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2023年度（令和5年度） 生徒募集要項［中学］

項目 教科入試 特待生選抜入試

入　

学　

試　

験

入試名 第1回 第2回 第1回 第2回

入試日 2月1日（水）午前 2月2日（木）午後 2月1日（水）午後 2月3日（金）午後

募集人員 男女30名 男女10名 男女10名 男女5名

応募資格 2023年（令和5年）3月小学校卒業見込みの者

集合時間 8：40 14：40 14：40 14：40

選考方法

2科
（国語・算数）

2科
（国語・算数）

4科
（国語・算数・理科・社会）

面接等 なし

試験時間・
配点

2科
国語  9：00～  9：45（100点）
算数10：00～10：45（100点）

2科
国語15：00～15：45（100点）
算数16：00～16：45（100点）

2科
国語15：00～15：45（100点）
算数16：00～16：45（100点）

4科
国　　　語  9：00～  9：45（100点）
算　　　数10：00～10：45（100点）
理科・社会11：00～11：50（100点）

4科
国　　　語15：00～15：45（100点）
算　　　数16：00～16：45（100点）
理科・社会17：00～17：50（100点）

出　
　

願

出願方法

本学園Webサイトより出願の登録をしてください。基本情報の入力と入学検定料の払込みは、
12月20日（火）より可能になります。
事前にWeb入力し、入学検定料の払込みを済ませて、出願書類を下記の出願期間内に郵送してください。
出願書類　①受験番号が付番された受験票（Webでの登録後印刷し、写真を貼付してください。）
　　　　　　※写真はデータ貼付も可能です。（写真：たて4×よこ3 cm　2枚）
　　　　　　※1月10日（火）より受験票の発行ができます。
　　　　　②第6学年の通知表全ページのコピー

出願期間
1月10日（火）～2月1日（水） 1月10日（火）～2月2日（木） 1月10日（火）～2月1日（水） 1月10日（火）～2月3日（金）

試験当日は、試験開始1時間前まで窓口受付をしております。

入学検定料
24,000円（支払い方法：コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー）
＊Ⅱ期入試を除き、すべての入試が受験できます。
＊検定料は変更する場合があります。

合格発表 2月1日（水）
22時～翌日9時 Web

2月2日（木）
22時～翌日9時 Web

2月1日（水）
22時～翌日9時 Web

2月3日（金）
22時～翌日9時 Web

入
学
手
続

方法 本学園Webサイトより入学手続きをし、納入金をご入金ください。
下記の期日までの納入金の入金をもって、入学手続きを完了といたします。

期
日

第
１
志
望

2月1日（水）
22時～翌日17時

2月2日（木）
22時～翌日17時

2月1日（水）
22時～翌日17時

2月3日（金）
22時～翌日17時

第
２
志
望

2月1日（水）22時　
～2月9日（木）13時

2月2日（木）22時　
～2月9日（木）13時

2月1日（水）22時　
～2月9日（木）13時

2月3日（金）22時　
～2月9日（木）13時

納入金

入学金　270,000円　　　　指定品代（男子）46,546円　　　　合計（男子）436,546円
施設設備資金　120,000円　　　　　（女子）44,046円　　　　　　（女子）434,046円
＊金額は一部変更する場合があります。
＊指定品代は、上履きや通学用革靴などの学校指定品です。
＊入学手続き時の納入金は、原則としてお返しできませんので、ご了承ください。

制服採寸日 2月13日（月）12時～15時　　　保護者同伴　　　※時間は変更になることがあります。

授業料等
（認可申請中）

Ⅰ期（5月31日（水）口座振替） Ⅱ期（11月30日（木）口座振替）

学費
授業料 246,840 246,840
教育充実費 90,000 90,000

委託徴収金
PTA会費 6,000 6,000
課外活動助成費 80,000 ―
生徒会費 8,000 ―

合計 430,840 342,840
＊金額は一部変更する場合があります。
＊上記金額以外に、制服代がかかります。また、預り金（教科書代・教材費・校外授業費等）を徴収しています。
＊課外活動助成費は、初年度のみの徴収となります。
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項目 適性検査型入試 自己 PR型入試 特別入試 Ⅱ期入試

入　

学　

試　

験

入試名 適性検査型入試 自己 PR型入試 特別入試 Ⅱ期入試
入試日 2月2日（木）午前 2月3日（金）午前 2月4日（土）午前 2月10日（金）午前

募集人員 男女5名 男女5名 男女5名 若干名

応募資格 2023年（令和5年）3月小学校卒業見込みの者 同　　　左

集合時間 8：40 8：40 8：40 8:40

選考方法 適性検査Ⅰ型（作文）
適性検査Ⅱ型（合教科型）

基礎学力試験（国・算）
プレゼンテーション

1科
（算数）

2科
（国語・算数）

面接等 なし 保護者面談あり なし 受験生面接あり

試験時間・
配点

適性検査Ⅰ型（作文）
  9：00～  9：45（100点）
適性検査Ⅱ型（合教科型）
10：00～10：45（100点）

基礎学力試験（国・算）
  9：00～  9：45（100点）
プレゼンテーション

10：00～11：00（100点）

1科
算数

9：00～9：45（100点）

2科
国語  9：00～  9：45（100点）
算数10：00～10：45（100点）

面接11：00～

出　
　

願

出願方法

本学園Webサイトより出願の登録をしてください。基本情報の入力と入学
検定料の払込みは、12月20日（火）より可能になります。
事前にWeb入力し、入学検定料の払込みを済ませて、出願書類を下記の出
願期間内に郵送してください。
出願書類　① 受験番号が付番された受験票（Webでの登録後印刷し、写真

を貼付してください。）
　　　　　　※写真はデータ貼付も可能です。（写真：たて4×よこ3 cm　2枚）
　　　　　　※ 1月10日（火）より受験票の発行ができます。
　　　　　②第6学年の通知表全ページのコピー

本学園のWebサイトより出願の登録
をしてください。基本情報の入力と入
学検定料の払込みは、12月20日（火）
より可能になります。
事前にWeb入力し、入学検定料の払
込みを済ませて、出願書類を下記の出
願期間内に郵送してください。
出願書類
① 受験番号が付番された受験票（Web
での登録後印刷し、写真を貼付して
ください。）
　※写真はデータ貼付も可能です。
② 第6学年の通知表全ページのコピー

出願期間
1月10日（火）～2月2日（木） 1月10日（火）～2月3日（金） 1月10日（火）～2月4日（土） 2月3日（金）～2月10日（金）

試験当日は、試験開始1時間前まで窓口受付をしております。 同　　　左

入学検定料
24,000円（支払い方法：コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー）
＊Ⅱ期入試を除き、すべての入試が受験できます。
＊検定料は変更する場合があります。

24,000円（支払い方法：コンビニ
エンスストア・クレジットカード・
ペイジー）
＊�検定料は変更する場合があります。

合格発表 2月2日（木）
22時～翌日9時 Web

2月3日（金）
22時～翌日9時 Web

2月4日（土）
22時～翌日9時 Web

2月10日（金）
18時～翌日9時 Web

入
学
手
続

方法 本学園Webサイトより入学手続きをし、納入金をご入金ください。
下記の期日までの納入金の入金をもって、入学手続きを完了といたします。 同　　　左

期
日

第
１
志
望

2月2日（木）
22時～翌日17時

2月3日（金）
22時～翌日17時

2月4日（土）
22時～翌日17時 2月10日（金）18時　

～2月13日（月）11時第
２
志
望

2月2日（木）22時　
～2月9日（木）13時

2月3日（金）22時　
～2月9日（木）13時

2月4日（土）22時　
～2月9日（木）13時

納入金

入学金　270,000円　指定品代（男子）46,546円　合計（男子）436,546円
施設設備資金　120,000円　　（女子）44,046円　　　（女子）434,046円
＊金額は一部変更する場合があります。
＊指定品代は、上履きや通学用革靴などの学校指定品です。
＊入学手続き時の納入金は、原則としてお返しできませんので、ご了承ください。

同　　　左

制服採寸日 2月13日（月）12時～15時　　保護者同伴　　※時間は変更になることがあります。 同　　　左

授業料等
（認可申請中）

Ⅰ期（5月31日（水）口座振替） Ⅱ期（11月30日（木）口座振替）

学費
授業料 246,840 246,840
教育充実費 90,000 90,000

委託徴収金
PTA会費 6,000 6,000
課外活動助成費 80,000 ―
生徒会費 8,000 ―

合計 430,840 342,840
＊金額は一部変更する場合があります。
＊�上記金額以外に、制服代がかかります。また、預り金（教科書代・教材費・校外授業費等）を徴収しています。
＊課外活動助成費は、初年度のみの徴収となります。

同　　　左
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項目 LA＆Sクラス入試

入　

学　

試　

験

入試名 第1回 第2回

入試日 2月1日（水）午前 2月2日（木）午後

募集人員 男女5名 男女5名

応募資格 2023年（令和5年）3月小学校卒業見込みの者

集合時間 8：40 14：40

選考方法 作文（日本語・英語）
面接

面接等 受験生面接／保護者面談あり

試験時間・
配点

作文（日本語・英語）
9：00～9：45（50点）

面接
10：00～（50点）

作文（日本語・英語）
15：00～15：45（50点）

面接
16：00～（50点）

出　
　

願

出願方法

本学園Webサイトより出願の登録をしてください。基本情報の入力と入学検定料の払込みは、
12月20日（火）より可能になります。
事前にWeb入力し、入学検定料の払込みを済ませて、出願書類を下記の出願期間内に郵送してください。
出願書類　① 受験番号が付番された受験票（Webでの登録後印刷し、写真を貼付してください。）
　　　　　　※写真はデータ貼付も可能です。（写真：たて4×よこ3 cm　2枚）
　　　　　　※1月10日（火）より受験票の発行ができます。
　　　　　②第6学年の通知表全ページのコピー

出願期間
1月10日（火）～2月1日（水） 1月10日（火）～2月2日（木）

試験当日は、試験開始1時間前まで窓口受付をしております。

入学検定料
24,000円（支払い方法：コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー）
＊Ⅱ期入試を除き、すべての入試が受験できます。
＊検定料は変更する場合があります。

合格発表 2月1日（水）
22時～翌日9時 Web

2月2日（木）
22時～翌日9時 Web

入
学
手
続

方法 本学園Webサイトより入学手続きをし、納入金をご入金ください。
下記の期日までの納入金の入金をもって、入学手続きを完了といたします。

期
日

第
１
志
望

2月1日（水）
22時～翌日17時

2月2日（木）
22時～翌日17時

第
２
志
望

2月1日（水）22時　
～2月9日（木）13時

2月2日（木）22時　
～2月9日（木）13時

納入金

入学金　270,000円　　　　指定品代（男子）46,546円　　　　合計（男子）436,546円
施設設備資金　120,000円　　　　　（女子）44,046円　　　　　　（女子）434,046円
＊金額は一部変更する場合があります。
＊指定品代は、上履きや通学用革靴などの学校指定品です。
＊入学手続き時の納入金は、原則としてお返しできませんので、ご了承ください。

制服採寸日 2月13日（月）12時～15時　　　保護者同伴　　　※時間は変更になることがあります。

授業料等
（認可申請中）

Ⅰ期（5月31日（水）口座振替） Ⅱ期（11月30日（木）口座振替）

学費
授業料 336,600 336,600
教育充実費 90,000 90,000

委託徴収金
PTA会費 6,000 6,000
課外活動助成費 80,000 ―
生徒会費 8,000 ―

合計 520,600 432,600
＊金額は一部変更する場合があります。
＊�上記金額以外に、制服代がかかります。また、預り金（教科書代・教材費・校外授業費等）を徴収しています。
＊課外活動助成費は、初年度のみの徴収となります。
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