
2022年度

中等科入学試験
募集・出願要項



募集人員および学年

出願資格

入試日

各日程募集人員

出願方法

志願者情報
入力期間

出願期間

検定料

選考方法

入試科目
試験時間
配点

集合時間

試験終了予定時間

試験会場

合格発表

入学金払込

入学手続書類交付

入学書類提出

出
　
願

試
　
験

入
学
手
続

第1回 第2回

中等科 第1学年 女子160名

※日本の小学校の6年生にあたる年齢の児童であれば出願できます。また帰国子女も出願できます。
2022年3月に小学校卒業見込みの者

2021年12月20日（月）8:00 ～出願期間終了まで

2022年2月1日（火）午前 2022年2月2日（水）午後

100名 60名

Web出願　※学校事務所窓口での出願受付はいたしません。

※ホームページの出願ページの指示に従い、志願者情報を入力してください。
※帰国子女の方は、志願者情報の中に海外在住経歴を記入する欄があります。
※出願に際して紙での書類提出は一切不要です。

2022年1月10日（月）  8:00 ～
2022年1月27日（木）20:00

2022年1月10日（月） 8:00 ～
2022年2月 2日（水） 8:00

各日程25,000円（ただし、両日程同時出願の場合は40,000円）
※クレジットカード決済またはコンビニエンスストアでの支払い、ペイジーでの支払いができます。

筆記試験 下記の2教科又は4教科の選択
※面接は行いません。
※小学校の報告書や通知表の提出は不要です。

筆記試験 下記の2教科
※面接は行いません。
※小学校の報告書や通知表の提出は不要です。

2教科 200点満点
 （国語 50分/100点・算数 50分/100点）

2教科 200点満点
 （国語 50分/100点・算数 50分/100点）4教科 300点満点

 （国語 50分/100点・算数 50分/100点
   社会 30分/ 50点・理科 30分/ 50点）

2022年2月1日（火） 8:20 2022年2月2日（水）14:50

2科 11:00 頃
4科 12:30 頃 17:30 頃

香蘭女学校

2022年2月1日（火）21:00
※変更がある場合は、ホームページで連絡いたします。

2022年2月3日（木） 7:00

Web発表（マイページより個々に確認してください。）　※校内掲示発表はいたしません。

2022年2月3日（木）23:00まで2022年2月2日（水）18:00まで

入学金300,000円
※クレジットカード決済またはペイジーでの支払いができます。

2022年2月4日（金） 9:00 ～13:00
※香蘭女学校事務所窓口にて受付けます。

2022年2月9日（水）必着
※郵送にて受付けます。

※詳細はホームページをご覧ください。
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Web出願について

出願から合格者・保護者説明会までの流れ

第1回

入学手続書類 交付（香蘭女学校事務所窓口受付）
9:00 ～13:00

入学手続書類 提出 締切（郵送必着）

合格者・保護者説明会

第2回

◎本校ホームページ内の「受験生の方へ」の「出願ページ」から「マイページ」
　登録をしてください。

◎パソコン、スマートフォン、タブレット端末からアクセスすることができます。

◎メールアドレスをIDとして登録していただきます。
　緊急時にもすぐにご確認いただけるメールアドレスを登録してください。

◎登録したメールアドレスでログインすると、マイページが表示されます。
　志願者情報を入力し、出願する試験を入力してください。

◎出願情報は2021年12月20日（月）より入力可能です。

◎検定料のお支払いにはクレジットカード決済、コンビニエンスストアでの支払い、ペイジー
　での支払いをご利用いただけます。
※各入試日程の出願期間内に検定料のお支払いを済ませてください。出願期間後のお支払いは受付できません。

◎顔写真はマイページ上で受験生の顔写真ファイルをアップロードしてください。
◎お支払い完了後、マイページから受験票の印刷が可能になります。
※ご自宅にプリンターをお持ちでない場合、コンビニエンスストアでも受験票を印刷することができます。
※受験票の印刷は、試験開始1時間前までに完了してください。

本校ホームページ

Web出願サイト

アカウント登録

出願情報入力

検定料の支払い方法選択

検定料の支払い

写真データの登録

受験票の印刷

出
願
準
備

マ
イ
ペ
ー
ジ

受験票は本校から発送されません。ご自宅等でA4普通紙に印刷し、試験当日に必ず持参してください。

出願情報入力開始 8:00

出願開始 8:00

出願締切 20:00

入学試験 8:20集合

合格発表 21:00
※変更がある場合は、ホームページで連絡いたします。

入学金払込締切 18:00
出願締切 8:00

入学試験 14:50集合
合格発表 7:00

入学金払込締切 23:00

ログイン／マイページ

Web出願には「ミライコンパス（miraicompass）」のシステムを利用しています。

出願はWeb出願（インターネット出願）で受付けます。
※要項や出願ページ等に記載されている出願等の期間表記は、受付開始時刻から締切り時刻を表記するものです。
　（例）「8:00～18:00」は8:00:00に受付開始、17:59:59をもって受付終了。
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2021年12月20日（月）

2022年  1月10日（月）

1月27日（木）

2月 1日（火）

2月 2日（水）

2月 3日（木）

2月 4日（金）

2月 9日（水）

2月12日（土）

Web出願手続きの流れ



● 出願にあたって書類（小学校からの報告書、通知表コピー、各種証明書など）の提出は一切不要です。
● 出願情報の登録だけでは出願完了とはなりません。
 ※登録の上、検定料支払いが確認され、受験番号が発行された時点で出願手続き完了となります。

● 出願手続き完了後は出願の内容変更や取り消しはできません。
● 検定料、入学金の返金は一部、全額を問わず致しません。
● 出願にあたって申告する内容は正確に記載してください。
　※合格後の入学手続き書類交付時に、申告内容を証明する書類（帰国子女の在住期間証明、検定・表彰等の証明等）の原本を提示していただきます。
　※入学生徒については出身小学校から提出される指導要録（写し）の記載内容と照合します。
　※申告内容に虚偽があることが分かった場合、入学手続き終了後であっても合格または入学を取り消すことがあります。

● 入学手続きを所定の日時までに完了しない場合、合格が取り消しとなります。 
● 必ず受信可能なメールアドレスと、電話番号を登録してください。
　※登録されたメールアドレスは、入学までの間、学校からの連絡にも使用します。
　※学校からのメールの見落としにご注意ください。また迷惑メール扱いにならないようご注意ください。
　　（スマートフォン・携帯メールの場合は、アドレス@e-shiharai.netの受信を許可してください。）

志願者情報を入力する 
● 「併願校」「塾」「自宅の最寄駅」についても、今後の入学試験実施の上で貴重な資料として活用するため情報提供のご協力をお願
い致します。

　※「その他の学校」に記入する場合は、「○○市立○○小学校」という形で記載してください。
　※併願校は志望順位の高いものから2校の登録をお願い致します。
　※他校の受験をしない場合は、香蘭女学校中等科を選択・入力してください。
　※「塾」は塾名を入力検索できます。「通塾なし」を選択・入力する場合は、３段すべて「通塾なし」を選択・入力してください。

● 「香蘭女学校を知ったきっかけ」で在校生・卒業生の項目にチェックを入れた場合は、下の「自由記述」欄に具体的な記載をして
ください。

　　（例）　「姉・高３A」「母・○○回生 旧姓・○○」など

● 「受験児童についての申告」は該当者のみ記入してください。必ず下の「自由記述」欄に具体的な記載をしてください。
　　（例）　「海外在留期間2018.4～2020.3」「2020.11 英検準2級」など
　※帰国子女の基準：原則として、海外在住1年以上、帰国2年以内となります。

お支払い方法の入力
● 検定料は第1回・第2回ともに25,000円です。
　※第1回と第2回を1月27日（木）20：00までに両日程出願手続き完了した場合は40,000円です。
　　それ以降の出願・支払いについては、検定料は一律25,000円となります。

入金が確認された時点で、受験番号が発行され出願手続き完了となります。

受験票印刷
● 「検定料支払い確認=出願手続き完了」と同時に受験番号が記載された受験票が発行されます。
 ※マイページにログインして受験票をダウンロード表示してください。

● 写真をアップロード後、A4用紙に印刷し、「学校提出用」と「受験票」とを切り離して2枚を試験当日に持参してください。
　（「学校提出用」は当日試験場にて集めます。）
　※写真はマイページ上で受験生の顔写真のファイルをアップロードしてください。
　※印刷はカラー／白黒どちらでも可。
　※受験票にはバーコードが表示されています。試験当日受付に使用します。必ずバーコードが印字されるように印刷してください。
　※申込確認ページから取得できる「申込内容確認書」は受験票ではありません。
　※第1回試験と第2回試験の受験票は別々に発行されます。
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Web出願についての注意事項（入力情報は、入学後の基礎データになるため、入力ミスのないようにしてください。）



開　　門

集　　合

筆記試験

第1回　2月1日（火）　午前 第2回　2月2日（水）　午後

7:50

8:20

11:00頃　2科　終了・解散

12:30頃　4科　終了・解散

17:30頃　2科　終了・解散

8:30～  9:20

9:40～10:30

11:00～11:30

11:40～12:10

国語（50分） 100点

算数（50分） 100点

社会（30分） 50点

理科（30分） 50点

15:00～15:50

16:10～17:00

国語（50分） 100点

算数（50分） 100点

14:20

14:50

当日の持ち物 ◎受験票（写真をアップロード後、A4用紙に印刷し、持参してください。）
 ※「学校提出用」と「受験票」とを切り離して2枚を持参

 ◎筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）
 ※昼食、上履きは必要ありません。
 ※水筒の持ち込みは可能ですが、休憩時間以外は鞄の中に入れてください。
 ※ゴミは全て持ち帰ってください。

入学試験当日について
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試験についての注意事項（当日の試験問題の表紙にも同じ注意事項が書かれています）

試験時間

１. 机の上に出してよいものは、次の3つです。それ以外のものはカバンにしまってください。

 ① 受験票（机の左上におきます）
 ② えんぴつ数本（シャープペンシルも可・色ペンやマーカー、定規は使用不可）
 ③ 消しゴム
２. 次のものを持ってきた場合は、カバンにしまってください。また、休けい時間中も使用してはいけません。

 ① 腕時計・置き時計など（音が鳴らないようにしてください）
 ② 携帯電話やスマートフォン（電源を切ってください）
 ③ 腕時計型の情報端末（Apple Watchなど）

 　 ※許可なく携帯電話・スマートフォンや腕時計型の情報端末を使用した場合、不正行為とみなすことがあります。

3. 机の中には、何も入れないでください。

4. チャイムが鳴ったら、次のことを記入してから始めてください。

 　問題用紙　→　受験番号と座席番号
 　解答用紙　→　受験番号と座席番号と氏名
5. 問題についての質問は、いっさいできません。

6. 気分が悪くなったら、すぐに申し出てください。

7. 物を落としたら、自分でひろわず、手をあげてください。

※両日とも密を避け、時差で退室といたします。表記の
終了・解散時間より遅くなることもありますので、予め
ご了承ください。



◎自然災害等により、交通機関が混乱した場合などは試験時間もしくは試験日を繰り下げることがあります。

　その際はホームページで告知いたしますので、あわてずに、まずは香蘭女学校のホームページにアクセスしてください。
　※遅刻しそうなときは、学校に電話連絡をしてください。（規定により受験できる場合があります。）

◎駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。また、お車での送迎もご遠慮ください。

◎付き添いの方の控え室はありません。
　※付き添いの方の校地への立ち入りは、各家庭につき1名までです。

　　付き添いの方は試験終了まで受験生と会うことはできません。

　　校地内では、必ずマスクを着用（不織布マスクを推奨）し、私語はお控えください。

　　解散時のご案内に使用しますので、付き添いの方も受験番号を控えておいてください。

　　なお、解散時は、混雑を防ぐため、誘導は時間の間隔をあけて順番に行います。お帰りまでに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

●保護者の方へ
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合格発表から入学手続き・合格者説明会について

● Web上の合格発表専用サイトでのみ行います。
 ※合格発表の時間に変更がある場合は、志願者全員への一斉メールと香蘭女学校ホームページ
 　(http://koran.ed.jp)でお知らせします。

 ※電話での合否、繰上げ合格得点などの入試に関する問い合わせは一切お受けできません。

● 入学金の払込手続きをしてください。
 ※合格通知に掲載される入学金払込の案内に従って入金をお願いします。
 ※支払い期限内に払込確認が完了するようご注意ください。

● 入学手続書類交付を受けてください。 2月4日（金） 9:00~13:00 香蘭女学校事務所窓口
 ※来校はどなたでも結構です。
 ※確認のため、受験票を必ず持参してください。
 ※「受験児童についての申告」をした場合、証明書類原本を必ず持参してください。
 　ご持参いただけない場合、入学手続書類の交付ができませんのでご注意ください。

● 合格児童招集日及び合格者保護者会（入学者本人と保護者が必ずご出席ください。）
   2月12日（土）　校内礼拝堂・タナーホールにて

　この日、校内で制定品（通学鞄、セーター、ベスト、体操服等）の予約受付を行います。
　制服の採寸・販売は三越（日本橋店等）で行います。
　詳細は入学手続きを完了された方に別途お知らせいたします。

合格発表

入学手続き

合格発表専用サイト

合格発表
専用サイト

https://go-pass.net/koranj/ にアクセスしてください。

その後の登校日



校舎建築資金のための寄附（1口10万円 2口以上）をお願いしております。
確定申告の際、寄附金控除の対象となります。
多くの方にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

寄附金について

（1）授　業　料　　 476,000円　（2）施設設備資金 200,000円　（3）生徒活動費     7,200円
（4）旅行費等積立金 130,000円　（5）父母の会費   　12,000円　（6）教育推進費 108,000円

2022年度 納付金年額予定

※金額は目安です。改定する場合がございます。

※入学の際に、制服、副教材、iPad等の購入費用が別途必要となります。

学費年額

繰上げ合格候補者

● 第2回試験の合格発表と同時に、合格発表専用サイト上で個々に結果を表示します。
 ※繰上げ合格候補者の一覧は発表しません。
 ※第1回試験では繰上げ合格候補者の選出及び発表はしません。

● 入学手続者が所定の人数に達しない場合、繰上げ合格を実施します。
● 繰上げ合格の対象となった受験生には、個々に電話連絡をし、入学の意思を伺います。（出願時登録の電話番号を使用します。）
 ※留守番電話への通知は原則いたしません。直接の連絡が取れるまでお電話します。
 　通知の電話は、15：00～17：30に行います。（日曜祭日を除く）

● 繰上げ合格（2月4日（金）通知の場合）の入学手続

 ① 入学金の払込手続きをしてください。
  ※合格発表サイトにアクセスし、合格通知に掲載される入学金払込のご案内に従って入金をお願いします。

 ② 入学手続書類交付を受けてください。 2月5日（土）9:00～12:00 香蘭女学校事務所窓口
  ※来校はどなたでも結構です。
  ※確認のため受験票を持参してください。
  ※「受験児童についての申告」をした場合、証明書類原本を必ず持参してください。
  　ご持参いただけない場合、入学手続書類の交付ができませんのでご注意ください。

● 2月5日（土）以降の通知について

 2月5日（土）以降に繰上げ合格に関する通知を実施する場合も、個々に電話連絡をし、入学の意思を伺います。

 繰上げ合格に関する通知の実施は2月10日（木）15:00をもって最終とします。
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2022年度 入学試験における新型コロナウイルス感染症に関する注意事項

2022年度香蘭女学校中等科入学試験は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた上で実施をいたします。以下の事項
をよく読み、受験の際にはご協力をいただけますようお願いいたします。なお、今後の状況により実施方法変更等の対応を行う場
合は、本校のホームページ内、中学受験トピックスに掲載いたしますので、定期的に最新の情報を確認するようにお願いいたしま
す。

①日本政府より緊急事態宣言が発令された場合、文部科学省等より入学試験実施の中止または延期の要請があった場
合等、不測の事態が発生した場合には、入学試験の実施を中止または延期することがあります。また、前述の事態が発
生し、東京私立中学高等学校協会から入学試験の日程変更の要請があった場合、その要請に従って入試日程を変更す
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　〇新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない場合。
　〇試験当日までに保健所等から濃厚接触者に該当すると判断され、試験日前日までに14日間の観察期間が終了して

いない場合。
　〇試験日の14日前から試験当日にかけて、新型コロナウイルス感染症に罹患していると疑われる症状のある場合。
　〇学校保健安全法で出席停止が定められている感染症(インフルエンザ、はしか等)に罹患し、試験日までに医師が治
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す。

　〇マスクを着用していただけない場合（アレルギー等でマスクの着用が難しい場合は予めご連絡ください。）

③②の事由によって入学試験を受験できなかった場合でも追試験等の別日程での入学試験は行いません。受験できな
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④受験生や付き添いの保護者、本校教職員および入試アシスタントを担当する本校生徒等の感染防止を最優先し、出願
後に適宜入試実施方法を変更する場合があります。すべての受験生の意向に沿う実施方法にならない場合がありま
すので予めご了承ください。

⑤試験終了後に、受験生、本校教職員および入試アシスタントを担当する本校生徒のうち、新型コロナウイルス感染症
への感染が判明した場合、濃厚接触者の特定など、保健所等の行政機関が行う必要な調査への協力を行います。この
とき、必要な個人情報を提供する場合があります。予めご了承ください。

 重　要　事　項 
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1.受験生のみなさん、保護者の皆様へのお願い

受験生のみなさんは、入学試験の受験に際して次の事項のご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症に関する事項
以外は、「試験についての注意事項」でご確認ください。

①マスクの着用のお願い
　・試験場内はもちろんのこと、校地内では必ずマスクを着用（不織布マスクを推奨いたします。）してください。感染防止を目的
としたフェイスシールドやゴーグルを、マスクとあわせて着用いただいても構いません。

　・マスクを着用いただけない場合、受験はできません。（アレルギー等でマスクの着用が難しい場合は予めご連絡ください。）
　・ただし、試験に際して受験票の本人写真と受験生本人との照合を行う際、試験監督の教員の指示によりマスク等を一時的に外
してもらうことがあります。

　・休憩時間に水分を補給する場合、マスク等をはずしても構いません。
　・試験場ではマスク等を捨てないでください。

②せきエチケットのお願い
　・試験場内では、せきエチケットにご協力ください。
　・37.5 度以上の熱はないものの、倦怠感やせき等の症状がある場合、その旨を係の教員もしくは試験監督の教員に申し出てく
ださい。体調不良等の受験生用の試験場（以下、別室）での受験をお願いいたします。

　・せき・くしゃみが度重なる場合、係の教員もしくは試験監督の教員の判断で、別室に移動しての受験に切り替えていただく場
合があります。予めご了承ください。

　※別室で受験した場合でも合否判定になんら影響はありません。

③手指の消毒のお願い
　・試験場に入退室するときは、その都度、試験場入口に設置してあるアルコール消毒液で手指の消毒をしてください。
　・受験生にアルコールアレルギーがある場合、ご家庭から消毒に必要なものをご持参ください。ただし、ゴミは全て持ち帰って
ください。

④試験当日の服装について
　・試験当日は試験場の換気のため窓の開放等を行う時間帯があります。季節や気温に考慮し、室温の変化に対応できるような服
装で受験をしてください。

　・首に掛けるマスク、使い捨てカイロ等をご持参いただいても結構ですが、試験中はカバンの中にしまっていただきます。

⑤試験場への入場時について
　・校舎内に入る前に、非接触型体温計で体温測定を実施いたします。試験場に入場するまでに時間がかかることが予想されま
す。余裕を持って本校に向かうようにしてください。

　・校舎内や試験場に入場する時は密にならないように、他の受験生と一定の間隔を保つようにしてください。

⑥試験場からの退場時について
　・試験終了後の退出は、試験場ごとに行います。順番が来るまで自席で待機してください。また、試験場番号の若い順、受験番号
の若い順、入室時間の早い順の退出にならない場合があります。予めご了承ください。

　・試験場から移動するときには、密にならないように、他の受験生と一定の間隔を保つようにしてください。

⑦保護者の皆様へのお願い
　・付き添いの方の控え室はありません。
　・受験生に付き添う方の校地内への立ち入りは、各家庭につき1名までといたします。
　・校地内での通行は一方通行になっておりますので、ご了承ください。
　・両日とも、校内で試験終了までお待ちいただく控え場所のご用意はございません。
　・受験生の体調不良等のため、緊急にご連絡を差し上げることがあります。出願時には、当日必ず連絡の取れる携帯電話の電話
番号をご登録ください。

　・解散時は混雑を防ぐため、誘導は時間の間隔をあけて順番に行います。お帰りまでに時間がかかる場合がありますのでご了承
ください。

⑧その他
　・飛沫飛散防止のため、受験生と付き添いの方の会話、他の受験生との会話は最小限に留め、できるだけお控えください。
　・ゴミは全て持ち帰ってください。
　・両日とも、校内で食事をする場所のご用意はございません。
　・その他、校内および試験場では、係員の教員および試験監督の教員の指示に従ってください。

２.本校での感染防止対応について

①本校教職員および入試アシスタントを担当する本校生徒の感染防止対応
　・マスク着用およびアルコール消毒液で手指の消毒を徹底します。
　・試験前日までの14日間および試験当日の毎朝の体温測定や体調の観察を行うことを徹底します。
　・試験日の14日前から試験当日にかけて、体調不良などを訴える者がいた場合、自宅待機や医療機関の受診など、適切な対応を
とります。

　・試験当日に体調不良などを訴えた者の担当する入試業務は代行者があたります。

②試験場の感染防止対応
　・校門付近、校舎内への入口、各試験場の入口には、手指消毒用のアルコール消毒液を設置いたします。
　・休憩時間には、試験場の換気を行います。
　・試験場は間隔をあけて座席配置を行います。
　・体調不良等の受験生のために別室を設けます。
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