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 2022年度　山脇学園中学校　生徒募集要項

試　験　名
一般入試 英語入試 国・算１科入試

探究サイエンス入試（午後）
Ａ（午前） Ｂ（午後） Ｃ（午前） A・C（午前） B（午後） AL入試（午後） 国語1科（午後） 算数１科（午後）

入　試　日 2022年２月１日（火） 2022年２月２日（水） 2022年２月４日（金） Ａ：2022年２月１日（火）
Ｃ：2022年２月４日（金） Ｂ：2022年２月２日（水） 2022年２月1日（火） 2022年２月１日（火） 2022年２月3日（木）

集 合 時 間 8:20 15:00 8:20 8:20 15:00
［Ⅰ］15:00
［Ⅱ］17:00 から1つ選択
［Ⅲ］18:30

15:00　
※間に合わない場合は事前連絡により15:45も可 15:00

募 集 人 員 70名 50名 40名 帰国生入試と合わせて50名 60名 10名

出 願 資 格 2022年３月小学校卒業見込みの女子

2022年３月小学校卒業見込みの女子

2022年３月小学校卒業見込みの女子AL入試説明・体験会に参加して、
試験の趣旨を理解していること。

入 試 科 目
国語・算数
（各50分・各100点）
社会・理科
（各30分・各60点）

国語・算数
（各50分・各100点）

国語・算数
（各50分・各100点）
社会・理科
（各30分・各60点）

国語・算数
（各50分・各100点）
※一般入試と同問題

算数（45分）※ペーパーテスト
①�アダプティブラーニングアプ
リから出題する基本問題

②�論理的に考えて記述する問題
（１題）

国語（60分・100点） 算数（60分・100点） ①理科（30分・100点）
②課題研究（60分・150点）

試験時間割

国語　�����8 :40～����9 :30

算数　�����9 :50～10:40

社会　11:00～11:30

理科　11:40～12:10

国語　15:15～16:05

算数　16:20～17:10

国語　�����8 :40～����9 :30

算数　�����9 :50～10:40

社会　11:00～11:30

理科　11:40～12:10

国語　�����8 :40～����9 :30

算数　�����9 :50～10:40

国語　15:15～16:05

算数　16:20～17:10

算数
［Ⅰ］　15:15～16:00
［Ⅱ］　17:15～18:00
［Ⅲ］　18:45～19:30
※全て問題は異なります。

国語
15:15～16:15
※15:00集合に
　間に合わない方
16:00～17:00

算数
15:15～16:15
※15:00集合に
　間に合わない方
16:00～17:00

理科
15:15～15:45

課題研究
16:00～17:00

出願期間（Web出願のみ） 2022年１月10日（月・祝）9:00～各試験日当日の7:00（決済完了時刻）

2022年１月10日（月・祝）9:00～
１月29日（土）12:00

（決済完了時刻）
※�AL入試を複数回出願するこ
とはできません。

2022年１月10日（月・祝）9:00～各試験日当日の7:00（決済完了時刻）

出 願 方 法

インターネット出願のみ
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。クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジーでの支払いが選べます。※本校窓口でのお支払いはできません。
２．受験票・写真票を印刷
　写真貼付（写真をアップロードした場合には不要）のうえ切り離して、必ず両方とも入試当日にお持ちください。※貼付用の写真は４×３㎝　カラー・白黒いずれでも可

提 出 書 類

英検４級相当以上取得の方のみ、合格証のコピーをご提出ください。
※2019年６月以降取得したもの
※任意の封筒に合格証のコピーを入れ、入学試験当日にご持参ください。
※合格証のコピーの見えやすいところに、受験番号を朱書きしてください。
※複数回受験の方は、最初の受験の際に提出すれば、２回目以降は不要です。
※英検以外の検定は、御相談ください。

英検３級相当以上の合格証のコピー提出が必須です。
※2019年６月以降に取得したもの
※任意の封筒に合格証のコピーを入れ、入学試験当日にご持参ください。
※合格証のコピーの見えやすいところに、受験番号を朱書きしてください。
※複数回受験の方は、最初の受験の際に提出すれば、２回目以降は不要です。
※英検以外の検定は、御相談ください。

※ありません

もしくは、「英語AL入試説明会」
（11・12月）で、英検３級相当
と認められていること。

検　定　料 各回25,000円
※同時に２回分出願する場合は40,000円、同時に３回分出願する場合は50,000円

35,000円
※他の入試との併願割引対象外。

各回15,000円
※他の入試との併願割引対象外。

合 格 発 表
2022年２月１日（火）

18:00
2022年２月２日（水）

23:00
2022年２月４日（金）

18:00

Ａ：2022年２月１日（火）18:00
Ｂ：2022年２月２日（水）23:00
Ｃ：2022年２月４日（金）18:00

2022年２月１日（火）22:00 2022年２月１日（火）22:00 2022年２月3日（木）22:00

ホームページ「合否照会サイト」にて

合格証の交付 合格証は合否照会サイトからダウンロードできます。窓口での交付は行いません。

入 学 手 続 「合否照会サイト」で「合格」を確認した画面から、「入学金決済サイト」の表示に従って決済を進めてください。なお、締め切り時間は決済完了時刻です。寄付金・学債などはありません。
「入学金」・「学園維持整備費」の納入により、入学手続きは完了します。期限までに手続きを完了されない場合は入学資格を失います。

入 　 学 　 金
250 , 000 円

２月１日（火）18:00～
２月４日（金）12:00まで

２月２日（水）23:00～
２月４日（金）12:00まで

２月４日（金）18:00～
２月５日（土）15:00まで 一般入試の各日程と同じ ２月1日（火）22:00～

２月4日（金）12:00まで
２月１日（火）22:00～
２月４日（金）12:00まで

２月3日（木）22:00～
２月5日（土）15:00まで

学園維持整備費
100 , 000 円

２月１日（火）18:00～
２月５日（土）15:00まで

２月２日（水）23:00～
２月５日（土）15:00まで

２月４日（金）18:00～
２月５日（土）15:00まで 一般入試の各日程と同じ ２月1日（火）22:00～

２月５日（土）15:00まで
２月１日（火）22:00～
２月５日（土）15:00まで

２月3日（木）22:00～
２月５日（土）15:00まで



注意事項 　
＊新型コロナウイルスの感染状況等により、試験の内容や方法が変更される可能性があります。
　ホームページなどで情報を発信しますので、定期的にご確認ください。
＊37.5℃以上の発熱の場合、校内に入ることはできません。

①受付開始時刻について
●「一般入試ＡＣ」、「英語入試ＡＣ」は7:30です。8:20までに試験教室に入室できるように来校してください。
●「一般入試Ｂ」、「英語入試Ｂ」、「国・算１科入試」、「探究サイエンス入試」は14:20です。15:00までに試験教室に入室できるように来
校してください。（13:00から校内に入ることができます）

●「英語AL入試」は各試験の集合時間の30分前から受付を開始します。
※「国・算１科入試」のみ、15:00の集合に間に合わない可能性のある方は、事前（出願～当日15:00まで）にご連絡いただくことにより、
15:45集合の回で受験していただくことが可能です。　　　連絡先　03-3585-3911（事務局）

②遅刻者は、試験開始後20分以内まで入室を認めます。時間延長はできません。
③提出書類の提出について
●入試当日、校門付近の受付で提出してください。「国・算１科入試」、「探究サイエンス入試」は提出書類はありません。
④試験教室への持参品
●受験票（写真票とは切り離しておく）
●写真票（写真をアップロードしなかった場合には、写真を貼る）
●筆記用具（シャープペンシルは可）
⑤上履き、昼食は不要です。
⑥時計は試験教室に設置されています。計時機能のみの腕時計の着用は認めます。
⑦携帯電話を持参した場合は、電源をOFFにしてカバンに入れ、試験教室に入ってください。
⑧�保護者控室を用意しています。試験時間中の保護者の校外への外出は自由です。試験終了時刻前にはお戻りください。待ち合わせ場所・時間
は当日ご案内します。
⑨その他
・雪や事故等で、東京メトロやJRなどの交通機関に遅れが生じた場合には、状況に応じて対応いたします。
・入試当日の至急のご用件は、03-3582-5937（中学職員室）へご連絡ください。
・体調が悪い場合は、症状に応じて別室や保健室での受験も可能です（発熱を除く）。
・学校付近は全面駐車禁止となっていますので、お車でのご来校やお迎えはご遠慮ください。

合格発表
①本校ホームページ「合否照会サイト」で行います。
②繰り上げ合格は、入学手続きの状況を見て、出願時に登録された「緊急連絡先」に個別にお電話にてお知らせします。

入学手続
①�「入学金」、「学園維持整備費」の納入によって、入学手続きは完了します。期限までに手続きを完了されない場合は、入学資格を失います。
②入学手続き完了者には２月11日（金・祝）制服採寸日に入学許可書を交付します。
③入学手続き完了後、２月５日（土）15:00までに事務局窓口に入学辞退届を提出された場合のみ、学園維持整備費を返還いたします。

学費・諸経費等について 　
※2021年度の金額です。
　変更になることがあります。　　　　　　　 入学式までの日程

学　納　金

学　費（年額）

授業料 513,000円
施設整備費 171,000円
特別校費 12,000円
小計 696,000円

諸費用（年額）

父母の会会費 16,800円
生徒活動費 8,400円
災害共済掛金 460円
小計 25,660円

合計 721,660円
※入学後、家計状況の急変等の場合、授業料等納付金の減免制度があります。

２月11日（金・祝）
9:00～ 15:00

制服採寸

２月19日（土）
午後

新入生オリエンテーション
※英語既習者のみ、英語学力レベル測定テストを実施

４月８日（金）
9:30～

入学式

個人情報保護について

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験及びこれらに付随する業務以外の目的には使用いたしません。


