
 

 

入学試験当日についてのお知らせ  
 

入試当日のスケジュールについて  

 

 

  

中 学 

 Active English 入試面接について  

●  英語リスニング試験を受ける方は、リスニング試験終了後、受験番号順に面接を実施いたします。  

※  面接試験終了後、受験生は大築アリーナで保護者と合流します。  

なお、英語の資格により試験の一部が免除される方は試験のスケジュールが異なりますのでご注意く

ださい。また、保護者の方で外出される場合は余裕をもって大築アリーナにお戻りください。  

8:30 諸注意の放送開始 15:30 諸注意の放送開始

8:40 国語試験開始 15:40 国語試験開始

9:25 国語試験終了 16:25 国語試験終了

9:40 算数試験開始 16:40 算数試験開始

10:25 算数試験終了 17:25 算数試験終了

10:40 理科・社会試験開始 17:40 理科・社会試験開始

11:30 理科・社会試験終了 18:30 理科・社会試験終了

8:30 諸注意の放送開始 8:30 諸注意の放送開始

8:40 国語基礎・算数基礎試験開始 8:40 適性検査型Ⅰ 試験開始

9:30 国語基礎・算数基礎試験終了 9:25 適性検査型Ⅰ 試験終了

9:45 英語リスニング試験開始 9:40 適性検査型Ⅱ 試験開始

10:05 英語リスニング試験終了 10:25 適性検査型Ⅱ 試験終了

10:40 適性検査型Ⅲ 試験開始

11:10 適性検査型Ⅲ 試験終了

面接試験開始
※英語リスニング試験免除の方は、
9：45から面接を開始

10:20

午前入試(2科･4科)

(以下は４科受験者のみ)

午後入試(2科･4科)

　(以下は４科受験者のみ)

Active English入試 みらい型(適性検査型)入試



入試開始前について  

 ※受験生、および付き添いの方は、午前入試･午後入試に関係なく、 7:40 以降入館可能です。 

 ※受験生は、集合時間の 30 分前から各試験場に入室することができます。  

 ※出願時に申請した受験科目を変更される場合は、集合時間の 30 分前までに必ずご連絡くだ

さい。  

 ※集合時間には余裕をもってお越しください。やむを得ない事情、または、天候に伴う交通

機関の遅延で試験に間に合わない場合は、必ずご連絡ください。 (TEL 03-3263-3011) 

 

 

 持ち物について  

※持ち物は、受験票、筆記用具 (黒の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム )、上履きです。 

 ※筆記用具を忘れた場合には、予備を用意していますので、お申し出ください。  

 ※受験生、および付き添いの方は、非常時の避難に備え、安全面を確保できるよう、かかと

のある上履きをご持参ください。  

 ※試験中、時計以外の機能を持つ腕時計やひざ掛けなど、試験に関係ないものを使用するこ

とはできません。  

 

 

食事について  

 ※地下 1 階の「大築アリーナ」内に飲食のできる場所をご用意しています。朝食･昼食等を  

おとりになる場合、ご利用ください (2 月 8 日は視聴覚室 )。湯茶の用意もあります。  

 ※校内１階に、飲み物の自動販売機の他、簡単な食事が購入できるヤマザキＹショップ  

（営業時間 11： 00～ 15： 30 ※  2 月 1 日・ 2 日のみ）がご利用いただけます。  

また、周辺にコンビニや喫茶店など多数ありますので適宜ご利用ください。  

 

 

付き添いの方の待機場所等について  

 ※付き添いの方の主な待機場所は、本館地下 1 階「大築アリーナ」です。  

他、地下 1 階「視聴覚室」も開放しています。  

2 月 8 日は、「視聴覚室」のみとなります。  

 ※付き添いの方は、 2 階以上への立ち入りをお断りしています。  

また、試験場に入室した受験生は、携帯電話等の電源を切っていますので、受験生と連絡

をとる必要が生じた場合は、本学園教員にご相談ください。  

 ※付き添いの方は、試験途中でも一時外出することは可能です。  

試験の終了した受験生は一度「大築アリーナ」(2 月 8 日は視聴覚室 )に集合しますので、付

き添いの方は試験終了時までに「大築アリーナ」 (2 月 8 日は視聴覚室 )へお戻りください。 

 

 

入試時に体調が悪い場合  

 ※高熱や咳き込みが激しい場合は、保健室で受験することができます。試験開始前までに  

ご連絡ください。また、試験中に具合が悪くなった場合は、女性の試験監督が対応します。

無理をせず、試験監督に申し出てください。  

 ※インフルエンザに罹患している場合にも別室受験が可能です。来校する前までにご連絡く

ださい。  



試験当日の保護者対象説明会  

 本学園の教育内容等について校長よりご説明いたします。ご希望の方はご参加ください。  

（地下 1 階「視聴覚室」にて）  

 

説明会  午前  午後  

2 月 1 日（土） 9：00～9：45 16：00～16：45 

2 月 2 日（日） 9：00～9：45 16：00～16：45 

2 月 3 日（月） 9：00～9：45  

 

 

震災時の対応について  

 本学園では、もしもの場合に備え、皆さんが安全に、そして安心して受験できる体制を整え

ています。  

 ①軽微な地震によって電車等交通機関が遅れた場合には、試験の時間を変更するなどして対

応します。  

  ②ほぼすべての電車が止まり、運転再開のめどが立たないような大地震が発生した場合は、

予定している入試をすべて中止し、後日に繰り下げます。  

 地震発生の時には、あわてずに、まずは必ず本学園のホームページをご覧いただき、本校

の対応をご確認ください。  

本学園に向かう途中で地震が発生し、電車等交通機関の運転再開のめどが立たず、かつ、

本学園まで歩ける距離にいらっしゃる場合は、本学園までお越しください。水･食料などの

備蓄も十分にあり、校舎は制震構造になっていますので、身の安全を確保することができ

ます。なお、本学園の校舎内にいらっしゃる時に地震が発生した場合は、本学園の教員の

指示に従ってください。  

 

 

 

  

受験生のみなさんのご健闘を、  

教職員一同、心よりお祈り申し上げます。  



 

▶校内掲示

　本学園生徒用玄関にて掲示いたします。

▶ホームページ

・各回ごとに、合格者の受験番号一覧が表示されます。

▶電話問い合わせ

2月3日（月） 2月8日（土）

午前 午後 午前 午後 午前 午前

一般
Active English
みらい型(適性検査型)

特待 一般 特待
一般

Active English
一般

17:00～ 翌8：00～ 14:50～ 翌8：00～ 14:50～ 14:50～

17:00
～翌17：00

21:40
～翌21：40

15:00
～翌15：00

21:40
～翌21：40

15:00
～翌15：00

15:00
～翌10：00

×
22:00

～22:30
×

22:00
～22:30

× ×

▶合格書類および入学手続きについて

2月1日（土） 17：00～18：00

2月2日（日）　　　　　　　　　　　 8：00～18：00

2月3日（月）　　　　　　　　　　　 8：00～16：00

9：00～16：00

2月11日（火祝） 9：00～10：00

麴町学園女子中学校

入学手続きの時間

合格の方は、学園事務室にお越しください。受験票で照合のうえ『合格通知書』と『入学手続書類』をお渡しし
ます。
2月11日(火祝)10：00までに入学手続が完了しない場合は、入学資格を取り消します。

〔2月9日（日）のみ15：00まで〕

ＨＰ

電話

校内掲示

・トップページに右図のようなバナーがありますので、
 クリックしてください。

アドレス（ＵＲＬ）　http://www.kojimachi.ed.jp/

結果発表は、下記の方法で行います。受験者数によって、発表時間が遅れることがあります。ご了承ください。

2月4日（火）～2月10日（月）

≪入試選抜結果発表について≫

　　※Internet Exprolor / Mozilla Firefox /Google Chromeのいずれの場合もキーボードの
   　　「F5」のボタンを押してください。画面が最新のものに変わります。

入学
手続き

●ご家庭のPCによっては、ブラウザのキャッシュ機能が働いて、古い画面が表示されている場合がございます。
　 下記に代表的なブラウザの対処を記載しますが、詳しくは各ブラウザのヘルプ等をご参照ください。

●アクセスが集中しますと表示に時間がかかる場合がございます。
　 その場合は少し時間をおいてからご覧ください。

午後入試については、下記の通り電話でのお問い合わせを受け付けております。
なお、午前入試に関しては、電話でのお問い合わせには応じておりません。
お手数ですが、インターネット発表または校内掲示発表でご確認ください。

日程
試験区分

2月11日(火祝)　　10：00　締切

2月1日（土） 2月2日（日）

学園ホームページは

こちらから！


