2023 年度（令和５年度）

入学試験実施要項

中学校

男女共学

・2023年度 生徒募集要項【スカラシップ入試〈スーパー選抜コース35名〉】
第１回 スカラシップ入試

入試区分

第２回 スカラシップ入試

２月１日（水）午後

試 験 日

２月２日（木）午後

スーパー選抜コース

募集定員

15

第３回 スカラシップ入試

10

名

２月３日（金）午後

男女

10

名

2023 年３月に小学校を卒業見込みの者

出願資格

同居の保護者のもとから通学できる者

出願受付

出願方法

WEB 出願（miraicompass）

WEB出願事前入力
・
受験料払込期間

※受験票の出力（印刷）は、１月 10 日（火）0：00 から可能となります。

１月７日（土）9：00

出願期間
（WEB 出願のみ）

１月 10 日（火）0：00

～

～

出願期間最終日時

各試験日の前日 23：59

な し

出願書類

23,000

受 験 料

円

※ WEB（miraicompass）から「クレジットカード決済」
「コンビニエンスストア支払」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のいずれか
を選択してお支払いください。
※別途手数料が必要になります。
※一般入試や帰国子女入試を含む複数回の入試に出願する場合でも、受験料は１回分の 23,000 円のみです。

14：50

集合時間
試験時間

〔４科目〕15：30 ～ 18：35
〔３科目〕15：30 ～ 18：30
〔２科目〕15：30 ～ 17：25

〔４科目〕15：30 ～ 18：35
〔２科目〕15：30 ～ 17：25

〔４科目〕または〔３科目〕または〔２科目〕

〔４科目〕または〔２科目〕

選抜方法
※試験は記述式です。
マークシートは
使用しません。

奨学生合格

名

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）
理科 50 点（25 分）
社会 50 点（25 分）

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）
理科 50 点（25 分）
社会 50 点（25 分）

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）
英語 100 点（50 分）
国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）

※〔４科目〕
〔３科目〕
〔２科目〕ともに、初めに国語と算数の２科目合計の成績による合否判定を行います。
その後〔４科目〕を選択された方は４科目合計、
〔３科目〕を選択された方は３科目合計の成績による合否判定も行います。
※第３回の〔３科目〕を選択された場合、英検（実用英語技能検定）３級以上を取得している方は英語試験を満点とみなし、
免除しますので、試験当日に「合格証書または証明書」のコピーをご提出ください。ただし、１次試験のみの合格は
不可とします。英語試験の難易度は「英検３級・４級・５級」レベルです。
※入学試験の成績により、特進コースへのスライド合格として発表する場合があります。
成績優秀者は、以下のいずれかとして発表します。

奨学生Ａ合格 ／ 奨学生Ｂ合格 ／ 奨学生Ｃ合格
※奨学生は１年ごとに更新の審査を行います。

合格発表

発表方法

・WEB（miraicompass）
・校内掲示

発表日時

※校内掲示は２月２日（木）19：00 まで

２月２日（木）10：00

WEB（miraicompass）

２月３日（金）10：00

２月４日（土）10：00

合格された方は、入学手続に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。

入学手続

締切日時
手続方法
入学手続時
納入金

２月４日（土）16：00

２月９日（木）16：00

入学手続時納入金を、WEB（miraicompass）から「クレジットカード決済」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のどちらか
を選択してお支払いください。※別途手数料が必要になります。
手続された後、入学に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。

300,000

円

・2023年度 生徒募集要項【一般入試〈特進コース70名〉・帰国子女入試〈スーパー選抜コース 若干名〉】
入試区分
試 験 日
募集定員

出願資格

第１回 一般入試

第２回 一般入試

第３回 一般入試

帰国子女入試

２月１日（水）午前 ２月２日（木）午前 ２月４日（土）午前
30

特進コース

25

名

男女

15

名

12 月３日（土）午前

スーパー選抜コース

若干名

名

男女

１年以上の海外滞在歴があり、帰国後３年
以内で、本校を第１志望とする者で、2023年
３月に小学校を卒業見込みの者

2023 年３月に小学校を卒業見込みの者

同居の保護者のもとから通学できる者

出願方法
出願受付

WEB出願事前入力
・
受験料払込期間

出願期間
（WEB 出願のみ）

WEB 出願（miraicompass）

１月７日（土）9：00

～

出願期間最終日時

※受験票の出力（印刷）は、１月 10 日（火）0：00 から可能となります。

１月 10 日（火）0：00

～

各試験日の前日 23：59

23,000

受験料

8：30

9：10 〜 11：05
〔２科目〕

選抜方法
※試験は記述式です。
マークシートは
使用しません。

奨学生合格

円

※ WEB（miraicompass）から「クレジットカード決済」
「コンビニエンスストア支払」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のいずれか
を選択してお支払いください。
※別途手数料が必要になります。
※スカラシップ入試や帰国子女入試を含む複数回の入試に出願する場合でも、受験料は１回分の 23,000 円のみです。

集合時間
試験時間

※受験票の出力（印刷）は、11 月 24 日（木）
9：00 から可能となります。

miraicompass を利用して WEB 出願を完了
されてから 11 月 29 日（火）までの間（必着）
で、本校へ「海外在留証明書もしくはそれ
に代わるもの」または「海外在学校の成績
証明書もしくはそれに代わるもの」を郵送
してください。

な し

出願書類

11 月 24 日（木）9：00 〜
11 月 27 日（日）23：59

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）

〔総合〕9：10 ～ 11：05
〔算数１科目〕




9：00

※開門時間７：45

9：10 ～ 10：00
未来力入試
〔総合〕

9：10 〜 11：05

〔４科目〕9：20 ～ 12：55
〔３科目〕9：20 ～ 12：50

〔２科目〕

思考の基礎力検査
100 点（50 分）
思考の展開力検査
100 点（50 分）

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）

または
〔算数１科目〕

算数 100 点（50 分）

※開門時間７：45

〔４科目〕または〔３科目〕

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）
理科 50 点（25 分）
社会 50 点（25 分）
面接 受験生・保護者
（各 10 分）

国語 100 点（50 分）
算数 100 点（50 分）
英語 100 点（50 分）
面接 受験生・保護者
（各 10 分）

※第２回の未来力入試では〔算数１科目〕受験生の得点を２倍にして、
〔総合〕受験生と併せての合否判定を行います。
※帰国子女入試の〔３科目〕を選択された場合、英検（実用英語技能検定）３級以上を取得している方は英語試験を満点とみなし、免除
しますので、試験当日に「合格証書または証明書」のコピーをご提出ください。ただし、１次試験のみの合格は不可とします。英語試
験の難易度は「英検３級・４級・５級」レベルです。
※入学試験の成績により、スーパー選抜コースへのスライド合格として発表する場合があります。

スーパー選抜コース合格者の内、成績優秀者は、
スーパー選抜コースの「奨学生Ｃ合格」として発表する場合があります。
※奨学生は１年ごとに更新の審査を行います。

成績優秀者は、
奨学生 B 合格／奨学生Ｃ合格
のいずれかとして発表する場合があります。
※奨学生は１年ごとに更新の審査を行います。

合格発表
入学手続

発表方法

・WEB（miraicompass）
・校内掲示

発表日時

※校内掲示は2月2日（木）9：00まで

締切日時

２月４日（土）16：00

手続方法

入学手続時納入金を、WEB（miraicompass）から「クレジットカード決済」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のどちらか
を選択してお支払いください。※別途手数料が必要になります。
手続された後、入学に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。

入学手続時
納入金

２月１日（水）18：00

WEB（miraicompass）

２月３日（金）10：00

２月４日（土）18：00

12 月５日（月）13：00

合格された方は、入学手続に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。

２月９日（木）16：00

300,000

12 月６日（火）16：00

円

出願から入学手続までの流れ
❺ 受験料お支払い

❹ 出願情報入力

❸ 顔写真データをアップロード

❷ ＩＤ（メールアドレス）登録

❶ 出願サイトにアクセス
❶ 出願サイトにアクセス
●

１月７日（土）9：00 ～、本校ホームページに出願サイト（miraicompass）のバナーを設置します。
（帰国子女入試
は 11 月 24 日（木）9：00 ～）

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。
❷ 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。すでに、
「mc 共通 ID」をお持ちの方、またはイベント予約をされ
たことのある方は、同じＩＤをご利用ください。

※緊急連絡時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。
❸ 顔写真データをアップロード
●
受験生の顔写真データをアップロードしてください。

※スマートフォンやデジタルカメラで個人撮影した写真も利用できます。
❹ 出願情報入力
●
志願者情報を入力し、入試区分等を選択してください。

※１月７日（土）9：00 から事前登録が可能です。
（帰国子女入試は 11 月 24 日（木）9：00 ～）
❺ 受験料お支払い
●
WEB から「クレジットカード決済」
「コンビニエンスストア支払」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のいずれかを
選択してお支払いください。

※金融機関窓口や本校窓口でのお支払いはできません。
※お支払いには別途手数料が必要になります。
❻ 受験票印刷
●
受験料のお支払い後、支払い完了メールが届きましたら、出願サイトのマイページから「受験票」を印刷してく
ださい。

※ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（白色の A4 用紙）してください。

※１月 10 日（火）0：00 から印刷可能となります。
（帰国子女入試は 11 月 24 日（木）9：00 ～）

出願から入学手続までの流れ（続き）
❿ 入
学

格

手

発

続

表

❾ 入学手続時納入金お支払い

❽ 合

❼ 入 学 試 験 当 日

❻ 受験票印刷
❼ 入学試験当日
●

各自印刷した「受験票」をお持ちの上、来校してください。
❽ 合格発表
●
本校ホームページに合格発表サイト（miraicompass）のバナーを設置します。

※合格された方は、入学手続に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。
❾ 入学手続時納入金お支払い
●
WEB から「クレジットカード決済」
「金融機関 ATM（ペイジー）払込」のどちらかを選択してお支払いください。
※金融機関窓口や本校窓口でのお支払いはできません。
※お支払いには別途手数料が必要になります。
❿ 入学手続
●
WEB から入学者情報を入力して、締切日時までに手続を完了させてください。

完了された後、入学に関するお知らせを WEB からダウンロードしてください。

・「スカラシップ入試」と「一般入試」の違いについて
「スカラシップ入試」はスーパー選抜コース、
「一般入試」は特進コースの入試となりますが、入試日程により、試験科目や
試験問題が異なります。試験問題の難易度は、一般入試の方がスカラシップ入試より若干易しい傾向です。昨年度までと
比較して難易度の大きな変更はありません。どちらの入試においても、過去問題集（声の教育社発行／４年間スーパー過去問）
」
と「サンプル問題集（本校発行）
」を参考にしてください。

・「第２回一般入試」の選抜方法について
（1）
「未来力入試“総合”
」について
昨今の学習は知識中心のものから、
「思考力・判断力・表現力」を問うものへと変化しています。これは社会においても
問題解決力として求められているものです。社会の変化に対応するため、
「計算力・理解力」という思考の基礎力とともに、
「興味を持ったことに対して深く考えられる・ものごとに熱心に取り組める・自分の考えたことを的確に表現できる」と
いった思考の展開力も中学入試において問いたいと考え、本校では独自の適性検査を実施します。選抜方法は、
「思考の
基礎力検査」と「思考の展開力検査」で各 50 分、100 点満点です。
「思考の基礎力検査」は計算問題を速く解く力、文章
や図を正確に理解する力をはかります。
「思考の展開力検査」はものごとを深く考える力、課題を解決する力、自分の
言葉で表現する力を総合的にはかります。
（2）
「未来力入試“算数１科目”
」について
課題発見や問題解決において「数学的思考力」の必要性が増しています。そこで本校では算数１科目での入試を実施し
ます。50 分の中で「計算力・読解力・記述力」を問う内容となっており、情報を整理する力、様々な視点から見る力、
表現・説明をする力などをはかります。

・試験当日について
（1）新型コロナウイルス感染対策について
①「マスク」を着用して来校してください。試験中にも着用をお願いいたします。
② 休憩時間に試験会場の換気を行う可能性がありますので、
「着脱可能な上着」を持参してください。
③ 本校入口に AI 顔認証サーモグラフィーカメラと手指消毒用アルコールを設置いたします。
④ 教職員はマスクを着用しております。
（2）持ち物について
①「受験票（各自印刷）
」
「鉛筆またはシャープペンシル」
「消しゴム」を持参してください。
「コンパス」
「分度器」
「三角定規」
は必要ありません。
② 試験会場には時計がありますので、
「腕時計」や「スマートウォッチ、アップルウォッチ等の機能付時計」の着用は
禁止いたします。
③「携帯電話」や「スマートフォン」を試験会場に持ち込むことは可能ですが、試験前には電源を切った状態でカバンに
しまってください。
④ ３科目受験者で、英検（実用英語技能検定）３級以上を取得している方は、
「合格証書または証明書」のコピーを持参
してください。
⑤「上履き」は不要です。外履きのまま入校してください。
⑥ 午前入試から午後入試までの間に本校内で昼食をとることは可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
食堂は営業いたしませんので、必要な方は「お弁当」と「飲み物」を持参してください。保護者控室を昼食会場として
開放いたします。
（3）保護者の方へ
① 付き添いでのご来校は１名までとさせていただきます。※感染拡大防止のため、小さなお子様の入校はお控えください。
② 付き添いで来られる場合には、受験生同様に「マスク」を着用して来校してください。

③ 保護者控室を用意いたしますのでご利用ください。また、室内は常時換気を行う可能性がありますので、
「着脱可能
な上着等」を持参してください。
④「スリッパ」や「上履き」は不要です。外履きのまま入校してください。
⑤ お車で来校される場合には、本校敷地内に駐車可能スペースはありませんので、近隣のコインパーキング等をご利用
ください。
（4）その他
① 遅刻した場合、試験が終了するまでは受験することを許可しますが、試験時間の延長は行いません。ただし、公共
交通機関の大幅な遅延等が発生した場合には、開始時間を遅らせるなどの対応をとります。
② 試験中に体調が悪くなってしまった場合には、別室受験（保健室等）を許可する場合もあります。

・奨学生合格について
奨学生合格した場合は、以下の淑鴨奨学金が給付されます。
奨学生Ａ合格 ………「入学金」
「施設費」
「授業料」
「維持費」の全額分

計 864,000 円

奨学生Ｂ合格 ………「入学金」
「施設費」の全額分と、
「授業料」
「維持費」の半額分
奨学生Ｃ合格 ………「入学金」
「施設費」の全額分

計 582,000 円

計 300,000 円

※いずれの場合も、入学手続時に納入していただく金額は無料となります。
※奨学生は 1 年ごとに更新の審査を行います。

・入学手続について
（1）特進コースで入学手続をした後に、スーパー選抜コースに合格された場合は入学コースの変更が可能です。ご希望の場合
には、２月９日（木）16：00 までに本校へご連絡をお願いします。なお、入学コース変更に費用はかかりません。また、
スーパー選抜コースの奨学生合格となった場合には、入学手続時納入金（300,000 円）を後日、３月以降に銀行振込に
て返金いたします。
（2）合格していても、入学をされない場合には、本校への連絡は必要ありません。※帰国子女入試を除きます。
（3）本校で入学手続をした後に、公立中高一貫校に合格された場合、２月９日（木）16：00 までに公立中高一貫校の合格通知
等を本校事務室へご提示いただければ、入学手続時納入金（300,000 円）を後日、３月以降に銀行振込にて返金いたし
ます。
（4）入学手続後に入学を辞退された場合、入学手続時納入金のうち施設費のみ（50,000 円）を後日、４月以降に銀行振込に
て返金いたします。※帰国子女入試を除きます。
（5）上記いずれの返金対応についても、WEB 支払時の手数料を返金することはできません。

・その他
（1）新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の発症または発症疑いにより入試を欠席される場合は、代替入試の
実施などで対応いたします。
※コロナ禍における対応等含め、詳細については入試時期が近づきましたら本校ホームページからお知らせいたします。
（2）各教科の合格基準点や足きり点は設定せず、合計点での合否判定を行います。
（3）複数回受験した場合の優遇措置（加算点）はありません。各入試の得点で合否判定を行います。ただし、ボーダーライン
に並んだ場合は考慮することがあります。
（4）すでに特進コースで合格していても、その後の入試でスーパー選抜コースを受験することは可能です。
（5）すでに奨学生合格していたとしても、その後の入試でさらに上位の奨学生合格を目指すことは可能です。

（6）入学手続状況により、特進コースからスーパー選抜コースへの繰上合格とする場合もありますが、その際には奨学生
合格とはなりません。
（7）不合格となった場合でも、その後の入学手続状況により、繰上合格となることがあります。
（8）入学手続後から入学式までの間における登校日は以下の２日となりますが、コロナ禍における対応等含め、詳細について
は入学手続時にお知らせいたします。
①「新入生ガイダンス」
「指定品等の採寸購入」
２月 11 日（土・祝）に本校で実施する予定です。
②「新入生登校日」
３月 27 日（月）に予定しています。
（9）氏名や住所等の個人情報は、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。
（10）パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれも所持されていなく、WEB 出願環境にお困りの場合には、出願
締切日時１週間前までに本校へご相談ください。
（11）入学手続後、寄附金として１口 50,000 円以上（任意）のご協力をお願いしております。 ※入学の条件ではありません。

・授業料等（2022年度参考／2023年度には一部変更の場合あり）
納期等

入学手続時納入金

４期分納

１期（４・５月）に一括納入

１期（４・５月）／２期（７月）／３期（10月）／４期（１月）

年間合計

入学金

施設費

授業料

維持費

生徒会費

ＰＴＡ入会金

ＰＴＡ会費

１年

250,000円

50,000円

378,000円

186,000円

4,800円

3,000円

24,000円

895,800円

２年

―

―

378,000円

186,000円

4,800円

―

24,000円

592,800円

３年

―

―

378,000円

186,000円

4,800円

―

24,000円

592,800円

学年

◎その他費用について
〔指定品等〕 「制服」
「通学リュック」
「体育着」
「上履き」等で約９万円、
「PC（Surface Go 3）および周辺機器」で約 17 万円
〔予納金〕

１年：「入学前教材」
「副教材」
「外部テスト」
「芸術鑑賞会」等で約 8.3 万円
２年：「副教材」
「外部テスト」
「芸術鑑賞会」等で約 6.9 万円
３年：「副教材」
「外部テスト」
「芸術鑑賞会」等で約 6.5 万円

〔積立金〕

１年：「校外学習」等で約 4.6 万円
２年：「校外学習」
「修学旅行」等で約 32.8 万円
３年：「卒業アルバム」等で約２万円、スーパー選抜コースは「合宿勉強会」を含めて約 10 万円

※積立金は、修学旅行などの特別行事や特別活動の参加費などに充当するもので、予納金と共に学年毎に繰り越し、卒業
時に精算させていただきます。

