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1 一般入試・適性検査型入試・多文化共生入試

試験日につき、20,000 円 　　ただし、2月2日以降、複数日出願の場合、各 5,000円 追加

クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジー支払い

290,000 円　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 支払い

10,000 円 20,000 円

20,000 円 25,000 円 (20,000＋5,000） 30,000 円 (20,000＋5,000＋5,000）

35名

8:10 集合

第１回入試

1月10日（火） 0:00 ～
1月31日（火）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
1月31日（火）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
1月27日（金）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
1月31日（火）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
2月  2日（木） ８:00

1月10日（火） 0:00 ～
2月  3日（金） ８:00

P.４,P.5 参照

２０２３年３月　　   　小学校卒業見込みの女子 P.4  参照

適性検査型入試

35名 特に定めず 特に定めず

第２回入試 第３回入試 第４回入試

合格発表翌日～2月3日（金） 14:00 合格発表翌日～2月5日（日） 14:00 合格発表翌日～2月6日（月） 14:00 合格発表翌日～2月3日（金） 14:00合格発表翌日～2月11日（土・祝） 14:00 合格発表翌日～2月11日（土・祝） 14:00

２月６日（月） ９:00 ～14:00　　受験票・支払内容確認書 持参 ２月13日（月）   9:00 ～  14:00　　受験票・支払内容確認書 持参

納入された検定料及び入学金は理由の如何に関わらず返還いたしません。

第１回～４回 ・適性検査型・多文化共生の各入試において、
全体の 85%以上得点者のうち、 上位 5名について１年間の授業料を免除いたします。

午前 午前 午前午後 午後 午後

8:10 集合14:50 集合 14:50 集合

20名

14:50 集合

10名

多文化共生入試
一般入試

面接は、筆記試験終了後約30分以内にすべて終了する予定。一般入試を複数回受験する場合、面接は初回のみ実施。 ※２※1

※3

出願日数／１日 出願日数／２日 出願日数／ 3 日
第1回, 第2回または多文化共生を出願例 例 例第1回, 第2回, 第3回 を出願 第1回, 第2回, 第3回, 第4回 を出願例

２科・４科選択、面接

２科 国語 /算数（各100点 45分） 国語 /算数（各100点 40分） 国語 /算数（各100点 40分）

４科 国語 /算数（各100点 45分）
社会 /理科（各100点 35分） 社会 /理科（各100点 35分）

【インターネット出願】P.5 参照　パソコン、スマートフォン、タブレット端末より入力

２科 国語 /算数（各100点 45分）

４科 国語 /算数（各100点 45分）

２科・４科選択、面接 適性検査Ⅰ・Ⅱ

※面接はありません

適性検査Ⅰ（作文）100点 45分
適性検査Ⅱ　　　　200点 45分

面接（15分程度　受験生のみ ５人１組のグループ面接） 面接

２科、面接 ２科、面接

国語 /算数（各100点 40分）

英語 /算数（各100点 40分）
または

２科、面接

（10分程度　受験生のみの
　個別またはグループ面接）

試験日

募集人員

出願資格

出
願

試験科目

合格発表

出願期間

出願方法

納入期間

検定料

入学金

入学金

書類受取日

入
学
手
続

特待生制度

2月1日 （水） 2月1日 （水） 2月1日 （水）  2月1日 （水） 2月2日 （木） 2月3日 （金） 
 8:10 集合

（帰国子女入試 ）B日程

2 月1日（水）18:30 ～21:00
インターネット インターネット インターネット インターネット インターネット インターネット

2 月1日（水）21:30 ～23:00 2 月2日（木）18:30 ～21:00 2 月3日（金）21:30 ～23:00 2 月1日（水）21:30 ～23:00

2 月6日（月） 9:00 ～14:00

2 月1日（水）21:30 ～23:00

検定料支払後、試験日・試験区分変更不可 【インターネット出願】

受験票・支払内容確認書 持参

※3

※1

※2 ※2

※3

2023 年度 中等部 募集要項
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試験日につき、20,000 円 　　ただし、2月2日以降、複数日出願の場合、各 5,000円 追加

クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジー支払い

290,000 円　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 支払い

10,000 円 20,000 円

20,000 円 25,000 円 (20,000＋5,000） 30,000 円 (20,000＋5,000＋5,000）

35名

8:10 集合

第１回入試

1月10日（火） 0:00 ～
1月31日（火）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
1月31日（火）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
1月27日（金）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
1月31日（火）23:59

1月10日（火） 0:00 ～
2月  2日（木） ８:00

1月10日（火） 0:00 ～
2月  3日（金） ８:00

P.４,P.5 参照

２０２３年３月　　   　小学校卒業見込みの女子 P.4  参照

適性検査型入試

35名 特に定めず 特に定めず

第２回入試 第３回入試 第４回入試

合格発表翌日～2月3日（金） 14:00 合格発表翌日～2月5日（日） 14:00 合格発表翌日～2月6日（月） 14:00 合格発表翌日～2月3日（金） 14:00合格発表翌日～2月11日（土・祝） 14:00 合格発表翌日～2月11日（土・祝） 14:00

２月６日（月） ９:00 ～14:00　　受験票・支払内容確認書 持参 ２月13日（月）   9:00 ～  14:00　　受験票・支払内容確認書 持参

納入された検定料及び入学金は理由の如何に関わらず返還いたしません。

第１回～４回 ・適性検査型・多文化共生の各入試において、
全体の 85%以上得点者のうち、 上位 5名について１年間の授業料を免除いたします。

午前 午前 午前午後 午後 午後

8:10 集合14:50 集合 14:50 集合

20名

14:50 集合

10名

多文化共生入試
一般入試

面接は、筆記試験終了後約30分以内にすべて終了する予定。一般入試を複数回受験する場合、面接は初回のみ実施。 ※２※1

※3

出願日数／１日 出願日数／２日 出願日数／ 3 日
第1回, 第2回または多文化共生を出願例 例 例第1回, 第2回, 第3回 を出願 第1回, 第2回, 第3回, 第4回 を出願例

２科・４科選択、面接

２科 国語 /算数（各100点 45分） 国語 /算数（各100点 40分） 国語 /算数（各100点 40分）

４科 国語 /算数（各100点 45分）
社会 /理科（各100点 35分） 社会 /理科（各100点 35分）

【インターネット出願】P.5 参照　パソコン、スマートフォン、タブレット端末より入力

２科 国語 /算数（各100点 45分）

４科 国語 /算数（各100点 45分）

２科・４科選択、面接 適性検査Ⅰ・Ⅱ

※面接はありません

適性検査Ⅰ（作文）100点 45分
適性検査Ⅱ　　　　200点 45分

面接（15分程度　受験生のみ ５人１組のグループ面接） 面接

２科、面接 ２科、面接

国語 /算数（各100点 40分）

英語 /算数（各100点 40分）
または

２科、面接

（10分程度　受験生のみの
　個別またはグループ面接）

試験日

募集人員

出願資格

出
願

試験科目

合格発表

出願期間

出願方法

納入期間

検定料

入学金

入学金

書類受取日

入
学
手
続

特待生制度

2月1日 （水） 2月1日 （水） 2月1日 （水）  2月1日 （水） 2月2日 （木） 2月3日 （金） 
 8:10 集合

（帰国子女入試 ）B日程

2 月1日（水）18:30 ～21:00
インターネット インターネット インターネット インターネット インターネット インターネット

2 月1日（水）21:30 ～23:00 2 月2日（木）18:30 ～21:00 2 月3日（金）21:30 ～23:00 2 月1日（水）21:30 ～23:00

2 月6日（月） 9:00 ～14:00

2 月1日（水）21:30 ～23:00

検定料支払後、試験日・試験区分変更不可 【インターネット出願】

受験票・支払内容確認書 持参

※3

※1

※2 ※2

※3



4

2023 年度 中等部 募集要項

2

①　帰国子女調査書 ①　調査書（多文化共生入試調査書、または帰国子女調査書）
②　出願資格について確認できる書類

若干名 特に定めず

試験日

募集人員

出願資格

出
願

試験科目

合格発表

原則として、１年以上海外に滞在し、帰国後３年以内
の者で２０２３年３月小学校卒業見込みの女子

２０２３年３月小学校卒業見込みの女子で下記のいずれか

12月 17日（土）　本校窓口にて発表　14:30 ～16:00 ２月 1日（水） 21:30 ～23:00インターネット

国語/算数（各100点 40分）
面接（10分程度、受験生のみの個別またはグループ面接）

国語/算数（各100点 40分）
面接（10分程度、受験生のみの個別またはグループ面接／英語面接も可）

　　 「多文化共生入試調査書」、「帰国子女調査書」（所定用紙）は事務室窓口でお受け取りください。
本校ホームページよりダウンロードも可能です。

A日程

12月17日 （土） 2月1日 （水）９:10 集合 14:50  集合

合格発表後 ～12月 19日（月） 14:00 合格発表後 ～２月 3日（金） 14:00

※１ ※１

※２

帰国子女入試 多文化共生入試

出願期間

出願方法

納入期間

検定料

入学金

入学金

書類
受取日

提出書類
の郵送

20,000 円

インターネット出願

290,000 円　 クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジー支払い

入
学
手
続 ２月 6日（月） ９:00 ～14:0012 月 21日（水） ９:00 ～14:00

※２

※１

その他 出願書類の他に、帰国子女の入学手続者には後日「海外在留証明書」を提出していただきます。

2022年 12月 1日（木） 0:00 ～ 12 月 14日（水）23:59 2023 年１月 10日（火） 0:00 ～１月 27日（金）23:59

送付期限　2023年 1月28日 必着

上記書類を角２封筒に入れ、
入学願書右側にある宛名票を貼付し、簡易書留にて郵送

送付期限　2022年 12月15日 必着

上記書類を角２封筒に入れ、
入学願書右側にある宛名票を貼付し、簡易書留にて郵送

①　日本に居住している外国籍の子女で、

②　特別な技能、資格等を持った子女で、

③　外国での生活体験が１年以上の者で、

④　キリスト教会の教会学校等に通っていて、

基礎学力を持ち、日本の教育を受けることを望む者

自分のポートフォリオ（経験、成果）を提出できる者

その体験が自分の成長につながった自覚のある者

出席教会の牧師が推薦する者

受験希望者は必ず学校説明会等で事前に相談をし、
出願資格の確認をすること

英語による面接を希望する者は提出書類へその旨を記すとともに、
出願時に申し出ること。ただし、「英語 /算数」で受験した者の面接は
英語によるものとする。

例 ・受験者のポートフォリオ（経験、成果）またはそれを証明するもの

※３

※３

※３

納入された検定料及び入学金は理由の如何に関わらず返還いたしません。

・海外在留証明書、資格免状（コピー可）、牧師推薦状など

●検定料支払後、試験日・試験区分の変更不可●パソコン、スマートフォン、タブレット端末より入力

受験票・支払内容確認書 持参 受験票・支払内容確認書 持参

クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジー支払い

（帰国子女入試 ）B日程

英語/算数（各100点 40分）または

帰国子女入試・多文化共生入試
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インターネット出願手順3

①　帰国子女調査書 ①　調査書（多文化共生入試調査書、または帰国子女調査書）
②　出願資格について確認できる書類

若干名 特に定めず

試験日

募集人員

出願資格

出
願

試験科目

合格発表

原則として、１年以上海外に滞在し、帰国後３年以内
の者で２０２３年３月小学校卒業見込みの女子

２０２３年３月小学校卒業見込みの女子で下記のいずれか

12月 17日（土）　本校窓口にて発表　14:30 ～16:00 ２月 1日（水） 21:30 ～23:00インターネット

国語/算数（各100点 40分）
面接（10分程度、受験生のみの個別またはグループ面接）

国語/算数（各100点 40分）
面接（10分程度、受験生のみの個別またはグループ面接／英語面接も可）

　　 「多文化共生入試調査書」、「帰国子女調査書」（所定用紙）は事務室窓口でお受け取りください。
本校ホームページよりダウンロードも可能です。

A日程

12月17日 （土） 2月1日 （水）９:10 集合 14:50  集合

合格発表後 ～12月 19日（月） 14:00 合格発表後 ～２月 3日（金） 14:00

※１ ※１

※２

帰国子女入試 多文化共生入試

出願期間

出願方法

納入期間

検定料

入学金

入学金

書類
受取日

提出書類
の郵送

20,000 円

インターネット出願

290,000 円　 クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジー支払い

入
学
手
続 ２月 6日（月） ９:00 ～14:0012 月 21日（水） ９:00 ～14:00

※２

※１

その他 出願書類の他に、帰国子女の入学手続者には後日「海外在留証明書」を提出していただきます。

2022年 12月 1日（木） 0:00 ～ 12 月 14日（水）23:59 2023 年１月 10日（火） 0:00 ～１月 27日（金）23:59

送付期限　2023年 1月28日 必着

上記書類を角２封筒に入れ、
入学願書右側にある宛名票を貼付し、簡易書留にて郵送

送付期限　2022年 12月15日 必着

上記書類を角２封筒に入れ、
入学願書右側にある宛名票を貼付し、簡易書留にて郵送

①　日本に居住している外国籍の子女で、

②　特別な技能、資格等を持った子女で、

③　外国での生活体験が１年以上の者で、

④　キリスト教会の教会学校等に通っていて、

基礎学力を持ち、日本の教育を受けることを望む者

自分のポートフォリオ（経験、成果）を提出できる者

その体験が自分の成長につながった自覚のある者

出席教会の牧師が推薦する者

受験希望者は必ず学校説明会等で事前に相談をし、
出願資格の確認をすること

英語による面接を希望する者は提出書類へその旨を記すとともに、
出願時に申し出ること。ただし、「英語 /算数」で受験した者の面接は
英語によるものとする。

例 ・受験者のポートフォリオ（経験、成果）またはそれを証明するもの

※３

※３

※３

納入された検定料及び入学金は理由の如何に関わらず返還いたしません。

・海外在留証明書、資格免状（コピー可）、牧師推薦状など

●検定料支払後、試験日・試験区分の変更不可●パソコン、スマートフォン、タブレット端末より入力

受験票・支払内容確認書 持参 受験票・支払内容確認書 持参

クレジットカード、コンビニエンスストア、またはペイジー支払い

（帰国子女入試 ）B日程

英語/算数（各100点 40分）または クレジットカード
支払い

コンビニ ペイジー

コンビニで
支払い

ID

振込番号等確認

申込完了メール確認

一般 適性 帰国 多文化

● 受験票
印刷し、切り離す

✔

試験当日に持参

● 受験票✔

印刷し、切り離す

● 受験票
● 宛名票
✔
✔

書類の郵送

出願サイトへアクセス

画面の指示に従い入力

検定料の支払方法選択

出願サイト／マイページ

試験区分選択

 　登録・ログイン

STEP 2

STEP 3

STEP 1

本校ホームページより

違う種別の入試を複数出願する方は、「出願サイト／マイページ」に入り直し、
新規で申し込んでください。

※

※

① 本校ホームページよりインターネット出願サイトにア
クセスしてください。

② 印刷用紙は必 ず 普通紙 A4 サイズで 印刷してく
ださい。

③ 環境によりインターネット出願や受験票等の印刷が
できない場合は、ご相談ください。

④ 顔写真は直近３ヶ月以内に撮影したものをアップ
ロードしてください。

⑤　一般・適性・多文化・帰国

受験票は試験当日に持参してください。

⑥　帰国・多文化のみ　

角２封筒に出願書類を入れ、宛名票を封筒おも
てに貼り、簡易書留で郵送してください。

（送付期限厳守）

⑦ 印刷書類は必ず切り離してください。



入試当日4
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【入試予定時間】

入試当日4

【試験当日諸事項】

集合 8：10

試験開始 8：30

２科面接終了 11：00

４科面接終了 12：40

集合 14：50

試験開始 15：10

試験終了

面接終了 17：30

16：45

２科試験終了 10：15

２科面接終了 11：00

集合 14：50

試験開始 15：10

試験終了 16：55

面接終了 17：50

集合 8：10

試験開始 8：30

試験終了 10：15

集合 8：10

試験開始 8：30

受付開始 13：30

受付開始 7：30 受付開始 7：30 受付開始 13：30受付開始 7：30

集合 8：10

試験開始 8：30

２科面接終了 11：00

４科面接終了 12：40

集合 14：50

試験開始 15：10

試験終了

面接終了 17：30

16：45

４科試験終了 11：55

４科面接終了 12：40

２科試験終了 10：15

２科面接終了 11：00

４科試験終了 11：55

４科面接終了 12：40

集合 14：50

試験開始 15：10

試験終了 16：45

面接終了 17：30

集合 8：10

試験開始 8：30

試験終了 10：15

適性検査第１回

集合 8：10

試験開始 8：30

第３回 第４回

第２回

受付開始 14：00

受付開始 7：30 受付開始 7：30 受付開始 14：00受付開始 7：30

多文化共生
帰国子女B日程帰国子女B日程

2   1（水） （木） （金）2   2 2   3

受験生・付添の方共に、来校前にご自宅で必ず検温してください。
校舎入口で検温確認をします。  37.5 度以上ある方は校舎内に入れません。（P.8 ❽参照）

受験票　筆記用具： 鉛筆またはシャープペンシルのみ、消しゴム、定規
（受験票に記載される「持ち物」を必ず確認すること）

指定はありません。楽な服装でお越しください。（校内は暖房を入れてあります）
マスクは必ず着用してください。

試験開始後 20分以内であれば入室できます。
なお、降雪や事故等により遅刻しそうな場合には、必ず電話連絡の上ご来校ください。

体調不良などで試験会場での受験が困難な場合は、保健室で受験することができます。
当日朝までにお申し出ください。

試験当日、ほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような大地震が発生した
場合には、東京都と神奈川県の全私立中学校・高等学校は予定されている入試をすべて中
止し、後日一斉に繰り下げて実施します。地震発生時に、本校ホームページをご覧いただ
いて対応を確認してください。

下記事項に変更・追加等ある場合は、出願時の申込完了メールでご案内いたします。

検温

持ち物

服装等

遅刻

保健室受験

その他



5 入学手続き
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【入学金納入と入学書類受取】

【新中1入学ガイダンス】

【購入品】

5

6

入学手続き

入学ガイダンス

● 合格発表後、本校ホームページより入学金納入手続き画面に入ることができます。

● 納入方法を選択し、各試験区分ごとに定められた期間内に納入手続きを済ませてください。

● 入学金納入後、所定の日に入学書類を受け取りに来てください。（ 受験票 と 支払内容確認書 を必ず持参）

説明会、制服採寸、物品等購入 他

詳細及びその他の任意購入品等は、入学手続完了時にお渡しする入学書類をご覧ください。

帰国A 12月21日（水）9:00～14:00

第１～３回,多文化(帰国B) ２月 6日（月）9:00～14:00

第４回,適性検査 ２月13日（月）9:00～14:00

入学書類
受取日

2  18　 13:00〜(土)

制服・鞄等 体育着基本セット

エプロン
白衣

合計　約 120,000 円 

聖書

讃美歌

ブレザー
冬スカート
長袖ブラウス
リボン
夏スカート
半袖ブラウス
ハイソックス
ソックス

リュック （またはバッグ）
トレーニングパンツ（長パンツ)
トレーニングウェア（長袖）

半袖体育着
ハーフパンツ

上履き
体育館履き
体育館履き袋
通学用革靴

2023年度用購入品については、内容・金額が変更される場合があります。

約 90,000円 約 20,000円 その他 約 10,000円

入学書類の受け取りを済ませて手続完了となります。
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Q&A

新型コロナウィルス感染症対策関連

7

8
● 試験当日に感染もしくはその疑い（発熱等）により受験ができなかった場合、後日振替受験日を設定いたします。

詳細については、出願時期に HP でご確認ください。

● 試験会場および面接会場は換気、消毒、「密」 を避ける等の予防対策をしています。

JBYK-01

面接のために準備するこ
とはありますか？

私立受験対策をあまりして
いませんが、一般入試よ
りも適性検査型入試を受
験する方がよいですか？

受験者のポートフォリオ
（経験、成果）等は具体
的にどのようなものを提出
すればよいのですか？

この入試での合格者は入
学後、特別なクラスにな
るのですか？

「複数回受験」をすると合
格しやすいと聞いたので
すが、説明してください。

特にありません。本校の面接の目的は、受験生ひとり一人と出会うことにありますの
で、合否にはほとんど関係しません。芸能活動をしない約束などの確認はありますが、
質問は一般的なものです。例えば、志望理由や小学生時代の思い出、中学でやりた
いこと、入りたいクラブなど、難しい質問はありません。ありのままの小学生らしい
受け答えをしていただければ十分です。服装も本人が落ち着けるもので構いません。

適性検査型入試の試験問題は、公立中高一貫校との併願受験を想定して作問してい
ますので、一般入試よりも受験対策が必要になる試験とも言えます。一般入試の過
去問を参考にしたり、適性検査型入試プレテスト（1 月 7 日）にご参加いただいてご
判断されると良いでしょう。

受験生各々の経験・技能・資格等によって、それぞれ提出できるものに違いがあり
ますので、事前に学校説明会等でご相談ください。

異なった文化を持つお互いから豊かに学ぶこと、普段の学校生活の中で生徒同士が
お互いの多様性を認め合い楽しむことを目指しているので、他の入試で入学した生徒
との混合クラスとなります。

「複数回受験」とは、本校の入試のうち、第１回と第２回、第１回と第 3 回、または
第１回と第４回のように、第１回の他にさらに１回以上受験することを指します。そ
れぞれの獲得点数では不合格だった場合でも、受験した中から各科目の最も高い得
点を合計し、さらに合格者を出します（ただし、各回の入試における合格のおよそ
25% についての適用）。本校を第一志望の方はぜひ複数回受験をご検討ください。

多文化共生入試

一般入試（第１回〜第４回）

適性検査型入試


