
２０１８年度 

一般入学試験 

思考・表現入学試験 

募集要項 

実 践 女 子 学 園 中 学 校 
〒150-0011 東京都渋谷区東１丁目１番１１号 

電話 03-3409-1771 

URL http：//hs.jissen.ac.jp 



＜  目 次  ＞ 

Ⅰ．一 般 入 学 試 験 

２科・４科試験 ・・・・・・・・・・・・・・  1 

１科試験（英語資格・検定取得者対象） ・・・  5 

Ⅱ．思 考 ・ 表 現 入 学 試 験 ・・・・・・・・・・  9 

Ⅲ．Ｗｅｂ出願の手続きの流れ ・・・・・・・・・・ 13 



2018年度　一般入学試験　<2科・4科 対象>

■募集人員について

入学定員

入 試 名

入試時間帯

募集人員

■日程について

【本校ホームページからのＷｅｂ出願のみ】

１月２０日（土）０：００ ～ 試験日前日２３：５９

　詳細は「■出願について」をご確認ください。

試　験　日

 本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　　本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

　　　　１９：００～ 　　　　２２：００～ 　　　　１９：００～ 　　　　２２：００～ ２２：００～

 校内掲示　【翌日】  校内掲示　【翌日】  校内掲示　【翌日】  校内掲示　【翌日】 　校内掲示　【翌日】

　　９：００～１６：００ 　　９：００～１６：００ 　　９：００～１６：００ 　　９：００～１６：００ ９：００～１６：００

詳細は「■入学手続きについて」をご確認ください。

■出願について

 次の条件を満たしている女子。

（1）２０１８年（平成３０年）３月　小学校卒業見込みの者。

（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回出願　２２,０００円

※「一般入学試験」および「思考・表現入学試験」から複数の日程・試験を

受験する場合、同時出願に限り入学検定料が割引できます。

※支払いは、クレジットカード決済、コンビニ支払いが選べます。

（別に手数料がかかります。）

本校ホームページからのＷｅｂ出願のみです。

　１月２０日（土）０：００ ～ 　試験日前日２３：５９

◎支払い方法により取り扱い日時が異なります。

コンビニ支払いは、右表をご確認ください。

　それ以降は、クレジットカード決済のみとなります。

◎提出された出願書類および納入された入学検定料はお返しできません。

◎受験票（本人用）を試験当日に受験室まで持参してください。

Ｗｅｂ出願手続きが完了後（入学検定料納入後）、マイページから「受験票(本人用）、受験票（学校控）、

　提出書類チェックシート」の三連用紙を発行・印刷できます。

　　　Ａ４サイズ 白い紙に印刷し、受験票部分を切り離し、写真を本人用・学校控に糊付けしてください。

　写真２枚必要 （3ヶ月以内撮影、上半身・正面・脱帽、ﾀﾃ4cm×ﾖｺ3cm、白黒又はカラー）

※複数回同時出願した場合、Ｗｅｂ出願マイページには試験毎に[受験票印刷]ボタンが表示されますが、

内容はいずれも同一です。受験票はいずれか１枚を発行・印刷し各回共通で利用します。

※追加出願の場合は、受験票を再度発行・印刷し、受験票を差し替え利用します。

８０名 ５０名２０名

実践女子学園中学校
２０１８年度　一般入学試験　＜２科・４科 対象＞

２４０名

第１回 第３回第２回 第４回 第５回

２０名 ２０名

午前 午後 午前 午後 午後

出願期間

２月１日（木） ２月２日（金）２月１日（木）

入学検定料

２月２日（金） ２月３日（土）

合格発表日・方法

２月１日（木） ２月２日（金）２月１日（木） ２月２日（金） ２月３日（土）

入学手続期間

２月２日（金）～ ２月３日（土）～２月２日（金）～ ２月３日（土）～ ２月４日（日）～

２月３日（土） ２月６日（火）２月６日（火） ２月６日（火） ２月６日（火）

出願資格

出願期間・方法

受　験　票

受験回数 入学検定料

1　回 22,000円　

2　回 32,000円　

3　回 42,000円　

4　回 52,000円　

5　回 62,000円　

6　回 72,000円　

　  　試験日

　 2月1日（木）  １月29日（月） 23:00まで

　 2月2日（金）  １月30日（火） 23:00まで

　 2月3日（土）  １月31日（水） 23:00まで

コンビニ支払い期日（時間）
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2018年度　一般入学試験　<2科・4科 対象>

入 試 名

入試時間帯

 書類（1）（2）の提出方法は、期間によって異なります。未提出の場合、失格となりますのでご注意くだ

 さい。また、「受験票、他」三連用紙から「提出書類チェックシート」を切り離し、「提出書類チェックシート」

 を提出書類の一番上につけてクリップ留めし、封入してだくさい。

 （Ａ）（Ｂ）の場合もＷｅｂ出願マイページから「宛先用紙」をＡ４サイズ 白い紙に印刷し、角型2号封筒に

 貼り付け、書類を厳封してください。

　　（Ａ）１月２０日（土） ～ １月２６日（金）消印　：　簡易書留で郵送してください。

　　（Ｂ）それ以降は試験当日に持参し受付で提出してください。

 ◎「一般入学試験」および「思考・表現入学試験」から複数の日程・試験を同時出願する場合は、各書類は

　　１部提出で構いません。また、追加出願の場合は、「（1）受験票（学校控）」のみの提出で構いません。

　　　（1）受験票（学校控）

　　　（2）通知表のコピー

　　　　　小学校６年次１・２学期（２学期制の場合は前期のみ）の成績・出欠の記録が記載されているもの。

　　　　　表紙から裏表紙まで全てのページを原寸でコピーしてください。

■試験について

入 試 名

入試時間帯

 ２科（国算）または４科（国算社理）  ２科（国算）

 　国語/100点（45分） 　算数/100点（45分）　  　国語/100点（45分）

 　社会・理科/各50点（2科目で50分）  　算数/100点（45分）　

2科・4科の国語・算数は同一問題です。

2科・4科毎に定員枠はありません。

まず2科・4科の全受験者から国語・算数の合計点で合格者を決め、次に4科での受験者

から国算社理の合計点で合格者を決めます。

試験会場 本　校　校　舎 　本　校　校　舎

　《午前》　第１回、第３回 　《午後》　第２回、第４回 　《午後》　第５回

　受験票（本人用）、筆記用具、定規（直線を書くことができる15cm程度のもの。）

　※下敷きは使用できません。　上履きは不要です。

　※算数では、定規を使用して作図する問題が出題される場合があります。指定された問題で定規を

　　 使用しないと不正解になりますので必ず持参してください。

　◎提出書類を郵送されていない場合は、持参し受付で提出してください。

　　　提出方法は、｢■出願について　提出書類｣をご確認ください。

　（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。

　（2）受験票は、机の右上に置いてください。（受験票を忘れた場合は事務室にて再発行します。）

　（3）遅刻をした場合、受験可能ですが試験時間の延長はありません。

　（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）欠席の場合、連絡は不要です。

　（6）駐車場は用意していません。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。

　（7）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。

　（8）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。

　（9）試験の結果等のお問い合わせにはお答えできません。

午前 午後 午後

午後 午後

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

午後 午前

第１回 第３回第２回 第４回 第５回

提出書類

試験科目

試験時間

午前 午後 午前

試験日の持ち物

注意事項

 7：40～         

8：30            

8：40～  9：25

9：45～10：30

10：50～11：40

入室時間

入室完了

国語

算数

社会・理科

 14：00～         

14：50            

15：00～15：45

16：05～16：50

17：10～18：00

入室時間

入室完了

国語

算数

社会・理科

 　14：00～        

 　14：50           

　 15：00～15：45

　 16：05～16：50

入室時間

入室完了

国語

算数
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2018年度　一般入学試験　<2科・4科 対象>

■合格書類について

入 試 名

入試時間帯

　 ９：００～１６：００ 　 ９：００～１６：００ 　 ９：００～１６：００ 　 ９：００～１６：００ 　 　　　　９：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ホームページ合格発表初日は交付しません。＞

　交付場所：本校　下田記念館１階　事務室

　※合格書類受け取り時は、受験票を提示してください。

　※交付期間内に合格書類を受け取らない場合は、辞退となります。

■入学手続きについて

　 ９：００～１６：００

　 ９：００～１６：００ 　 ９：００～１６：００ 　 ９：００～１６：００

　 ９：００～１５：００

　 ９：００～１５：００ 　 ９：００～１５：００ 　 ９：００～１５：００

　手続場所：本校　下田記念館１階　事務室

  ※合格書類に同封されている納入書に必要事項を記入のうえ、入学金（２３万円）と一緒に

　　事務室窓口で納めてください。

　※入学手続き期間内に手続きされない場合は、入学の意思がないものと判断します。

　※入学手続き完了後、都合により入学を辞退される場合は、速やかに連絡の上、所定の「入学辞退

　　届」を 事務室までご提出ください。

　※一旦納入された「入学金」は理由のいかんを問わず返却いたしません。あらかじめご了承ください。

■追加合格について

　追加合格を実施する場合があります。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。

■学費等について

　初年度学費等納付金額

　※2018年度（平成３０年度）入学者の学費等は下表のとおりです。

　（1）１年次は、日本文化実習として校友会（部活動）に準じて、茶道、華道、筝曲、仕舞、和装着付けのいずれかの稽古事に

　　　ご参加いただきます。稽古代として別途３万円をご負担いただきます。

　（2）制服・体育着等の詳細は学校案内パンフレットP.43をご覧ください。

　　２月６日（火）２月３日（土）

 ９：００～１５：００

　　２月５日（月） 　　２月５日（月） ９：００～１６：００

２月４日（日）

第１回 第３回第２回 第４回 第５回

２月６日（火）

　　２月５日（月）

２月６日（火）

２月２日（金） ２月３日（土）２月２日（金） ２月３日（土）

  入学手続き
      期間・方法

２月２日（金） ２月３日（土）～２月２日（金）～ ２月３日（土）～ 　　２月４日（日）～２月５日（月）

２月６日（火）

午後 午後

合格書類の交付

午前 午後 午前

入学初年度学費等納付金額（2018年度（平成３０年度）入学者） （円）

1期納付金 2期納付金 3期納付金

入学金 授業料 教育充実費 施設設備費 計 校友会費 父母の会費 積立金 計 （4月） （9月） （12月）

金額 230,000 487,000 80,000 156,000 953,000 5,400 27,000 90,000 122,400 1,075,400 347,400 289,400 208,600

備考

入学時１回３期分納
  4月
  9月
 12月

３期分納
  4月
  9月
 12月

2期分納
  4月
  9月

2期分納
  4月
  9月

2年次以
降も同額。

1期
  4月

入会金
 20,000円
会費
  7,000円
会費は2
年次以降
も同額。

３期分納
  4月
  9月
 12月

学年により
金額が変
動します。
移動教
室、教材
費等。

学費は、卒業年次まで同額です。ただし、経済変動等にともない変更することがあります。

初年度納
付金合計

委託徴収分学　　　　　　　費
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2018年度　一般入学試験　<2科・4科 対象>

■寄付について

　本校では、教育諸条件の一層の整備充実を図るため、寄付（１口１０万円２口以上）を募っております。

　もとよりご寄付は任意でございますが、趣旨をご理解されご賛同いただければ幸いに存じます。

　入学手続き後に寄付募集のご案内をさせていただきます。

■入学説明会について

　入学手続き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、学用品の購入を行っていただきます。

　保護者同伴で必ずご出席いただきます。

　◎希望者を対象に、英語クラス分けの参考とするプレイスメントテストを実施します。詳細は入学手続き時にお知らせいたします。

　　また、入学説明会の時間帯（午前・午後）を別途指定させていただきます。

入 試 名

入試時間帯

■個人情報の取り扱いについて

　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、入学手続き等に係る業務で利用します。

午後 午前 午後 午後

第４回 第５回

午前

２月１０日（土） ２月１０日（土） ２月１０日（土）

９：００～ １２：３０～１２：３０～ １２：３０～ １２：３０～
説明会日時

２月１０日（土） ２月１０日（土）

第１回 第３回第２回
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2018年度　一般入学試験　＜1科（英語資格・検定取得者）対象＞

■募集人員について

入学定員

入試時間帯

入 試 名

募集人員

■日程について

  　　　　【本校ホームページからのＷｅｂ出願のみ】   　　　　【本校ホームページからのＷｅｂ出願のみ】

１月２０日（土）０：００～ １月２０日（土）０：００～

１月３１日（水）２３：５９ ２月１日（木）２３：５９

　　　　詳細は「■出願について」をご確認ください。 　　　　詳細は「■出願について」をご確認ください。

試　験　日

本校ホームページ　２２：００～ 本校ホームページ　２２：００～

校内掲示　【翌日】 ９：００～１６：００ 校内掲示　【翌日】 ９：００～１６：００

２月２日（金）～２月６日（火） ２月３日（土）～２月６日（火）

　詳細は「■入学手続きについて」をご確認ください。 　詳細は「■入学手続きについて」をご確認ください。

■出願について

 次の条件を満たしている女子。

（1）２０１８年（平成３０年）３月　小学校卒業見込みの者。

（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。

（P.2 試験科目「英語資格の加点基準」参照）

　１回出願　２２,０００円

※「一般入学試験」および「思考・表現入学試験」から複数の日程・試験を

受験する場合、同時出願に限り入学検定料が割引できます。

※支払いは、クレジットカード決済、コンビニ支払いが選べます。

（別に手数料がかかります。）

本校ホームページからのＷｅｂ出願のみです。 本校ホームページからのＷｅｂ出願のみです。

　　１月２０日（土）０：００ ～ １月３１日（水）２３：５９ 　　１月２０日（土）０：００ ～ ２月１日（木）２３：５９

◎支払い方法により取り扱い日時が異なります。 ◎支払い方法により取り扱い日時が異なります。

コンビニ支払いは、１月２９日（月）２３：００までです。 コンビニ支払いは、１月３０日（火）２３：００までです。

　それ以降は、クレジットカード決済のみとなります。 　それ以降は、クレジットカード決済のみとなります。

◎提出された出願書類および納入された入学検定料 ◎提出された出願書類および納入された入学検定料

はお返しできません。 はお返しできません。

◎受験票（本人用）を試験当日に受験室まで持参してください。

Ｗｅｂ出願手続きが完了後（入学検定料納入後）、マイページから「受験票(本人用）、受験票（学校控）、

　提出書類チェックシート」の三連用紙を発行・印刷できます。

　　　Ａ４サイズ 白い紙に印刷し、受験票部分を切り離し、写真を本人用・学校控に糊付けしてください。

　写真２枚必要 （3ヶ月以内撮影、上半身・正面・脱帽、ﾀﾃ4cm×ﾖｺ3cm、白黒又はカラー）

※複数回同時出願した場合、Ｗｅｂ出願マイページには試験毎に[受験票印刷]ボタンが表示されますが、

内容はいずれも同一です。受験票はいずれか１枚を発行・印刷し各回共通で利用します。

※追加出願の場合は、受験票を再度発行・印刷し、受験票を差し替え利用します。

第４回

１０名

２月１日（木）

２月１日（木）

２月２日（金）

２月２日（金）

午後

２４０名

第２回

１０名

実践女子学園中学校
２０１８年度　一般入学試験　＜１科（英語資格・検定取得者）対象＞

午後

出願期間

合格発表日・方法

入学手続期間

受　験　票

出願資格

入学検定料

出願期間・方法

 62,000円　

 72,000円　

 22,000円　

 32,000円　

 42,000円　

 52,000円　

5　回

6　回

2　回

3　回

入学検定料

4　回

1　回

受験回数
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2018年度　一般入学試験　＜1科（英語資格・検定取得者）対象＞

入試時間帯

入 試 名

 書類（1）（2）（3）の提出方法は、期間によって異なります。未提出の場合、失格となりますのでご注意くだ

 さい。また、「受験票、他」三連用紙から「提出書類チェックシート」を切り離し、「提出書類チェックシート」

 を提出書類の一番上につけてクリップ留めし、封入してだくさい。

 （Ａ）（Ｂ）の場合もＷｅｂ出願マイページから「宛先用紙」をＡ４サイズ 白い紙に印刷し、角型2号封筒に

 貼り付け、書類を厳封してください。

　　（Ａ）１月２０日（土） ～ １月２６日（金）消印　：　簡易書留で郵送してください。

　　（Ｂ）それ以降は試験当日に持参し受付で提出してください。

 ◎「一般入学試験」および「思考・表現入学試験」から複数の日程・試験を同時出願する場合は、各書類は

　　１部提出で構いません。また、追加出願の場合は、「（1）受験票（学校控）」のみの提出で構いません。

 　 ただし、１科試験の出願が初回の場合、「（3）英検等の検定合格証明書、公式認定証等のコピー」の提出

　　をお願いします。

　　　（1）受験票（学校控）

　　　（2）通知表のコピー

　　　　　小学校６年次１・２学期（２学期制の場合は前期のみ）の成績・出欠の記録が記載されているもの。

　　　　　表紙から裏表紙まで全てのページを原寸でコピーしてください。

　　　（3）英検等の検定合格証明書、公式認定証等のコピー

　　　　　Ｗｅｂ出願の【英語資格】で英語加点対象として登録した資格を確認できるもの。

■試験について

１科（国） １科（国）

 　国語/100点（45分）  　国語/100点（45分） 

加点 加点

 　英語資格/100点  　英語資格/100点

英語資格の加点基準

試験会場 本　校　校　舎 本　校　校　舎

第２回 第４回

午後午後

提出書類

試験科目

試験時間

 14：00～         

14：50            

15：00～15：45

入室時間

入室完了

国語

 14：00～         

14：50            

15：00～15：45

入室時間

入室完了

国語

加点 英検
Cambridge

English
IELTS

TOEFL
Primary

TOEFL
Junior

Comprehensive

TOEFL
Junior

TOEFL
iBT

TOEIC

１００
２級以上
1980-

PET以上
(140-)

4.0以上
R:114以上
L:113以上

322以上 745以上 42以上
　L&R：
　　550以上

８０
準２級

1728-1979
KET

(120-139)
3.0

R:107-113
L:105-112

300～321 645～740
　L&R：
　225～545

６０
３級

1456-1727
  R:104-106
  L:104

５０
受験
資格

４級
622-1455

１．上記表にないものは、受験資格・加点の対象といたしません。
２．英検CSE1.0スコアについてはお問い合わせください。
３．TOEFL Primaryは、R（リーディング）・L（リスニング）いずれのスコアとも基準を満たしている場合に加点します。
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2018年度　一般入学試験　＜1科（英語資格・検定取得者）対象＞

　受験票（本人用）、筆記用具

　※下敷きは使用できません。　上履きは不要です。

　◎提出書類を郵送されていない場合は、持参し受付で提出してください。

　　　提出方法は、｢■出願について　提出書類｣をご確認ください。

　（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。

　（2）受験票は、机の右上に置いてください。（受験票を忘れた場合は事務室にて再発行します。）

　（3）遅刻をした場合、受験可能ですが試験時間の延長はありません。

　（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）欠席の場合、連絡は不要です。

　（6）駐車場は用意していません。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。

　（7）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。

　（8）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。

　（9）試験の結果等のお問い合わせにはお答えできません。

■合格書類について

２月２日（金） ２月３日（土）

 ９：００～１６：００  ９：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ホームページ合格発表初日は交付しません。＞

　交付場所：本校　下田記念館１階　事務室

　※合格書類受け取り時は、受験票を提示してください。

　※交付期間内に合格書類を受け取らない場合は、辞退となります。

■入学手続きについて

　手続場所：本校　下田記念館１階　事務室

  ※合格書類に同封されている納入書に必要事項を記入のうえ、入学金（２３万円）と一緒に

　　事務室窓口で納めてください。

　※入学手続き期間内に手続きされない場合は、入学の意思がないものと判断します。

　※入学手続き完了後、都合により入学を辞退される場合は、速やかに連絡の上、所定の「入学辞退

　　届」を 事務室までご提出ください。

　※一旦納入された「入学金」は理由のいかんを問わず返却いたしません。あらかじめご了承ください。

■追加合格について

　追加合格を実施する場合があります。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。

注意事項

  入学手続き
      期間・方法

合格書類の交付

試験日の持ち物

２月２日（金）～２月５日（月） 　９：００～１６：００

　  　　　　　　　　　　　２月６日（火）　　９：００～１５：００

２月３日（土）～２月５日（月） 　９：００～１６：００

　  　　　　　　　　　　　２月６日（火）　　９：００～１５：００
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2018年度　一般入学試験　＜1科（英語資格・検定取得者）対象＞

■学費等について

　初年度学費等納付金額

　※2018年度（平成３０年度）入学者の学費等は下表のとおりです。

　（1）１年次は、日本文化実習として校友会（部活動）に準じて、茶道、華道、筝曲、仕舞、和装着付けのいずれかの

　　　稽古事にご参加いただきます。稽古代として別途３万円をご負担いただきます。

　（2）制服・体育着等の詳細は学校案内パンフレットP.43をご覧ください。

■寄付について

　本校では、教育諸条件の一層の整備充実を図るため、寄付（１口１０万円２口以上）を募っております。

　もとよりご寄付は任意でございますが、趣旨をご理解されご賛同いただければ幸いに存じます。

　入学手続き後に寄付募集のご案内をさせていただきます。

■入学説明会について

　入学手続き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、学用品の購入を行っていただきます。

　保護者同伴で必ずご出席いただきます。

　◎希望者を対象に、英語クラス分けの参考とするプレイスメントテストを実施します。詳細は入学手続き時にお知らせいたします。

　　また、入学説明会の時間帯（午前・午後）を別途指定させていただきます。

入試時間帯

入 試 名

■個人情報の取り扱いについて

　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、入学手続き等に係る業務で利用します。

第４回

午後

説明会日時
２月１０日（土）

９：００～

２月１０日（土）

９：００～

午後

第２回

入学初年度学費等納付金額（2018年度（平成３０年度）入学者） （円）

1期納付金 2期納付金 3期納付金

入学金 授業料 教育充実費 施設設備費 計 校友会費 父母の会費 積立金 計 （4月） （9月） （12月）

金額 230,000 487,000 80,000 156,000 953,000 5,400 27,000 90,000 122,400 1,075,400 347,400 289,400 208,600

備考

入学時１回３期分納
  4月
  9月
 12月

３期分納
  4月
  9月
 12月

2期分納
  4月
  9月

2期分納
  4月
  9月

2年次以
降も同額。

1期
  4月

入会金
 20,000円
会費
  7,000円
会費は2
年次以降
も同額。

３期分納
  4月
  9月
 12月

学年により
金額が変
動します。
移動教
室、教材
費等。

学費は、卒業年次まで同額です。ただし、経済変動等にともない変更することがあります。

初年度納
付金合計

委託徴収分学　　　　　　　費
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2018年度　思考・表現入学試験

■募集人員について

入学定員 ２４０名

募集人員 １０名

■日程について

【本校ホームページからのＷｅｂ出願のみ】

１月２０日（土）０：００ ～ ２月３日（土）２３：５９

　詳細は「■出願について」をご確認ください。

試　験　日 ２月４日（日）

２月４日（日）

本校ホームーぺージ １９：００～

　校内掲示　【翌日】　 ９：００～１６：００

２月５日（月）～２月６日（火）

　詳細は「■入学手続きについて」をご確認ください。

■出願について

 次の条件を満たしている女子。

（1）２０１８年（平成３０年）３月　小学校卒業見込みの者。

（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回出願　２２,０００円

※「一般入学試験」および「思考・表現入学試験」から複数の日程・試験を

受験する場合、同時出願に限り入学検定料が割引できます。

※支払いは、クレジットカード決済、コンビニ支払いが選べます。

（別に手数料がかかります。）

本校ホームページからのＷｅｂ出願のみです。

　　１月２０日（土）０：００  ～ 　２月３日（土）２３：５９

◎支払い方法により取り扱い日時が異なります。

コンビニ支払いは、２月１日（木）２３：００までです。

　　それ以降は、クレジットカード決済のみとなります。

◎提出された出願書類および納入された入学検定料はお返しできません。

◎受験票（本人用）を試験当日に受験室まで持参してください。

Ｗｅｂ出願手続きが完了後（入学検定料納入後）、マイページから「受験票(本人用）、受験票（学校控）、

　　　提出書類チェックシート」の三連用紙を発行・印刷できます。

　　　Ａ４サイズ 白い紙に印刷し、受験票部分を切り離し、写真を本人用・学校控に糊付けしてください。

　　　写真２枚必要 （3ヶ月以内撮影、上半身・正面・脱帽、ﾀﾃ4cm×ﾖｺ3cm、白黒又はカラー）

※複数回同時出願した場合、Ｗｅｂ出願マイページには試験毎に[受験票印刷]ボタンが表示されますが、

内容はいずれも同一です。受験票はいずれか１枚を発行・印刷し各回共通で利用します。

※追加出願の場合は、受験票を再度発行・印刷し、受験票を差し替え利用します。

受　験　票

２０１８年度　思考・表現入学試験

入学手続期間

出願資格

入学検定料

出願期間・方法

実践女子学園中学校

出願期間

合格発表日・方法

52,000円　

5　回 62,000円　

6　回 72,000円　

入学検定料

1　回 22,000円　

2　回 32,000円　

42,000円　3　回

受験回数

4　回
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2018年度　思考・表現入学試験

 書類（1）（2）の提出方法は、期間によって異なります。未提出の場合、失格となりますのでご注意くだ

 さい。また、「受験票、他」三連用紙から「提出書類チェックシート」を切り離し、「提出書類チェックシート」

 を提出書類の一番上につけてクリップ留めし、封入してだくさい。

 （Ａ）（Ｂ）の場合もＷｅｂ出願マイページから「宛先用紙」をＡ４サイズ 白い紙に印刷し、角型2号封筒に

 貼り付け、書類を厳封してください。

　　（Ａ）１月２０日（土） ～ １月２６日（金）消印　：　簡易書留で郵送してください。

　　（Ｂ）それ以降は試験当日に持参し受付で提出してください。

 ◎「一般入学試験」および「思考・表現入学試験」から複数の日程・試験を同時出願する場合は、各書類は

　　１部提出で構いません。また、追加出願の場合は、「（1）受験票（学校控）」のみの提出で構いません。

　　　（1）受験票（学校控）

　　　（2）通知表のコピー

　　　　　小学校６年次１・２学期（２学期制の場合は前期のみ）の成績・出欠の記録が記載されているもの。

　　　　　表紙から裏表紙まで全てのページを原寸でコピーしてください。

■試験について

「調べ・まとめ」「発表・質疑応答」　

※当日、複数の課題を提示します。その中から１つを選択し解答します。

本校図書館の書籍・パソコン等を使用できます。

①調べ・まとめ（90分以内）　　②発表・質疑応答（10分程度） ２５点満点

試験会場 本　校　校　舎

※終了時刻は、受験生の人数および

　 発表の順番により、異なります。

　受験票（本人用）、筆記用具

　※下敷きは使用できません。　上履きは不要です。

　◎提出書類を郵送されていない場合は、持参し受付で提出してください。

　　　提出方法は、｢■出願について　提出書類｣をご確認ください。

　（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。

　（2）受験票は、机の右上に置いてください。（受験票を忘れた場合は事務室にて再発行します。）

　（3）遅刻をした場合、受験可能ですが試験時間の延長はありません。

　（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）欠席の場合、連絡は不要です。

　（6）駐車場は用意していません。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。

　（7）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。

　（8）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。

　（9）試験の結果等のお問い合わせにはお答えできません。

試験内容

試験時間

注意事項

提出書類

試験日の持ち物

入室時間

入室完了

調べ・まとめ

発表・質疑応答
　　9：40以降
 調べ・まとめが終わった受験生から、順次開始します。

 　 7：40 ～　　　　　　　　　　         

　  8：30　　　　　　　　　　            

　　8：40 ～ 10：10　　　　　　　　　
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2018年度　思考・表現入学試験

■合格書類について

　交付期間：　２月５日（月） 　９：００～１６：００

　　　　　　　　＜ホームページ合格発表初日は交付しません。＞

　交付場所：本校　下田記念館１階　事務室

　※合格書類受け取り時は、受験票を提示してください。

　※交付期間内に合格書類を受け取らない場合は、辞退となります。

■入学手続きについて

　手続期間　：　　２月５日（月）　[ ９：００～１６：００ ] ～ ２月６日（火）　[ ９：００～１５：００ ]

　手続場所　：　本校　下田記念館１階　事務室

  ※合格書類に同封されている納入書に必要事項を記入のうえ、入学金（23万円）と一緒に

　　事務室窓口で納めてください。

　※入学手続き期間内に手続きされない場合は、入学の意思がないものと判断します。

　※入学手続き完了後、都合により入学を辞退される場合は、速やかに連絡の上、所定の「入学辞退

　　 届」を事務室までご提出ください。

　※一旦納入された「入学金」は理由のいかんを問わず返却いたしません。あらかじめご了承ください。

■追加合格について

　追加合格を実施する場合があります。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。

■学費等について

　初年度学費等納付金額

　※2018年度（平成３０年度）入学者の学費等は下表のとおりです。

　（1）１年次は、日本文化実習として校友会（部活動）に準じて、茶道、華道、筝曲、仕舞、和装着付けのいずれかの稽古事に

　　　ご参加いただきます。稽古代として別途３万円をご負担いただきます。

　（2）制服・体育着等の詳細は学校案内パンフレットP.43をご覧ください。

■寄付について

　本校では、教育諸条件の一層の整備充実を図るため、寄付（１口１０万円２口以上）を募っております。

　もとよりご寄付は任意でございますが、趣旨をご理解されご賛同いただければ幸いに存じます。

　入学手続き後に寄付募集のご案内をさせていただきます。

合格書類の交付

　 入学手続き
　　  期間・方法

入学初年度学費等納付金額（2018年度（平成３０年度）入学者） （円）

1期納付金 2期納付金 3期納付金

入学金 授業料 教育充実費 施設設備費 計 校友会費 父母の会費 積立金 計 （4月） （9月） （12月）

金額 230,000 487,000 80,000 156,000 953,000 5,400 27,000 90,000 122,400 1,075,400 347,400 289,400 208,600

備考

入学時１回３期分納
  4月
  9月
 12月

３期分納
  4月
  9月
 12月

2期分納
  4月
  9月

2期分納
  4月
  9月

2年次以
降も同額。

1期
  4月

入会金
 20,000円
会費
  7,000円
会費は2
年次以降
も同額。

３期分納
  4月
  9月
 12月

学年により
金額が変
動します。
移動教
室、教材
費等。

学費は、卒業年次まで同額です。ただし、経済変動等にともない変更することがあります。

初年度納
付金合計

委託徴収分学　　　　　　　費
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2018年度　思考・表現入学試験

■入学説明会について

　入学手続き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、学用品の購入を行っていただきます。

　保護者同伴で必ずご出席いただきます。

　◎希望者を対象に、英語クラス分けの参考とするプレイスメントテストを実施します。詳細は入学手続き時にお知らせいたします。

　　また、入学説明会の時間帯（午前・午後）を別途指定させていただきます。

説明会日時 ２月１０日（土）　１２：３０～

■個人情報の取り扱いについて

　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、入学手続き等に係る業務で利用します。

12
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                      本校ホームページから出願サイトにアクセスしてください。 

                      パソコン、スマホ、タブレットに対応しています。 

 

 

メールアドレスを登録していただきます。（メールアドレスは各手続 

き完了メール送信、緊急連絡等に利用します。） 

              登録されたメールアドレスに仮登録受付メールが送信されます。 

                 ユーザー本登録 URL からユーザーID、パスワードを登録します。 

                      登録されたメールアドレスに登録完了メールが送信されます。 

 

                      ユーザーID、パスワードを使ってマイページへログインします。 

 

 

 

                      マイページにログイン後、出願する試験を全て選択し、 

志願者情報を入力します。登録・保存されますと登録されたメール 

                      アドレスに出願受付メールが送信されます。 

 

                      入学検定料の支払いは、クレジットカード決済または 

                      コンビニ支払いが選択できます。（別に手数料がかかります。） 

                      但し、コンビ二支払いの期日は募集要項をご確認ください。 

 

                      入学検定料の入金確認後、登録されたメールアドレスに支払い 

                      完了メールが送信されます。 

 

 

                      受験票（本人用）、受験票（学校控）、提出書類チェックシート、 

                      宛先用紙を印刷してください。 

 

 

                      必要書類（募集要項で確認してください。）をご準備ください。 

提出方法は、出願手続き日により異なります。募集要項をご確認 

のうえ、郵送または試験当日に持参していただきます。 

 

                      受験票（本人用）、筆記用具、その他（募集要項で確認してください。） 

                      をお持ちください。 

                      また、提出書類を郵送されていない場合は、必ずお持ちください。 

 

 

■出願にあたっては、該当入試の募集要項を必ず確認してください。 

■パソコンやプリンタをお持ちでない場合 
  ご自宅以外のパソコンからも出願が可能です。ご自宅にプリンタがない方は、コンビニエンスストアでも印刷が 

可能です。また、本校にお越しいただければパソコンをご用意しておりますので、事前にご相談・ご予約ください。 

 

【お問い合わせ】 実践女子学園中学校高等学校 事務室 
  電話： 03-3409-1771  受付時間： 9:００－１６:３０ 平日・土曜（日曜・祝日・本校休業日を除く） 

Ｗｅｂ出願の手続きの流れ 

Ｗｅｂ出願サイトへ 

メールアドレス登録 

マイページへログイン 

出願情報入力 

入学検定料支払方法選択 

受験票・宛先用紙印刷 

書類提出 

支払完了メール 

入試当日 



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：15 番出口より徒歩約 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」で下車 

〒150-0011 東京都渋谷区東１丁目１番１１号 

電話 03-3409-1771 
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