


1. 入試要項

日 程 ／
試験区分

2月1日（水） 2月2日（木） 2月3日（金） 2月5日（日）

午前 午後 午前 午後 午前 午前

一般 特待 一般 特待 一般 一般

募集定員
（120名） 50名 20名

特待生10名
スライド
合格あり

＊1

10名

特待生5名
スライド
合格あり

＊1

15名 10名

試験内容 2科4科
選択 英語型 2科4科

選択
英語

資格型
2科4科
選択

2科4科
選択

2科4科
選択

2科4科
選択

出願資格
・2023年3月に小学校卒業見込みの女子。
・本校の教育方針について、ご理解・ご賛同いただけるご家庭であること。

出願期間 1月10日（火）～各試験当日集合30分前まで

出願方法 インターネット出願のみ

検 定 料
※別途手数料
　がかかります。

20,000円（複数回受験可能）

特 待 生
合 　 格

＊2

【一般入試】
　A特待：180点以上
　B特待：160点以上

【特待入試】
　A特待：170点を目安に成績上位者（両日程の特待生合格が合計15名程度を想定）

試験科目
配 点 ・
時 間

2科4科
選択

2科または4科（2科：200点満点／4科：300点満点を200点満点に換算）
国語・算数（各100点・各45分）　理科・社会（各50点・合計50分）

英語型

英語（リスニング・リーディング・簡単な英作文 計75点・約45分）
面接（英語・日本語 計25点・約10分）
国語基礎・算数基礎（各50点・合計50分）　　合計200点
※英語は英検4級レベル

英語
資格型

＊3

英語資格（計100点）
英検4級レベルで70点換算　英検3級レベルで80点換算　英検準2級レベル以上で100点換算
※2020年4月以降に取得した資格に限る
国語・算数（各100点・各45分）　　合計300点満点を200点満点に換算

【4科受験】
2科の点数（200点満点）と4科の点数（300点満点を200点満点に換算）のどちらか高い点数で判定します。

【英語資格型】
2科の点数（200点満点）と英語資格を含めた点数（300点満点を200点満点に換算）のどちらか高い点数で判定
します。

＊1 特待入試では、特待生合格にならなくても、基準に達していれば一般合格となります。
＊2 特待生の免除内容

A特待：1年間の授業料相当の奨学金支給+入学金免除／B特待：入学金免除。
＊3 英語資格型入試は、事前に英検等の合格証（写し）を提出いただきます。1月31日（火）必着、簡易書留で郵送してください。

（ ） （ ）



2. 試験当日の受験生の持ち物
◇受験票（顔写真アップロード必須）…ご自身で印刷し、試験当日に必ずご持参ください。
◇筆記用具（黒の鉛筆またはシャープペン、消しゴム）
◇上ばき

4. 入学手続

入学手続

・インターネットでの手続きとなります。 下のURLを利用して、 入学金決済のサイトにアクセスしてください。
　https://mirai-compass.net/ent/kojmchgj/common/login.jsf
・特待合格の方も、 入学金決済サイトでの手続きが必要となりますので、 必ずおこなってください。 なお、 入金

はおこなわない形での手続きとなります。
・入学手続きが確認された後に、 合格証と必要書類をお送りします。 入学手続きのために来校いただくことはあ

りません。

入学金納入
入学金 ： 220,000円

入学手続後、2月10日（金）16:00までに所定の辞退届を提出された場合は、入学金全額をお返しします。
それ以降は入学金の返金は行いません。

入学金納入期間 2月1日（水） 18：00～2月11日（土・祝） 10：00

3. 試験当日のスケジュール
一般入試 2科4科選択［午前］ 一般入試 英語型［午前］

集合時間      8:30 集合時間      8:30
受験の注意事項説明      8:30～  8:40 受験の注意事項説明      8:30～  8:40

国　語      8:40～  9:25 国語基礎・算数基礎      8:40～  9:30
算　数      9:40～10:25 英　語      9:45～

理　科・社　会    10:40～11:30 面　接    10:45～
合格発表

2月1日（水）のみ　18:00～
インターネット

   15:00～インターネット 合格発表    18:00～インターネット

特待入試 2科4科選択［午後］
集合時間    15:30

受験の注意事項説明    15:30～15:40
国　語    15:40～16:25
算　数    16:40～17:25

理　科・社　会    17:40～18:30
合格発表    21:40～インターネット

特待入試 英語資格型［午後］
集合時間    15:30

受験の注意事項説明    15:30～15:40
国　語    15:40～16:25
算　数    16:40～17:25

合格発表    21:40～インターネット

（　　　　　）



【制服等購入費】（下記は2023年度以降、変更となる場合があります。）

品名 価格 品名 価格 品名 価格

ブレザー 34,100円 ベスト（紺・白） 9,680円 オーバーコート 39,600円

スカート（冬服用） 20,020円 リボン（中学：赤、高校：青） 2,420円 上ばき 5,040円

スカート（夏服用） 18,150円 ハイソックス（紺色） 1,100円 体育館ばき 3,970円

長袖ブラウス 6,820円 ソックス（白色） 880円 体操着 3,700円

半袖ブラウス 6,490円 通学鞄 9,680円 クォーターパンツ 3,600円

セーター（紺色薄手） 11,550円 サブバッグ 3,960円 トレーニングウェア（上） 8,450円

セーター（白色薄手） 10,780円 通学靴（茶・黒）＊ 7,920円 トレーニングウェア（下） 5,600円

リュックサック 13,200円 半袖ポロシャツ 4,840円 価格は消費税（10％）込みです。

・標準服一式（ブレザー・スカート・〈夏・冬〉・ブラウス〈長・半〉・リボン・ハイソックス・ソックス） ：　89,980円
・学用品一式（通学鞄・サブバッグ・通学靴・上ばき） ：　26,600円
・体操着一式（体育館ばき・体操着・クォーターパンツ・トレーニングウェア〈上・下〉 ：　25,320円
・その他オプション（セーター〈紺〉・ベスト〈白〉・オーバーコートの場合 ：　60,830円
＊通学靴の色は、茶・黒いずれでも結構です。

6. 入学後の学費
【2022年度中学１年次学費】（下記は2023年度以降、変更となる場合があります。）

学納金
授業料 施設設備

維持費
施設設備
充実費 教育充実費 環境衛生費 計

年額 432,000円 150,000円 16,800円 19,200円 24,000円 642,000円

その他
PTA会費 

（＊1）
生徒会会費 

（＊2）
ICT等教材

利用料
宿泊オリエン

テーション（＊3）
修学旅行

積立金（＊4）
学年費
（＊5） 計

年額 23,100円 10,100円 122,800円 実施なし 200,000円 85,000円 441,000円

合計　1,083,000円
＊1  PTA会費は入会金1,500円を含みます。
＊2  生徒会会費は入会金500円を含みます。
＊3  宿泊オリエンテーションが実施の場合は、43,000円（予定）となります。
＊4  修学旅行積立金は海外修学旅行（中学3年秋実施予定）の場合の積立金です。
＊5  学年費は副教材費、華道の花代等です。
注） 4月・7月・10月・1月の4回分納です。

5. 試験後の行事日程
入 学 者 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 　2月11日（土・祝）　 オンラインで開催

書 類 提 出・教 科 書 配 付・制 服 採 寸 　2月23日（木・祝）　 分散して来校する形式で実施

入 学 ガ イ ダ ン ス 　4月  3日（月）　　  10:00～12:00

入 学 式 　4月  7日（金）　　  13:30開式

※日程など変更になる場合があります。



個人情報保護について

2023年度入試
インターネット出願手続きの流れ

インターネット出願サイト
出願期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトへリンクする
バナーを設置します。
そちらから出願サイトへ移動してください。
スマートフォン・タブレット端末からもご利用いただけます。

ID（メールアドレス）登録
メールアドレスをIDとして登録してください。
その際、緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレスで登録してください。

（本校説明会・イベントへの参加申込の際に使用したメールアドレスをご利
用ください。）

ログイン／マイページ
顔写真アップロード

登録したメールアドレスを使ってログインしてください。
マイページが表示されます。
顔写真データ（たて4cm×よこ3cm）をマイページでアップロードしてください。
受験票に顔写真が印刷されます。

出願情報入力 志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

支払方法選択
受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、ペイジー（金融機関
ATM）をご利用いただけます。
お支払い方法を選択し、受験料をお支払いください。なお、お支払いには別
途手数料が発生します。

受験票印刷 受験料お支払い完了後、マイページから受験票のシートを印刷してください。
アップロードした顔写真データは受験票の写真貼付欄に印刷されます。

英検合格証郵送
《英語資格型入試のみ》

英検合格証（写）等を郵送する際は、受験票のシートと一緒に印刷される宛
名票を市販の封筒に貼付して、簡易書留で郵送してください。

試験当日 受験票を必ず持参してください。

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

＊受験票は本校から発送はしませんので、ご自宅等で必ず印刷し、受験生の顔写真を確認のうえ受験票のシートを試験当日
必ず持参してください。

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
本校入学試験および統計的資料作成以外の目的には使用いたしません。

受
験
料
お
支
払
い
ま
で

試
験
当
日
ま
で



■今後の社会情勢によっては、入試に変更が生じる場合がございます。本校ホームページでご確認ください。

■入学試験日当日、緊急事態（大雪・大規模災害・交通機関の大幅な遅延など）が発生した際の対応については、

　本校ホームページでご確認ください。

https://www.kojimachi.ed.jp/

本校へのアクセス

● 東京メトロ有楽町線「麴町駅」出口3より 徒歩1分

● 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」出口3aより 徒歩2分

● JR中央線・総武線「四ツ谷駅」麴町口より 徒歩10分

● 東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」出口1・3より 徒歩10分

● JR総武線・都営新宿線・東京メトロ南北線「市ケ谷駅」出口2・3より 徒歩10分

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-8 
TEL：03-3263-3011（代）　FAX：03-3265-8777

麴町学園女子中学校
kojimachi


