（月）16︓00合格発表後～2月3日（金）16︓00

1月10日(火)　0:00　～　1月28日(土)　23:59

　出願日～1月29日(日)消印有効
 「簡易書留」にて郵送

提出書類

出願期間

入試科目

合格発表
（合否照会サイトにて）

検定料
1回 2回 3回 4回 5回 6回

22,000円 32,000円 42,000円 52,000円 62,000円 72,000円
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1. 受験にあたってのご案内、注意事項について 
(1) 受付に受験票を提示し、案内に従って受験室に入ってください。 

※受験票を忘れた場合は中高総務部にて再発行します。 
(2) 集合時間を過ぎても入室は可能ですが、試験時間の延長はありません。 
(3) 欠席連絡は不要です。 
(4) 大雪等で首都圏の交通機関に乱れが発生した場合、試験開始時刻を遅らせることがあります。本校ホームページ

に掲載しますので、ご確認ください。 
(5) 駐車場はありません。車でのご来校はご遠慮ください。また、付近の道路は駐車禁止区域となっております。 
(6) 保護者の方は受験室に入れません。保護者控室を用意しています。上履きは不要です。 
(7) 受験生と保護者の方は、試験終了後に校内の指定場所で合流していただきます。 
(8) 校内（カフェテリア・ラウンジなど）で、昼食をおとりいただけます。 
(9)試験場への飲食物の持ち込みは、フタのしまる容器の飲み物及び軽食のみ可能です。 
(10)第 5 回・第 6 回入試は複数回受験優遇となる試験です。ミライコンパスから複数回に分けて出願した場合でも、

同一のアカウントによる出願であれば同一人物とみなします。  
2. 試験当日の持ち物について 

①カラー印刷をした受験票（2 種類） 「受験票」 と 「受験票（学校控用）」の 2 種類を持参 
※受験票は 2 枚（受験票・学校控用）を切り取ってお持ちください。また、午前・午後を受験する場合には、午前・午

後の両回合わせて 4 枚（受験票 2 枚、学校控 2 枚）をお持ちください。 
②筆記用具（シャープペンシルまたは鉛筆、消しゴム、直定規） ※下敷きは使用できません。 
＜持ち物に関しての注意＞ 
  上履きは不要です。また、腕時計は、時計だけの機能のものに限り使用できます。 

3. 合格発表について 
合格発表は、「合否照会サイト」にて発表します。 
※校内で掲示等による発表は行いません。  ※試験の結果等のお問い合わせにはお答えできません。 
※追加合格を出す場合があります。合格となった場合、本校より電話で直接ご連絡いたします。 
※書面での合格証の発行はありません。  ※入学後に必要な書類等は全て入学説明会で配布します。 

4. 入学金・学費等（2023 年度入学者） 

費用 金額（年間） 納入時期 

入学金 230,000 円 入学手続時 

授業料 502,000 円 3 期分納（4・9・12 月） 

教育充実費 80,000 円 3 期分納（4・9・12 月） 

施設設備費 171,000 円 ２期分納（4・9 月） 

校友会費 5,400 円 ２期分納（4・9 月） 

父母の会費 27,000 円 1 期（4 月） 

日本文化実習費 30,000 円 1 期（4 月） 

積立金 60,000 円 3 期分納（4・9・12 月） 

合計 1,105,400 円  
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※学費等は、銀行口座振替にて納入いただきます。 
※「積立金」は 2022 年度実績となります。年度によって変動する可能性があります。 

積立金は副教材、模擬試験、芸術鑑賞会などの費用に使用されます。 
※各自でノートＰＣをご用意いただきます。購入の際には、個人でご負担いただくことになります。 
※第 1 回・第 2 回の 2 科 4 科入試で、特に得点が高い受験生若干名に初年度の授業料（502,000 円）を免

除する特待制度があります。 
次年度以降の学費（2022 年度現在予定） 

学年 授業料 教育充実費 施設設備費 校友会費 父母の会費 積立金 合計 

中学 2 年 502,000 円 80,000 円 171,000 円 5,400 円 7,000 円 60,000 円 825,400 円 

中学 3 年 502,000 円 80,000 円 171,000 円 5,400 円 7,000 円 100,000 円 865,400 円 

5. 入学説明会について 
入学手続完了者を対象に入学後の心構え・学習・生活等、入学当初の予定について説明します。 
説明会終了後に制服採寸、学用品の購入があります。保護者同伴での出席を必須とします。 
2 月１１日（土祝） ※午前・午後の２回行います。出席回については、合格後に時間とあわせてご案内いたしま

すので、終日ご予定を空けていただきますようお願いいたします。 
小学校６年次通知表の提出について 
本校 Web ページ掲載の「小学校の担任の先生へ」を、小学校の担任の先生にお渡しし、作成を依頼してください。 
２月１１日（土祝）入学説明会時に提出いただきます。 
万一、提出が間に合わない場合は、２月１７日（金）必着にてお送りください。 
英語プレイスメントテストについて 
各々の学習状況に応じた授業を受けていただくため、入学説明会当日、希望する方に英語プレイスメントテストを
実施します。中級クラス（目安︓英検 3 級程度）・上級クラス（目安︓英検準２級以上）をご希望の方は、
入学手続後に英語プレイスメントテストの申込があります。詳細は、合格後にご案内します。 

6. 個人情報の取扱について 
本校では、個人情報保護の重要性を認識し、出願に際して受験生から提出された個人情報については、「個人情報の
保護に関する法律（個人情報保護法）」、「実践女子学園個人情報の保護に関する規程」その他関連法令等を遵
守して、適正な利用、管理を行います。 
提出いただいた個人情報は、入学試験の準備、実施、合格発表、入学手続等に係る業務で利用します。 

7. 本校入学後の氏名表記で使用可能な漢字について 
本校のシステムで使用可能な漢字は、JIS 第 1 水準および第 2 水準（※）のみとなります。出願時に氏名や住 
所等を記入する際は、旧字体・異字体・俗字体等は使用せず、代替の文字を入力してください。なお、卒業証書 
等を除く身分証や調査書など、入学から卒業後に交付する各種証明書等、すべての氏名が出願時に登録した文 
字での表記となります。なお、外国名の方で漢字表記がない場合にはフリガナで入力したカタカナ表記とします。 
例）髙→高、邊・邉→辺、﨑→崎、𠮷𠮷→吉、濵→浜、𣘺𣘺→橋 など 
上記例以外にも入力エラーとなった場合は JIS 第 1 水準及び第 2 水準以外の文字となりますので、代替の文字 
（カタカナ含む）を入力して下さい。 
※JIS 第 1 水準および第 2 水準について（法務省） 
ご自身の漢字を確認される場合には、「法務省 戸籍統一文字情報ページ」 
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http://houmukyoku.moj.go.jp/KOSEKIMOJIDB/M01.html をご使用ください。 
代替文字も確認することがでます。 

8. 入学手続について 
入学手続を期間内に手続されない場合は、入学の意思がないものと判断します。 
一旦、納入された「入学金」は理由を問わず返金いたしません。あらかじめご了承ください。 
入学手続完了後、都合により入学を辞退される場合は、速やかに中高総務部（03-3409-1771）までご連絡くださ
い。 

9. 英語資格入試提出書類の郵送方法について 
「英検等の検定合格証明書」、「公式認定証」等のコピーを A4 サイズ封筒（角２）の封筒に入れ、印刷した受験票
の右端にある「宛名票」を切り取って封筒に糊付けし、簡易書留で郵送してください。 
なお、第 1・2 回を同時出願する場合には、書類のコピーは 1 部ご提出ください。追加で出願される場合には、再度郵
送をお願いいたします。 

10. 英語資格入試の英語資格加点基準について 

加点 実用英語技能検定 CSE2.0
100 ２級以上 1980以上
90 1980以上
80 1728～1979
70 1728以上
60 1456～1727
50 ４級 622～1455

準２級

３級

 
※受験資格は実用英語技能検定４級以上です。 
※TOEFL iBT🄬🄬などの資格を使って出願をお考えの場合は、個別にお問い合わせください。 

 
注意事項 

新型コロナウイルスの流行によって、試験の内容や方法について変更になる場合がございます。 
本校Ｗｅｂサイトなどで最新情報をお知らせいたしますので、定期的にご確認ください。 
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●出願手続きの方法

11. Ｗｅｂ出願の流れ

本校ホームページに出願サイトのバナーを設置します。

●Ｗｅｂ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・ネット専業銀行でのお支払い方法が選べます。

■システムに関するお問合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください。（24時間対応）
※募集要項内容に関するお問合せは、本校へ受付時間内にご連絡ください。

本校ホームページ

出願サイト

ＩＤ(メールアドレス)登録

顔写真データ
アップロード

出願情報入力

検定料支払い方法選択

受験票印刷

出願書類提出
＊英語資格入試の受験生のみ

入試当日

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。

メールアドレスをIDとして登録してください。すでに、「mc共通ID」をお持ちの方、またはイ
ベント予約をされた方は、同じIDをご利用ください。尚、緊急連絡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。

写真店で撮影した受験生の顔写真データをアップロードしてください。(デジタルカメラ・ス
マートフォンで個人撮影した写真も可。)

志願者情報を入力し、入試日程等を選択してください。

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、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。

検定料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイトのマイページから受験票の
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カラー印刷してください。(A４
サイズ ヨコ 白い紙)

■英語資格入試 ○英検等の検定合格証明書、公式認定書等のコピー ▶郵送にて提出
＊「英検等の検定合格証明書」、「公式認定証」等のコピーをA4サイズ封筒（角２）の封筒に入れ、印刷した
受験票の右端にある「宛名票」を切り取って封筒に糊付けし、簡易書留で郵送してください。

受験票、受験票(学校控用)をお持ちの上、来校してください。

＊受験票には「受験票」と「受験票(学校控用)の2種類があります。
本校からは発送しませんので、必ずご自身で印刷し、試験日までにご準備ください。

（問い合わせ先）
〒150-0011 東京都渋谷区東1-1-11
TEL  03-3409-1771
URL https://hs.jissen.ac.jp
月曜～金曜 8︓45～16︓30
土曜 8︓45～16︓00
※日曜、祝日及び休業期間を除く

実践女子学園中学校
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アクセスマップ 

 
 

渋谷駅  ・JR 山手線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線︓JR 渋谷駅東口より徒歩約 10 分 

・JR 埼京線、りんかい線、湘南新宿ライン︓JR 渋谷駅新南口より徒歩約 10 分 

・東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線︓ C1 出口より徒歩約 10 分 

表参道駅 ・東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線︓B1 番出口より徒歩約 12 分 

都営バス   渋谷駅東口より日赤医療センター行（学 03 系統）にて「国学院大学前・実践女子学園前」で下車 

 
※渋谷駅、表参道駅からのアクセス動画は、QR コードより本校 Web サイトをご覧ください。 

 


