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2019年度

生徒募集要項
一

試験回

帰国生

第１回
午前

試験日

11月24日（土）

第２回

第３回

２月２日（土）

２月３日（日）

２科

２科または４科（※１）

４科

３０名

５０名

２０名

午後
２月１日（金）

国語 ・ 算数 ・ 面接 ２科または４科（※１）

考査方法

般

（作文）

募集人員

若干名

７０名

出願資格

別途記載あり （※2）

2019年３月 小学校卒業見込みの女子

（※１）出願後の選択変更はできません。
（※2）帰国生入試出願手続き ・ 方法をご覧ください。

一般入試 出願手続き・方法
試験回

第１回【午前 ・ 午後】

開始
出願期間

第２回

第３回

1月10日（木） 00:00 ～

締切

1月30日（水） 15:00

2月1日（金） 23:59

2月2日（土） 23:59

○12月23日（日） 9:00 より、出願受付サイトを開設いたします。
○出願受付サイト開設以降、出願に際しての情報入力ならびに入学検定料の払込みが可能となります。
出願手続き

入学検定料

１、本校ホームページの出願受付サイトより出願手続（Web出願のみの受付となります。）（※3）
２、入学検定料払込み / クレジットカード ・ コンビニ ・ ペイジー支払い
1回につき 22,000円（支払い方法により手数料が異なります。） 複数回同時出願の場合、割引制度あり（※4）
○一旦払込みされた入学検定料は返金できません。あらかじめご了承願います。

（※3）入試当日以前に提出していただく書類はありませんが、 合格者保護者会の際に、 小学校6年生の成績表のコピー（3学期制
の場合は 2学期まで、 2学期制の場合は前期まで、 表紙を含む全ページをそれぞれＡ4 サイズ） をご提出頂きますので、
事前に準備をお願いします
（※4）複数回同時出願の場合のみ割引となります。
   ①４回同時出願…55,000円 ②３回同時出願…50,000円 ③２回同時出願…40,000円
   追加出願の場合は、1回につき 22,000円となります。

考査方法・時間
午前入試 【第1回 午前 ・ 第2回 ・ 第3回】

午後入試 【第1回 午後】
7:30 ～ 8:10

出欠確認、諸注意

8:20

国語

算数

社会

理科

8:30 ～ 9:15

２科受験生

４科受験生

２科受験生

受付（受験生）

受付（受験生）

14:00 ～ 14:40

出欠確認、諸注意

14:50

国語

（45分）
算数

9:30 ～ 10:15

15:00 ～ 15:45
（45分）
16:00 ～ 16:45
（45分）

（45分）
10:30 ～ 10:55

配点

（25分）
11:10 ～ 11:35
（25分）

国語 ・ 算数

各100点

社会 ・ 理科

各50点

一般入試 考査当日について
《持ち物》
○受験票…受験票には、白黒またはカラーの横30㎜×縦40㎜の顔写真を貼付してください （データ貼付可）。
写真は試験ごとに 1枚必要となります。
○筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル ・ 消しゴム）
○上履き
※携帯電話、スマートフォンの考査場への持ち込みはできません。
《その他》
○保護者の方は、保護者控え票をお持ち下さい。
○保護者控室をご用意しています、試験中は、控室でお待ちいただけます。
○2月1日午前 ・ 午後ともに受験される方は、午前入試終了後、ご持参いただいた昼食をとる場所をご用意します。
○考査当日の注意事項については、出願後、出願受付サイトより PDF ファイルにてご案内いたします。

合格発表・入学手続き
第１回

試験回

Web
合格発表

午前

午後

2/1 （金） 18:30 ～
2/3 （日） 15:00

2/1 （金） 22:30 ～
2/3 （日） 15:00

2/1 （金） 18:30 ～ 19:30 2/2 （土） 9:00 ～ 19:30
校内掲示 2/2 （土） 9:00 ～ 19:30
2/3 （日） 9:00 ～ 15:00 2/3 （日） 9:00 ～ 15:00

入学手続き期間
（入学金払い込み）

2/1 （金） 18:30
～ 2/3 （日） 15:00

合格者保護者会

2/1 （金） 22:30
～ 2/3 （日） 15:00

第２回

第３回

2/2 （土） 18:30 ～
2/4 （月） 15:00

2/3 （日） 18:30 ～
2/4 （月） 15:00

2/2 （土） 18:30 ～ 19:30
2/3 （日） 9:00 ～ 19:30
2/4 （月） 9:00 ～ 15:00

2/3 （日） 18:30 ～ 19:30
2/4 （月） 9:00 ～ 15:00

2/2 （土） 18:30
～ 2/4 （月） 15:00

2/3 （日） 18:30
～ 2/4 （月） 15:00

2月5日（火） 14:00 ～ 15:00

※合否についてのお問い合わせは、一切お受けできません。あらかじめご了承下さい。
《合格発表後の流れ》
合格された方は、次の１、２のお手続きが必要となります。
１、入学手続き…Web サイト経由でクレジットまたはペイジーで入学金をお支払いください。 所定の時間内に手続きをされない
場合は入学辞退となります。 入学金 300,000円
２、合格者保護者会への出席…ご欠席の場合は、入学辞退となります。必ず、ご出席ください。
合格者保護者会の受付時に、次の入学手続き書類をご提出いただきます。
① 合格者保護者会出席票
② 誓約書
③ 住民票記載事項証明書
※上記の書類は、入学金決済サイトよりダウンロードして、ご利用ください。
必ず、 来校される必要はありませんが、 合格発表で校内掲示期間に来校された方には、 受験票と引き換えに合格証と上記
①～③の書類をお渡しします。来校されない場合は、合格証を合格者保護者会当日にお渡しします。
※帰国生入試の合格証と上記書類の①～③は、学校より郵送いたします。

学費

2019年度学費は未定です。11月中旬に決定いたします。

《参考》 2018年度学費（年額）
授業料

実験実習料

施設設備費

父母の会会費

合計

444,000円

90,000円

150,000円

2,160円

686,160円

○納入方法 ： 半年額 343,080円を、4月及び 10月に納入
○他に積立金（年額） 100,000円（修学旅行費、副教材費、生徒会費等に充当）
※学費は、一般 ・ 帰国生共に共通です。

帰国生入試 出願手続き・方法
試

験

日

2018年11月24日（土） 9:00 ～ 11:30 （面接終了時間による）

募集人員

若干名

出 願 資 格

○2019年3月小学校卒業見込みの女子
○父母の転勤に伴い 1年以上海外に在住し、帰国後3年以内の者
○入学後、父母のいずれかが保護者として常時日本に居住できる者

考 査 方 法

国語（作文） ・ 算数 ・ 保護者同伴面接（日本語）

必 要 書 類

試験当日にお持ちください
○住所票
○受験票
○海外で通学した学校の帰国前1年間の成績表のコピー（※5）
○小学校6年生の成績表のコピー（3学期制の場合は 1学期まで、2学期制の場合は前期まで）（※6）
○海外在留証明書（※7）

出 願 期 間

2018年11月1日（木） 9:00 ～ 11月22日（木） 15:00

出願手続き

1、本校ホームページの出願受付サイトより出願手続（Web出願のみの受付となります。）
2、入学検定料払込み／クレジットカード ・ コンビニ ・ ペイジー支払い

入学検定料
合 格 発 表
手 続 期 間
合格者保護者会

22,000円（支払方法により手数料が異なります。）
○一旦払込みされた入学検定料は、返金できません。あらかじめご了承願います。
2018年11月24日（土） 18:00 ～ 12月20日（木） 15:00 （※8）（Web発表のみで、校内掲示はありません。）
2019年2月5日（火） 14:00 ～ 15:00 （一般入試合格者の方と同時に行います。）

（※5）（※6）表紙を含む、全ページをそれぞれＡ４サイズでご提出ください。
（※7）海外在留証明書は、指定用紙が出願受付サイトにございます。ダウンロードしてご利用ください。
（※8）合格発表後の流れは一般入試の項目（前ページ） をご覧ください。

考査方法・時間
9:00 ～ 9:20

国 語（作文）

9:30 ～ 10:15

算 数

10:30 ～ 11:00

面 接

11:10 ～

帰

受 付

国
生

帰国生入試 考査当日について
《持ち物》
○受験票…受験票には、白黒またはカラーの横30㎜×縦40㎜の顔写真を貼付してください （データ貼付可）
○その他の当日お持ちいただく書類は、上記表の必要書類をご参照ください。
○筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル ・ 消しゴム）
○上履き
※携帯電話、スマートフォンの筆答考査場への持ち込みはできません。
《その他》
○保護者の方は、保護者控え票をお持ち下さい。
○受験票 ・ 保護者控え票と共にプリントアウトした住所票は、切り取って帰国生入試受付へご提出ください。
○保護者控室をご用意しています。試験中は、控室でお待ちいただけます。
○考査当日の注意事項については、出願後、出願受付サイトより PDF ファイルにてご案内いたします。

Web出願手続きについて
Web出願利用可能期間
○出願受付サイトへのアクセスならびに入学検定料の決済は、2018年12月23日（日） 9:00 から可能です。
ただし、受験票 ・ 保護者控票の印刷は、2019年1月10日（木） 00:00 から可能となります。
○帰国生入試出願サイトへのアクセスは、2018年11月1日（木） 9:00 から可能です。

Web出願を利用する環境について
○インターネットに接続できる環境 （パソコン ・ スマートフォン ・ タブレット端末） 及びプリンターをご用意いただける方は、 ご自宅等で出願
が可能です。
○インターネットに接続できる環境をご用意いただくことが難しい方は、本校事務室までお問い合わせ下さい。
※ご自宅にプリンターがない方は、コンビニのサービス等を利用した印刷機器などで印刷していただくことが可能です。

Web出願手続きの全体イメージ
STEP2

ペイジー
支払い

試験当日に受験票・
保護者控え票を持参

コンビニ
支払い

受験票・保護者控え票印刷

11月1日
（木）9:00以降

クレジット
支払い

支払完了メール確認

帰国生入試

入学検定料の支払方法を選択

12月23日
（日）9:00以降

出願情報入力

ログイン／マイページ

ID（メールアドレス）
登録

出願受付サイトへアクセス

Web出願

一般入試

STEP3
受験票に顔写真貼付
（データ可）

STEP1

1月10日（木）0:00以降
帰国生入試は随時打ち出し可能です。帰国生入試のみ住所票あり。

Web出願の手順
STEP1

○出願サイトにアクセス（出願サイトは 2018年12月23日以降、ご利用いただけます。）［帰国生入試出願サイトは、2018年11月1日以降］
 本校のホームページ （http://www.miwada.ac.jp/） の 「Web出願受付サイト」 をクリックして、 出願受付サイトにアクセスし
てください。出願受付サイトは、パソコン ・ スマートフォン ・ タブレット端末に対応しています。
○メールアドレス登録
（初回のみ）
 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、 手続き完了メー
ル送信、 緊急連絡等にも利用します。） ただし、 すでに本校の説明会のご予約等で登録済みの方は、 登録されているメー
ルアドレス、 パスワードがそのままご利用いただけますので、 改めてのご登録は必要ありません。登録メールアドレスにつ
きましては、 携帯電話のメールアドレスにも対応しています。スマートフォン ・ 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。
【注意事項】
※追加出願をする場合は、初回の出願時に登録した 「ログイン ID（メールアドレス）」 を利用してください。

STEP2

○出願内容、入試日程等の入力・選択
 利用規約、 個人情報取り扱いに同意の上、 画面の指示に従って、 志願者情報 ・ 保護者情報を入力し、 出願する入試
を選択します。
【注意事項】
※氏名等パソコンで表示できない場合は、入力は簡易字体等で入力してください。
※必須項目の入力がすべて済むと一時保存ができます。トップページに戻ると入力した内容の確認印字ができます。
必須項目の入力が済んでいない場合は印字できません。
○入学検定料支払い方法を選択
 「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、 ご希望のお支払方法を
選択します。（決済方法によって、手数料が異なります。）
○入学検定料を支払う
 入学検定料のお支払い方法は、 ①クレジットカードによるオンライン決済、 ②コンビニレジでの支払い及び③ペイジー対
応金融機関ＡＴＭでの支払いの３種類です。
各お支払い方法の詳細は、出願受付サイトにてお支払い方法を選択すると表示されます。
【注意事項】
※入学検定料支払い方法を確定して次に進んだ後は、 入力内容の誤りをインターネット上で訂正することはできませんの
で、十分確認（必要があれば訂正） を行ってください。
※入学検定料支払い後、万が一誤りを発見した場合は、本校までお問い合わせ下さい。

①クレジットカードによるオンライン決済
 クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、
受験料の支払いが可能です。支払いについては、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます。
▼ご利用いただけるクレジットカード

②コンビニレジでの支払い
 出願登録後、 払込票を印刷し （番号を控えるだけでも可）、 選択したコンビニレジにて支払いを済ませてください。支払
い後に受け取る 「お客様控え」 はご自身で保管してください。
▼ご利用いただけるコンビニ

③ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払い
 ペイジー対応金融機関ＡＴＭでお支払いができます。（ペイジーマークが貼ってあるＡＴＭでご利用いただけます。）
 ただし、金融機関窓口でお支払いいただくことはできません。
▼ご利用いただける金融機関
 ペイジーマークのあるＡＴＭ

 ゆうちょ銀行 ・ 三菱東京 UFJ銀行 ・ 三井住友銀行 ・ みずほ銀行 ・ りそな銀行 ・ 横浜銀行 ・ 千葉銀行 ・ 京葉銀行
【注意事項】
※キャッシュカードをご利用の場合は、ＡＴＭ設置金融機関のキャッシュカードをご用意ください。
 （例 : ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょカードのみご利用いただけます。）現金でのお支払いも可能です。
STEP3

○受験票・保護者控え票を印刷する
 入学検定料お支払い後、 支払い完了メールが届きます。出願受付サイトにアクセスし、 ログイン後マイページより、 受験
票 ・ 保護者控え票をご自宅やコンビニ等で印刷してください。（Ａ４判、白い紙）
【注意事項】
※試験回ごとに、1枚の受験票となります。複数回出願した場合、出願した回数分の受験票が発行されます。
※帰国生入試は、受験票・保護者控え票・住所票が発行されます。
○受験票に顔写真を貼付
 受験票に志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの、 横30mm×縦40mm、 顔写真の裏面に受験番号 ・ 氏名を書
いてからのり付け） を貼付してください。データ貼付も可です。
○試験当日に受験票・保護者控え票を持参
 受験票と保護者控え票を切り離したうえで、受験生は受験票を、保護者は保護者控え票を、試験当日お持ちください。
【注意事項】
※受験票は、試験回ごとに異なります。複数回出願された方は、間違えないようにお持ちください。
※合格証受け取りの際に、受験票をご提出いただきますので、それまで各自で保管してください。
※帰国生入試は住所票も持参してください。

入試・出願についてのお問い合わせは…
Web出願手続き・システム操作について
○ Web出願手続き ・ システム操作についてのご不明点につきましては、 出願受付サイト画面に表示されているサポートセンターまでお問
い合わせください。

その他の中学入試について


○上記以外の中学入試についてのご質問は、下記までご連絡ください。
三輪田学園事務室 03-3263-7801

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およ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。

