恵泉女学園中学校
2019（平成31）年度 生徒募集要項
Ｓ方式 第1回

Ａ方式

Ｓ方式 第2回

1.選考日

２月１日（金）午後

２月２日
（土）

２月３日
（日）
午後

2.募集人員

50名（帰国生枠約10名を含む）

第１学年
※帰国生は下記参照のこと

3.応募資格

4.選考内容

5.出願期間

6.入学検定料

7.出願方法

8.
合格
発表

9.
入学
手続

女子

100名

◦2019（平成31）年３月小学校卒業見込者
◦小学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有する者
◦保護者のもとから通学できる者

30名
◦本校のキリスト教教育に賛同する者

筆記試験 ２科（国語、算数）

筆記試験 ４科
（国語、算数、社会・理科）

筆記試験 ２科（国語、算数）

国語 45分／ 100点
算数 45分／ 100点
帰国生枠出願者のみ面接（保護者同伴）

国語 45分／ 100点
算数 45分／ 100点
社会・理科 45分／各50点

国語 45分／ 100点
算数 45分／ 100点

１月10日（木）～
１月30日（水）23：59

１月10日
（木）
～
２月１日
（金）23：59

１月10日
（木）
～
２月２日
（土）23：59

22,000円(1回あたり）
１月30日(水）23：59までに複数回同時出願をした場合には、検定料が割引となり、以下の通りとなります。
２回同時出願：35,000円、３回同時出願：45,000円
１月31日(木）0：00以降の出願は、複数回同時出願の場合であっても1回あたり22,000円となります。
１.出願サイト上で出願情報入力
２.入学検定料納入（クレジットカード決済、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）
３.受験票（本人用と学校控）を印刷（１月10日
（木）
以降）
◆帰国生は「海外滞在歴」
「合計滞在期間」を入力してください。Ｓ方式第１回の帰国生枠は下記参照のこと。
◆出願後、さらに追加出願をする場合には、その都度、出願サイト上での手続が必要となります。
◆一旦納入された入学検定料は、理由の如何を問わずお返しできません。

ウェブ
サイト

２月１日（金）23：00～
２月３日（日）15：00

２月２日
（土）20：30～
２月４日
（月）15：00

２月３日
（日）23：00～
２月４日
（月）15：00

校内掲示

２月２日（土）7：30～15：00

２月３日
（日）9：00～15：00

２月４日
（月）9：00～15：00

手続期間

２月１日（金）23：00～
２月３日（日）15：00

２月２日
（土）20：30～
２月４日
（月）15：00

２月３日
（日）23：00～
２月４日
（月）15：00

手続時費用

入学金 300,000円

出願時にご利用いただいたサイト上から上記手続時費用を納入し、手続完了となります。
（クレジットカード決済またはペイジーでの支払いが選べます）
手続方法
◆手続期間内に入学手続を完了しない場合は、辞退されたものとみなします。手続期間の延長はできません。
◆一旦納入された入学金は、理由の如何を問わずお返しできません。

※帰国生は保護者の海外勤務に伴い、海外で小学校教育を1年以上受けた者で、日本の小学校の在籍が満5年に満たない者とします。
その中で、帰国後３年以内の者は、Ｓ方式第１回の帰国生枠に出願することができます。詳細はウェブサイトを参照してください。

【Ｓ方式第１回帰国生枠受験生の方へ】
①「6年時の通知表のコピー」と「海外在留証明書※」を１月25日（金）必着、入試係宛簡易書留等で郵送してください。
※保護者および志願者の海外在留証明書（勤務先発行、在留期間および在留地がわかるもの）
②保護者同伴の面接では、本校のキリスト教教育にご理解をいただいているかの確認と、海外体験について伺います。（所要時間は15分程）
保護者は、父・母・両親に代わる方のうち、1人が同伴されれば結構です。

恵泉女学園中学・高等学校
〒156-0055

東京都世田谷区船橋５－８－１

電話 ０３－３３０３－２１１５

https://www.keisen.jp/

ネット出願ガイド1

ネット出願画面 （イメージ）

ネット出願ガイド2

受験票 （イメージ）

通信・

ネット出願上の諸注意

ネット出願ガイド3
■出願方法

◦出願はすべてインターネットでの受付となります。郵送および窓口による出願はできません。
◦出願サイトは、2018（平成30）年12月20日（木）より、本校ウェブサイトよりアクセスできます。
◦メールやプリンタを使用できる端末で出願してください。
◦出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。（登録いただいたメールアドレスは、手続
き完了のメール送信、緊急連絡等にも利用します。）
パソコン・スマホ・タブレット端末のものだけではなく、携帯電話のメールアドレスにも対応しています。スマ
ホ・携帯メールの迷惑メール対策をされている場合は、アドレス @e-shiharai.net の受信を許可してください。
◦本校の出願は志願者に関する入力項目のほか、面接に代わる「保護者への質問」も入力していただきます。
シ ステム上20分でタイムアウトとなりますので、事前に「出願情報入力の準備のページ」https://www.
keisen.jp/information/syutugan.php をご覧になり、入力する内容をご準備ください。

■出願時提出書類
◦出願時に提出する書類はありません。（通知表のコピーは入学者説明会にて提出していただきます。）
◦Ｓ方式第１回帰国生枠の受験生は募集要項下段に記載されている書類を期日までに郵送してください。

■入学検定料納付
◦「クレジットカード決済」
、
「コンビニ支払い」、「ペイジー対応金融機関ATM支払い」の３つから、ご希望のお
支払い方法を選択できます。
ご利用いただけるクレジットカード
ご利用いただけるコンビニ

VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫ・サンクス、ミニストップ

◦お支払いの際は、入学検定料の他に別途手数料がかかります。
◦コンビニまたはペイジーの場合、出願登録をしただけでは出願手続きは完了しません。必ず所定の期日までに
お支払いください。
◦入学検定料の入金確認後、登録されたメールアドレスに「お支払完了メール」が送信されます。必ずご確認く
ださい。
◦複数回同時出願の場合は割引があります。詳しくは募集要項をご覧ください。

■受験票
◦本人用と学校控の２枚があります。
◦出願手続き完了後、１月10日（木）以降、各自で印刷していただきます。
◦出願サイトにアクセスし、ログイン後マイページより、受験票（本人用と学校控）をご自宅やコンビニ等で印刷
してください。
（Ａ４版、白い紙）
◦表示された出願内容を確認し、学校控の受験票（アップロードした志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影した
もの、縦４cm×横３cm、3MBまで）が入っているもの）と本人用の受験票を一緒に試験当日お持ちください。

■追加出願
◦追加される入試区分を選択し、出願情報入力、入学検定料のお支払へと進むことで追加出願ができます。
インターネットに接続可能な環境をご用意いただくことが難しい方は、事前にご予約いただいたうえで、以下の
日時に本校のパソコン、プリンタをご利用いただけます。
2019年１月15日（火） 10：00〜18：00

出願時のシステム・操作に関するお問い合わせ電話番号は、出願サイト内右下の「お問い合わせ先」にてご確認ください。

入学までの流れ

ネット出願ガイド4

出願手続の流れ
本校ウェブサイト

出願サイト

メールアドレス登録

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。

出願情報についての確認等で使います。必ず連絡が
とれるメールアドレスを登録してください。

支払方法選択（クレジットカード決済/コンビニ・ペイジー支払）

出願情報入力

クレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジーで入学検定料をお支払いください。
※お支払いの際、手数料がかかります。

受験生の情報等、出願に必要
な項目を入力し、写真もアップ
ロードしてください。

入試当日

受験票印刷［1/10（木）以降］
検定料を納入すると、出願サイトから受験票が印刷可能となります。受験票（本人用と学校
控）は入試日程ごとに印刷していただきます。写真は一度アップロードしていただければ結
構です。

入
S方式
開門
受付
礼拝・諸注意

筆記試験

Ａ方式

◦使用した問題は受験生が持ち帰ります。
当日、問題の販売はいたしません。
16：45 ～ 16：50

カード記入

試

２月１日
（金）
・２月３日
（日）

13：00
14：00 ～ 14：25
受験生：筆記試験会場
14：30 ～ 14：45
保護者：控室
14：50 ～ 15：35
国語（45分／100点）
15：50 ～ 16：35
算数（45分／100点）

開門
受付
礼拝・
諸注意

筆記試験

5分

◦毎朝の礼拝や 6 年間の聖書の授業にきちん
と参加する気持ちがあるかを確認します。
（本校を既に受験した方も、毎回記入・提出

していただきます）

16：45 ～
面接室（保護者同伴）
面接
（帰国生枠）
２月１日（金）のみ ◦1組15分程度の面接です。

受験票は本人用と学校控の
２枚を忘れずにお持ちくだ
さい。

カード記入

２月２日（土）

7：30
7：30 ～ 7：55
受験生：筆記試験会場
08：00 ～ 08：15
保護者：控室
08：20 ～ 09：05
国語
（45分／100点）
09：20 ～ 10：05
算数
（45分／100点）
10：20 ～ 11：05

社会・理科
（45分／各50点）

◦社会・理科は 1 冊の合本になっています。
どちらから解いても構いません。
◦使用した問題は受験生が持ち帰ります。
当日、問題の販売はいたしません。
11：15 ～ 11：20
5分
◦毎朝の礼拝や 6 年間の聖書の授業にきちんと参
加する気持ちがあるかを確認します。
（本校を既に受験した方も、毎回記入・提出して

いただきます）

〈注意事項〉

・受験生の持ち物は、①受験票（本人用）  ②受験票（学校控）  ③筆記用具
（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）
です。
・コンパス、定規、下敷き、上履きは不要です。
・試験場への携帯電話、アラーム付時計、通信・計算機能付時計の持ち込みは禁止です
（試験場には時計があります）
。
・昼食の販売はありませんが、食事をとる場所はご用意しています。

【入学手続後の予定】
入学手続完了者に入学者説明会に関する書類を郵送します。入学者説明会と新入生説明会に必ずご出席ください。
入学者説明会で通知表のコピーをご提出いただきます。詳細は以下の通りです。通知表がない場合は事務部までご連絡ください。
◦第６学年の通知表の表紙を含む全ページをＢ４版の用紙で両面コピーし、右上に受験番号と受験生氏名を記入する。
◦２枚以上になる場合は、左上１か所をホチキスで綴じる。

入学者説明会

新入生説明会

２月11日（月・祝） 10：00～11：30
通知表のコピーを提出していただきます。

３月21日
（木・祝） 10：00～12：00

入学式
４月5日（金） 10：00～11：30

予定

ご不明な点がございましたら、中高事務部までご連絡ください。０３－３３０３－２１１５（月～金曜日

8：30～17：30）

