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2022年度 成城学園中学校 生徒募集要項
海外帰国生入試
第１学年

募集人員

一般 第１回試験

男女10名程度

（昨年度の合格者数：33名）

第１学年

一般 第２回試験

男女75名程度

（昨年度の合格者数：94名）

第１学年 男女45名程度
（昨年度の合格者数：55名）

2022年3月に小学校卒業見込の者、または同等の資格を有する者、 2022年3月に小学校卒業見込の者、または同等の資格を有する
かつ下記の二つの条件に両方とも該当すること。

者。

①海外における就業、海外に所在する機関および事業所等への勤
出願資格

務、もしくは海外における研究・研修を目的として日本を出国し、
海外に在留していた方または現在在留している方を保護者とする児
童であること。
②1年を超える期間、海外に在留し、帰国後3年以内（2019年3月
以降に帰国）であること。

1月9日（日）

試験日

2月1日（火）

2月3日（木）

【Web出願＋書類提出】
あらかじめ出願サイトにて入力し、受験料の支払を済ませて受験票を印刷してください。
必要書類（下記提出書類参照）は、出力した受験票の隣にある宛名状を封筒に貼付したうえで、「簡易書留」で郵送するか、あるいは
出願方法

本校事務室窓口に持参してください。書類の受領を以って、出願完了となります。
〔窓口受付時間〕平日：午前9時〜午後4時

⼟曜日：午前9時〜午後1時

（日曜祝日は閉室）

海外から発送する場合は、宛名状が貼られた封筒に封入の上、配達記録が残る方法で発送してください。
なお、一旦納入された考査料は、いかなる事由があってもお返しいたしません。

Web出願期間

提出書類

1月10日（月）〜26日（⽔）午後1時まで

12月11日（⼟）〜16日（木）午後1時まで

入学考査料：30,000円

入学考査料：30,000円

（第1回・第2回同時出願の場合：40,000円）

提出書類締切：12月17日（金）午後4時必着（窓口可）

提出書類締切：1月27日（木）午後4時必着（窓口可）

①海外帰国生調査票（本校所定用紙）

6年生1・2学期分（2期制の場合は前期分）の通知表のコピー

②海外在留証明書（本校所定用紙）

表紙を含む全ページをA4サイズに揃えてコピーし、ホッチキス等

これらの用紙は本校ホームページ

で綴じてください。

https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/ からA4サイズで印刷

なお、通知表に出欠席日数の記載が無い場合は、2021年12月まで

し、作成してください。

の出欠席日数を証明する書類（コピー可）を添付してください。

②については保護者勤務先等に作成を依頼してください。
Web出願：2月1日（火）午後5
時〜2月2日（⽔）午後3時
入学考査料：30,000円
提出書類締切：2月2日（⽔）午

直前受付

後4時必着（窓口のみの受付）
提出書類は前項参照、ただし第1
回試験受験者は書類の提出は不
要です。

会場・集合等

試験内容

試験会場：中学校高等学校校舎

試験会場：中学校高等学校校舎

集合時間：午前8時30分 （001教室）

集合時間：午前8時30分 （校舎教室）

持ち物 ：受験票・筆記用具

持ち物

（時計は会場にあります。上履きは必要ありません。）

（時計は会場にあります。上履きは必要ありません。）

基礎学⼒試験

国語（40分）8時55分〜19時35分 100点

国語（50分）_8時50分〜19時40分 100点

基礎学⼒試験

算数（40分）9時50分〜10時30分 100点

個人面接（一人10分程度）_10時45分〜

：受験票・筆記用具

算数（50分）_9時55分〜10時45分 100点
社会（25分）11時00分〜11時25分 150点

基礎学力試験と個人面接および提出書類を総合して合格者を選考し 理科（25分）11時40分〜12時05分 150点
ます。保護者面接も試験に並行して行いますが、合否には関係あり 筆記試験と提出書類を総合して合格者を選考します。
ません。
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海外帰国生入試
1月10日（月）

一般 第１回試験

午後1時〜【Web発表】

一般 第２回試験

試験当日 午後8時30分〜【Web発表】

※感染防止のため、校内掲示は行いません。

※感染防止のため、校内掲示は行いません。

本校ホームページに設けられる合格発表バナーからリンクする専用 本校ホームページに設けられる合格発表バナーからリンクする専
の合格発表サイトで発表します。入学手続き書類は、合格発表サイ 用の合格発表サイトで発表します。入学手続き書類は、合格発表
合格発表

トからリンクする手続き書類ダウンロードサイトでダウンロードし サイトからリンクする手続き書類ダウンロードサイトでダウン
てください。

ロードしてください。
補欠の発表は行いませんが、欠員が出た場合には、2月9日（水）
午後4時から2月下旬までの間に、該当の方に繰り上げ合格の連絡
を差し上げます。

1月11日（火）〜17日（月）午前9時〜午後4時（⼟曜は午後1時ま 2月5日（⼟）〜9日（⽔）午前9時〜午後4時（⼟曜は午後1時ま
で、ただし日曜日は除く）
入学手続

で、ただし日曜日は除く）

合格発表サイトからリンクする、入学金決済サイトの指示にしたがって納付金（入学金のみ）を納入し、入学手続き書類を事務室窓口
に提出してください。書類の受領を以って、入学手続が完了となりますのでご注意ください。
なお、一旦納入された入学金は、いかなる事由があってもお返しいたしません。
詳細は、手続き書類ダウンロードサイトで確認できます。
2021年度は下記のとおりですが、2022年度は一部変更する場合もあります。
内

訳

入

学

金
金

金

分割納入の場合の金額
授

業

納付金等

その他の費用は4月以降の納入となります。

料

700,000 円

第1期：240,000 円

詳細は入学手続書類にてお知らせします。

※入学手続後、学園教育振興資金（1口10万円以
上2口以上）へのご寄付をお願いいたします。

第2期：230,000 円

任意のものではありますが、ご理解のうえ、

第3期：230,000 円
施設維持費
調
小

の

※入学金は入学手続時、その他の校納金および

左記は年額（一括納入金額）

空
そ

考

250,000 円 入学年次のみ

校
納

備

額

費
計

⽗⺟の会費
ICT経費

他
合

預り金
計

ご協力ください。

300,000 円 年額

※在学中に家計の急変のため就学の継続が困難

10,000 円 年額

となった場合、授業料等を減免し就学の継続

1,260,000 円

を目的とした授業料減免制度があります。詳

6,000 円 年額
50,000 円

年額

細は本校事務室へお問合せください。

タブレットレンタル代・
アプリ・保険等

100,000 円 １年次年額 下記参照
1,416,000 円

＜預り金について＞
学年

使

金額（年額）

１年次

100,000 円

２年次

90,000 円

３年次

65,000 円

途

教材・副教材等購入費、遠足、海の学校費用（１年）、山の学校費用（２年）、
英語検定受検料、生徒会費、図書費、クラス費、卒業アルバム代（３年）

※上記金額は2021年度実績であり、年度により変動する場合があります。
※各年度の４月に徴収し、卒業時に個人ごとに清算します。
※上記の他に３年次には観劇および研修旅行代金（約110,000円）を旅行代理店に直接支払います。
＜その他、入学時・在校中にかかる費用＞
・男子は学校指定の制服の費用がかかります。
・部活動に所属する場合は、部活動費用（部費・合宿費・コーチ代等）がかかる場合があります。
・任意参加の行事（スキー学校等）では別途参加費を徴収します。

注意事項

提出書類等に事実に反する記載やその他の不正があった場合は、入学後であっても入学許可を取り消すことがあります。

【個人情報の取扱について】
成城学園中学校高等学校では、個人情報の取扱いには十分留意しています。
生徒募集により入手した個人情報は、本学において適切に管理し、第三者に開示することはありません。

成城学園中学校2022

Web出願の手引き
●Web出願について

■Web出願に関わる手続きは、「miraicompass」（ミライコンパス）のサイトで行います。
■平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払方法が選べます。
■システムに関するお問合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください。（24時間対応）
※募集要項内容に関するお問合せは、本校へ受付時間内にご連絡ください。

●出願の方法

インターネット出願サイト

募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイ
トへリンクするバナーを設置します。
そちらから出願サイトへ移動してください。

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。
緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレスを登録してく
ださい。イベント予約等で既にメールアドレス（mcID）をご
登録済みの方は、そちらのIDをお使いください。

顔写真データ
アップロード(必須)

写真店で撮影した受験生の顔写真データをアップロードして
ください。(デジタルカメラ・スマートフォンで個人撮影した
写真も可)
無背景・無帽・カラー ３か月以内に撮影したものに限る。

出願情報入力

志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。
※情報入⼒は、海外帰国生入試は12月1日から、一般入試は
12月20日から行えますが、受験票印刷はWeb出願開始日
以降となります。

受験料決済

考査料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスス
トア、ペイジーをご利用ください。本校事務室でのお支払い
はできません。なお、お支払いには別途手数料がかかります。
なお、一旦納入された考査料は、いかなる事由があってもお
返しいたしません。

受験票印刷

考査料のお支払い後、支払い完了メールが届き、出願サイト
のマイページから受験票の印刷が可能となります。ご自宅や
コンビニエンスストア等で印刷してください。(A４サイズ
ヨコ 白い紙)

書類提出

提出書類は、A４サイズ封筒(角２)封筒にいれて、受験票と一
緒に印刷される「宛名票」を貼り、「簡易書留」で期日まで
に郵送するか、あるいは本校事務室に持参してください。
窓口受付時間 平 日：午前9時〜午後4時
土曜日：午前9時〜午後1時（日曜祝日は閉室）
書類の受領を以って、出願完了となります。

入試当日

受験票をお持ちの上、来校してください。
受験票は本校から発送しませんので、必ず自宅等で印刷して
ください。

●Web出願についてのQ&A

■システムの利用方法および手続きについて、質問の多い内容を以下のサイトで公開しています。

https://www.mirai-compass.jp.net/
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