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入試日程等は今後変更される場合があります。
最新の入学試験実施要項および本校ホームページをご確認ください。



類　　　　型 コ　ー　ス 人　数

Ｔ類 難関国立大学コース 40名

ＳＳ類 難関理系大学コース 40名

ＳA類 難関文系大学コース 80名

Ｒ類　　※単願入試のみ受付します 総合文理系大学コース　 40名

ＭＳ類　※第1回単願入試のみ受付します ＭＳコース　 40名

　各類型に含む 海外１年留学 若干名

　各類型に含む 海外帰国生徒 若干名

　T類に含む ６年一貫生コース（私立中学校在籍者特別選抜） 若干名

計２４０名

※上記募集人員には、淑徳与野中学校からの内部進学者は含みません。
※Ｒ類・ＭＳ類への出願は、単願入試のみ受付けします。
※入学試験の際、Ｔ類とＳＳ類・ＳA類、ＳＳ類・ＳA類とＲ類との間に「スライド合格」の制度があります。
※ 2年進級時に、学業成績等を考慮の上、類型を変更することができます（ＭＳ類を除く）。

　　【海外 1年留学】

　　　本校在学中に、本校の姉妹校または提携校（イギリス・アメリカ・オーストラリア・台湾）に１年間の留学をします。ご希望の

　　方は、出願前に必ずご相談ください。

　　【海外帰国生徒】

　　　原則として、海外在住期間が２年以上かつ帰国後２年以内で、2023年３月に海外の中学校または国内の中学校を卒業見込みの

　　方が対象となります。出願に際し追加でご提出いただく書類がありますので、出願前に必ずご相談ください。

　　【６年一貫生コース】

　　　Ｔ類受験者の内、私立中学校在籍者は６年一貫生コースを希望することができます。合格された場合には、淑徳与野中学校から

　　の内部進学クラスに所属します。ご希望の方は、出願前に必ずご相談ください。

　　　志願者の得点がこのコースの合格基準点に達しなかった場合には、通常の受験生と同様に受験類型での合否判定（転類合格を含

　　む）を行います。

類型と募集人員について



第１回入学試験（単願入試／併願入試） 第２回入学試験（単願入試／併願入試）

出願資格
中学校を卒業した女子、および2023年３月中学校を卒業見込みの女子

※単願入試は本校が第１志望の方のみの募集です。
※Ｒ類・ＭＳ類への出願は単願入試のみ受付します。

募集人員 単願入試　80名　　併願入試　130名
単願入試　若干名　　併願入試　若干名

※MS類および海外帰国生徒は第２回入学試験での募集はありません。

入学試験日 2023年１月 23日（月） 2023年 2月 4 日（土）

出願方法・期間
インターネット出願

出願登録期間：2023年 1月  5 日～ 1月 11 日
書類郵送期限：2023年 1月 14日（必着）　　

インターネット出願

出願登録期間：2023年 1月 24日～ 1月 27日
書類郵送期限：2023年 1月 31 日（必着）　 　

郵送書類

出願手続き完了後、書類郵送期限までに下記書類を簡易書留にて郵送してください。
※インターネット出願時に印刷される「宛名ラベル」を封筒（大きさは任意）に貼り付けて送付してください。

・入学志願者調査書（再受験出願時をのぞく）
　※都道府県立高等学校出願用の調査書と同じものを中学校で作成してもらってください。
　※私立中学校卒業見込みの場合は、３年生２学期または前期までの通知表のコピーでもかまいません。

・面接調査票（第１回入学試験単願入試出願者のみ）
　※本校ホームページの出願サイトから用紙（A4・白地）を印刷し、記入してください。

受験料 25,000円 25,000 円 ※再受験者は 10,000円

合格発表 2023年１月 24日（火）９:00
※インターネットで発表します

2023年 2月 5日（日）９:00
※インターネットで発表します

入学手続き

単願入試

2023年１月25日（水）
12:00 まで

併願入試

2023年 3月 3日（金）
12:00 まで

単願入試

2023年２月 7日（火）
12:00 まで

併願入試

2023年 3月 3日（金）
12:00 まで

・上記期日、時間までに入学手続き時納入金（252,000円）をご納入ください。

　※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）でのお支払いとなります。
　※入学手続き時納入金のご納入をもって入学手続きが完了します。
　※入学手続き時納入金の内訳は、入学金 200,000 円・施設費 50,000 円・PTA 入会金 2,000 円となっています。

・併願入試合格者が、やむを得ない理由により3月 18日（土）までに入学辞退された場合、入学金および振込手数料を
除いた金額を返金します。
　※単願入試合格者の納入金は一切返金致しません。

・併願入試合格者の延納手続きは不要です。

新入生ガイダンス
および

指定品販売日

単願入試

2023年 2月 11日（土・祝）
13:00 集合

併願入試

2023年 3月 4日（土）
13:00 集合

単願入試

2023年 2月 11日（土・祝）
13:00 集合

併願入試

2023年 3月 4日（土）
13:00 集合

学費等

年額 623,800 円（授業料 384,000円　維持費 223,000円　その他諸会費など 16,800円）
※学費等はご入学後、年3回分納にてご納入いただきます。
※上記以外に、教材費、PC端末代、修学旅行積立金などがあります。
※入学後に、任意の特別寄付金（１口50,000円・ 1 口以上）のご協力をお願いしています。

備　考

・駐車場の用意はありません。自家用車での送迎は、周辺住民の皆様にご迷惑をおかけすることになりますので固くお断
りいたします。

・入学試験に関するお問い合わせは、本校事務局入試係までお願いします。
  ※電話 048-840-1035（受付時間 平日 9:00 ～ 16:00）

・インターネット出願に関するお問い合わせは、出願サイトでご案内するヘルプデスクまでお願いします。

入学試験日程などについて



入学試験当日について

第１回入学試験 第２回入学試験

単願入試 併願入試 単願入試 併願入試

入学試験日 2023年 1月 23日（月） 2023年 2月 4 日（土）

試験科目

≪MS類 以外≫

国語・数学・英語
（各50分・100点満点）

面接

≪MS類≫

思考力テスト
（120分・200点満点）

英語
（50分・100点満点）

面接

国語・数学・英語
（各50分・100点満点）

国語・数学・英語
（各50分・100点満点）

※英語にはリスニングテストを含みます

※英語にはリスニングテストを含みます

持ち物

・受験票
・写真票
・上履き
・鉛筆（HBまたは B）
　※マークシートによる解答のため、鉛筆の使用を推奨します。

・プラスチック消しゴム
・昼食（単願入試受験者）

・受験票
・写真票
・上履き
・鉛筆またはシャープペンシル（HBまたは B）
・プラスチック消しゴム

備　考

・第 1回入学試験、第2回入学試験とも、英語にはリスニングテストを含みます。
・各試験とも、ＳＳ類判定時は 国語 x0.5 数学 x1.5 英語 x1.0 、ＳA類判定時は 国語 x1.0 数学 x0.5 英語 x1.5 の傾斜
配点で合否判定を行います。
・遅刻入室は9:50 まで認めます。時間までに入室できなかった場合は欠席となり、以降の試験は受験できません。
・試験がすべて終了するまでは、特別な場合を除き会場外には出られません。
・下敷き、電卓、ラインマーカー、ボールペン、定規、コンパス、分度器、計算翻訳機能付き時計の使用はできません。
・校内での携帯電話等の使用は固くお断りします。特に試験中、携帯電話の着信（バイブ機能を含む）があった場合には
不正行為とみなし、受験を中止していただく場合がありますのでご注意ください。
・駐車場の用意はありません。自家用車での送迎は、周辺住民の皆様にご迷惑をおかけすることになりますので固くお断り
いたします。
・保護者控室はありません。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、保護者の方の会場（敷地・施設内）への立ち
入りは一切お断りいたします。
・交通機関の乱れなどにより試験時間を変更する場合には、本校ホームページに掲載するほか、出願時に登録されたメール
アドレスにご連絡いたします。

●試験科目・持ち物

●入学試験時間割

第１回入学試験 第２回入学試験

単願入試
（MS類 以外）

単願入試
（MS類） 併願入試 単願入試 /併願入試

8:40 ～ 8:55 出席点呼 /受験上の注意 出席点呼 /受験上の注意 出席点呼 /受験上の注意 出席点呼 /受験上の注意

9:00 ～ 9:50 国　　語
思考力テスト

国　　語 国　　語

10:10 ～ 11:00 数　　学 数　　学 数　　学

11:20 ～ 12:10 英　　語 英　　語 英　　語 英　　語

12:10 ～ 12:30 アンケート記入/諸連絡 アンケート記入/諸連絡 アンケート記入/諸連絡 アンケート記入/諸連絡

12:30 ～ 13:25 昼　　食 昼　　食

13:30 ～ 面　　接 面　　接



インターネット出願について

　　■平日・土日・祝日を問わず24時間出願手続きができます。
　　■パソコン・スマートフォン・タブレット端末を使い、どこからでも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・金融機関端末（ペイジー）でのお支払い方法が選べます。
　　　※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。

●インターネット出願

●手続きの流れ

本校ホームページ

▼

出願サイト

▼

ID（メールアドレス）登録

▼

出願情報入力

▼

受験料支払い方法選択

▼

受験票・写真票・宛名ラベル印刷

▼

出願関係書類の送付

▼

写真貼り付け

▼

試験当日

▼

合格発表

▼

入学手続き

▼

指定品販売

▼

出願期間になりましたら、本校ホームページに出願サイトへのリンク（バナー）を
設置します。

パソコン・スマートフォン・タブレット端末から出願サイトにアクセスしてください。

メールアドレスを ID として登録してください。
※出願後の連絡のため、すぐに確認できるメールアドレスを登録してください。
※説明会の予約などで ID を取得された方は、登録済み ID でログインしてください。

受験生情報・保護者情報・受験区分などを入力してください。

受験料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）で
お支払いください。
※本校窓口でのお支払いはできません。

受験料払い込み完了メール受信後、受験票・写真票・宛名ラベルを印刷（A4・白地）
してください。

封筒（大きさは任意）に宛名シートを貼り、調査書等の出願関係書類を郵送して
ください。

写真票に写真（4cm x 3cm・正面・脱帽・背景無地）を貼り付けてください。
出願サイトで写真をアップロードすることも可能です。
※集合写真の切り抜き、風景が写っているものは不可。

受験票・写真票をお持ちになりご来校ください。
※写真票は試験会場で回収します。受験票・写真票を切り離してご持参ください。

校内で掲示するほか、インターネットでもご確認いただけます。
※詳しくは試験当日に配布するプリントをご覧ください。

決済サイトから入学手続き時納入金を納入してください。
※本校窓口での納入はできません。
※ご納入をもって入学手続きが完了します。

指定期日・時間にご来校ください。
※採寸等の関係がありますので、受験生ご本人を同伴してください。

ご入学

※ご提供いただいた個人情報は、本校入学試験およびご入学後の学籍管理等に使用させていただくものとし、
それ以外の目的での使用、他者への情報提供は一切行いません。


