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募集人員と入試日程

コ ー ス スーパー特進 特進 国際 総合芸術

募集人数 210 名
（内部進学者を含む） 30名 20名

入試日程 2023 年 2月 10日（金）午前 8時 30分集合　［全コース（専願・併願）共通］

受験資格 2023 年 3月に中学校を卒業見込みの女子、または中学校を卒業した女子

出願手続

出願期間　2023年１月20日（金）～２月１日（水）
※午前9時30分～午後4時30分（日曜日と1月30日を除く）

入学検定料　20,000円（銀行振込期間は1月6日（金）～１月30日（月））

所定の期間内に入学検定料の振込を行い、下記の書類を本校事務室受付に提出し、受験票を受け取っ
てください。

　出願書類（すべて本校所定のものを使用）
　　　　①入学志願票、入学検定料納付票、受験票
　　　　　※「入学検定料振込受付証明書」を入学検定料納付票に貼付してください。
　　　　②個人報告書（在学または出身中学校が作成し厳封したもの）

　　　　③優遇制度申請書（ 英検優遇、または課外活動優遇を申請する方のみ、在学または出身中学校が作成し
厳封したもの）

　　　　　※優遇制度申請書（P4参照）と特待生制度申請書（P5参照）は異なります。

☆一旦納入された入学検定料は事情に関わらずお返しいたしません。

試験教科［専願・併願 共通］

コース スーパー特進 特進 国際 総合芸術

受験型
３教科型
または
５教科型

３教科型
または
５教科型

英語重視型
３教科型
または

実技入試型

受験型/試験教科

受 験 型 試験教科・時間・配点

３ 教 科 型 国語・数学・英語　各科50分 /100 点　［300点満点］

５ 教 科 型 国語・数学・英語・社会・理科　各科50分 /100 点　［500点満点］

英語重視型 国語・数学・英語　各科50分 /国数 100点・英 150点　［350点満点］

実技入試型 国語・数学・英語・芸術実技　各科50分 /100 点　［400点満点］

※すべての受験型において、国語・数学・英語は共通問題です。
※英語はリスニングを含みます。
※同一コース内において合否判定は平均点（100点満点換算）で行います。
※実技入試について（総合芸術コース）

（１）音楽実技、美術実技、ダンス実技のいずれかを選択してください。
（２）音楽実技

すべての分野共通で演奏する楽譜のコピーの裏面に名前を記入し、提出してください。
（入学志願票の裏面にホッチキスでとめてください。）

ピアノ選択 ソナタ程度の任意の１曲を演奏。楽譜を見ないで暗譜で演奏すること。
声 楽 選 択 イタリア古典歌曲集１から任意の１曲を演奏。事前に提出した楽譜の調で演奏すること。

伴奏は学校で用意します。楽譜を見て演奏してもよい。
管楽器選択 任意の１曲を演奏。楽譜を見て演奏してもよい。伴奏なしで演奏すること。
弦楽器選択 任意の１曲を演奏。楽譜を見て演奏してもよい。伴奏なしで演奏すること。
打楽器選択 任意の１曲を演奏（クラシックに限る）。楽譜を見て演奏してもよい。

伴奏なしで演奏すること。
（３）美術実技

文房具などの静物を50分間、デッサンする。
持ち物　鉛筆（三菱鉛筆ユニHB・2B、消しゴム）

（４）ダンス実技
1分45秒から2分15秒程度の各自が選んだ曲に合わせ、各自で考えた振り付けでダンスの演技をすること。
演技終了後、テーマや振り付けについての口頭試問を行う。
演技に用いる曲をＣＤに録音し、ＣＤの表面に名前を記入して、出願時に提出してください。
持ち物　運動のできる服装。シューズの使用は可とします。必要な人は体育館シューズやダンスシューズなど、
館内で使用できるものを準備してください。ただし、トゥシューズは使用できません。

面接について

全コース・専願のみ実施します。
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募集人員と入試日程

コ ー ス スーパー特進 特進 国際 総合芸術

募集人数 210 名
（内部進学者を含む） 30名 20名

入試日程 2023 年 2月 10日（金）午前 8時 30分集合　［全コース（専願・併願）共通］

受験資格 2023 年 3月に中学校を卒業見込みの女子、または中学校を卒業した女子

出願手続

出願期間　2023年１月20日（金）～２月１日（水）
※午前9時30分～午後4時30分（日曜日と1月30日を除く）

入学検定料　20,000円（銀行振込期間は1月6日（金）～１月30日（月））

所定の期間内に入学検定料の振込を行い、下記の書類を本校事務室受付に提出し、受験票を受け取っ
てください。

　出願書類（すべて本校所定のものを使用）
　　　　①入学志願票、入学検定料納付票、受験票
　　　　　※「入学検定料振込受付証明書」を入学検定料納付票に貼付してください。
　　　　②個人報告書（在学または出身中学校が作成し厳封したもの）

　　　　③優遇制度申請書（ 英検優遇、または課外活動優遇を申請する方のみ、在学または出身中学校が作成し
厳封したもの）

　　　　　※優遇制度申請書（P4参照）と特待生制度申請書（P5参照）は異なります。

☆一旦納入された入学検定料は事情に関わらずお返しいたしません。

試験教科［専願・併願 共通］

コース スーパー特進 特進 国際 総合芸術

受験型
３教科型
または
５教科型

３教科型
または
５教科型

英語重視型
３教科型
または

実技入試型

受験型/試験教科

受 験 型 試験教科・時間・配点

３ 教 科 型 国語・数学・英語　各科50分 /100 点　［300点満点］

５ 教 科 型 国語・数学・英語・社会・理科　各科50分 /100 点　［500点満点］

英語重視型 国語・数学・英語　各科50分 /国数 100点・英 150点　［350点満点］

実技入試型 国語・数学・英語・芸術実技　各科50分 /100 点　［400点満点］

※すべての受験型において、国語・数学・英語は共通問題です。
※英語はリスニングを含みます。
※同一コース内において合否判定は平均点（100点満点換算）で行います。
※実技入試について（総合芸術コース）

（１）音楽実技、美術実技、ダンス実技のいずれかを選択してください。
（２）音楽実技

すべての分野共通で演奏する楽譜のコピーの裏面に名前を記入し、提出してください。
（入学志願票の裏面にホッチキスでとめてください。）

ピアノ選択 ソナタ程度の任意の１曲を演奏。楽譜を見ないで暗譜で演奏すること。
声 楽 選 択 イタリア古典歌曲集１から任意の１曲を演奏。事前に提出した楽譜の調で演奏すること。

伴奏は学校で用意します。楽譜を見て演奏してもよい。
管楽器選択 任意の１曲を演奏。楽譜を見て演奏してもよい。伴奏なしで演奏すること。
弦楽器選択 任意の１曲を演奏。楽譜を見て演奏してもよい。伴奏なしで演奏すること。
打楽器選択 任意の１曲を演奏（クラシックに限る）。楽譜を見て演奏してもよい。

伴奏なしで演奏すること。
（３）美術実技

文房具などの静物を50分間、デッサンする。
持ち物　鉛筆（三菱鉛筆ユニHB・2B、消しゴム）

（４）ダンス実技
1分45秒から2分15秒程度の各自が選んだ曲に合わせ、各自で考えた振り付けでダンスの演技をすること。
演技終了後、テーマや振り付けについての口頭試問を行う。
演技に用いる曲をＣＤに録音し、ＣＤの表面に名前を記入して、出願時に提出してください。
持ち物　運動のできる服装。シューズの使用は可とします。必要な人は体育館シューズやダンスシューズなど、
館内で使用できるものを準備してください。ただし、トゥシューズは使用できません。

面接について

全コース・専願のみ実施します。
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合格発表
2023年２月11日（土祝）　郵送（速達）、及び本校HPに掲載します。
※HP掲載は、２月11日（土祝）午後５時頃～２月13日（月）午前中の予定

転コース合格について

（１） スーパー特進コースを受験された方には、得点によって特進コースへの転コース合格の制度が
あります。

（２）国際コースを受験された方には、得点によって特進コースへの転コース合格の制度があります。

入学手続（入学金納入・合格者招集日）

入　学　金　　240,000円

納 入 期 日　　専願　2023年２月15日（水）
　　　　　　　　併願　2023年３月20日（月） 午後２時まで
　　　　　　　※詳細は合格通知書同封の書類に記載しています。
　　　　　　　※期日までに納入のない場合は、合格を取り消します。

合格者招集日　　専願　2023年２月18日（土）／併願　2023年３月20日（月）

☆一旦納入された入学金は事情に関わらずお返しいたしません。

優遇制度について

英 検 優 遇 制 度：全コース、専願・併願共通
実用英語技能検定（英検）準2級以上を取得されている場合、取得級に応じて以下の通り英語
の得点として換算します。試験当日の学力試験の点数と換算点を比較し、高い方の点数を最
終的な英語の点数とします。

スーパー特進・特進・総合芸術コース
　　　準1級以上：100点　　　2級： 85点　　　準2級： 75点
国際コース　
　　　準1級以上：150点　　　2級：128点　　　準2級：113点

課外活動優遇制度：特進コース専願・総合芸術コース専願のみ

クラブ・生徒会活動で実績のある場合、100点満点換算した点数に3点を加点します。

※優遇制度申請書の提出が必要です。
※英検優遇と課外活動優遇の併用はできません。両方を申請された場合、英検優遇を適用します。

特待生制度について

①成績優秀特待生制度 [全コース/専願・併願]
中学校における成績が極めて優秀な方には入学金全額免除の特待生制度があります。

②クラブ特待生制度 [特進・総合芸術コース/専願]
 中学校において、以下のクラブに所属し、人物・技術ともに優秀な方には入学金全額免除の特待生
制度があります。
　　対象クラブ：吹奏楽部、陸上競技部、ソフトボール部
　　　　※各クラブごとに、公式大会での成績など、基準があります。

　　　　※クラブ・生徒会の優遇制度とは異なる制度です。

● ①、②の特待生制度は、出願よりも前に、中学校を通しての申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

　（優遇制度申請書とは異なる書類です。）

同窓生の子女に対する優遇について

家族に本学院卒業の方、または在学中の方がおられる場合には、入学金に関する優遇制度があります。
入学志願票裏面の「同窓関係」の欄に必要事項をご記入の上、出願された方を対象とします。
※入学手続きとして、一旦入学金を納入していただき、6月頃に返金します。

海外帰国生徒の入試について

外国における滞在期間が２年以上で帰国後約２年以内の方は、海外帰国生徒として入試を行っていま
す。詳細はお問い合わせください。

個人情報の取り扱いについて

出願書類に記載された個人情報は入試の事務処理と合格された場合の事務手続きに使用します。また、
受験生（保護者）の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。
なお、出身中学校、および、通塾校から入試結果の送付依頼のあった場合は入試結果を通知することがあります。
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合格発表
2023年２月11日（土祝）　郵送（速達）、及び本校HPに掲載します。
※HP掲載は、２月11日（土祝）午後５時頃～２月13日（月）午前中の予定

転コース合格について

（１） スーパー特進コースを受験された方には、得点によって特進コースへの転コース合格の制度が
あります。

（２）国際コースを受験された方には、得点によって特進コースへの転コース合格の制度があります。

入学手続（入学金納入・合格者招集日）

入　学　金　　240,000円

納 入 期 日　　専願　2023年２月15日（水）
　　　　　　　　併願　2023年３月20日（月） 午後２時まで
　　　　　　　※詳細は合格通知書同封の書類に記載しています。
　　　　　　　※期日までに納入のない場合は、合格を取り消します。

合格者招集日　　専願　2023年２月18日（土）／併願　2023年３月20日（月）

☆一旦納入された入学金は事情に関わらずお返しいたしません。

優遇制度について

英 検 優 遇 制 度：全コース、専願・併願共通
実用英語技能検定（英検）準2級以上を取得されている場合、取得級に応じて以下の通り英語
の得点として換算します。試験当日の学力試験の点数と換算点を比較し、高い方の点数を最
終的な英語の点数とします。

スーパー特進・特進・総合芸術コース
　　　準1級以上：100点　　　2級： 85点　　　準2級： 75点
国際コース　
　　　準1級以上：150点　　　2級：128点　　　準2級：113点

課外活動優遇制度：特進コース専願・総合芸術コース専願のみ

クラブ・生徒会活動で実績のある場合、100点満点換算した点数に3点を加点します。

※優遇制度申請書の提出が必要です。
※英検優遇と課外活動優遇の併用はできません。両方を申請された場合、英検優遇を適用します。

特待生制度について

①成績優秀特待生制度 [全コース/専願・併願]
中学校における成績が極めて優秀な方には入学金全額免除の特待生制度があります。

②クラブ特待生制度 [特進・総合芸術コース/専願]
 中学校において、以下のクラブに所属し、人物・技術ともに優秀な方には入学金全額免除の特待生
制度があります。
　　対象クラブ：吹奏楽部、陸上競技部、ソフトボール部
　　　　※各クラブごとに、公式大会での成績など、基準があります。

　　　　※クラブ・生徒会の優遇制度とは異なる制度です。

● ①、②の特待生制度は、出願よりも前に、中学校を通しての申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

　（優遇制度申請書とは異なる書類です。）

同窓生の子女に対する優遇について

家族に本学院卒業の方、または在学中の方がおられる場合には、入学金に関する優遇制度があります。
入学志願票裏面の「同窓関係」の欄に必要事項をご記入の上、出願された方を対象とします。
※入学手続きとして、一旦入学金を納入していただき、6月頃に返金します。

海外帰国生徒の入試について

外国における滞在期間が２年以上で帰国後約２年以内の方は、海外帰国生徒として入試を行っていま
す。詳細はお問い合わせください。

個人情報の取り扱いについて

出願書類に記載された個人情報は入試の事務処理と合格された場合の事務手続きに使用します。また、
受験生（保護者）の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。
なお、出身中学校、および、通塾校から入試結果の送付依頼のあった場合は入試結果を通知することがあります。
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