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捜真の入試が、変わりました。 
 

捜真女学校中学部 
 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願を導入しました。    
 

検定料・入学金見直しました。 
 

パソコン、スマートフォンからの 

出願になります 
インターネットにつながる環境があれば、どこ

からでも出願手続きができます。コンビニ、ク

レジットカード、銀行 ATM、ネットバンキングな

どで検定料のお支払いが可能です。 

ご来校いただく必要がありません。 

 

あなたにチャレンジしてほしい 
3 回目の受験からは追加の検定料はいただき

ません。また、上位 5 位で合格の方は、入学

金 25 万円を全額免除します(第 1 回、第 2 回

試験)。 

捜真はあなたのやる気を応援します。 

 



 

 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

２月１日（金）午前 ２月１日（金）午後 ２月２日（土）午前 ２月２日（土）午後 ２月４日（月）午後

７０名 ５０名 １０名 １０名 ５名

１月３１日（木） ２月１日（金） ２月１日（金） ２月２日（土） ２月４日（月）

１５：３０ １５：００ ２３：５９ １５：００ １４：３０

２月１日（金）午前 ２月１日（金）午後 ２月２日（土）午前 ２月２日（土）午後 ２月４日（月）午後

８：２０集合 １５：３０集合 ８：２０集合 １５：３０集合 １５：００集合

２科／４科　選択 ２科 ２科／４科　選択 ２科 ２科

事前 １月２６日（土）

２月１日（金） ２月１日（金） ２月２日（土） ２月２日（土） ２月４日（月）

～１２：３５ ～１８：２５ ～１２：３５ ～１８：２５ ～１７：４５

２月１日（金） ２月１日（金） ２月２日（土） ２月２日（土） ２月４日（月）

１６：００ ２０：００ １６：００ ２０：００ １９：００

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

試　　験 対話学力

試験日
２月４日（月）

午前・午後

募集人数 若干名

出願資格 ２０１９年３月に小学校を卒業見込みの女子

受付開始 １月７日（月）　　９：００～

２月３日（日）

２３：５９

方法

○すべて本校ホームページからのインターネット出願になります。手順については、裏面をご覧ください。

　 本校窓口にもインターネット出願用パソコンをご用意しておりますので、ご利用ください。

○追加出願もインターネットより受け付けいたします。

○出願後の試験日および試験科目の変更はできません。

１回２０，０００円　　　　　複数回３５，０００円　※３回目からは追加の検定料は必要ありません。

○お支払いはクレジットカード、コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。

○一度お支払いいただいた入学検定料はお返しできません。

○既に１回受験を出願された方が追加出願される場合の検定料は、差額の １５，０００円となります。

出願書類

受験票・志願票（各試験ごとに１枚ずつ）

※インターネットにて出願した書類を印刷し、顔写真貼付の上で試験当日持参してください。

    出願時に写真データをアップロードされた方は貼付不要です。

２月４日（月）

午前・午後

２科：国語・算数（各５０分・各１００点）

４科：国語・算数（各５０分・各１００点）、社会・理科（各３０分・各５０点）

８：５０集合／９：５０集合／１０：５０集合

１２：５０集合／１３：５０集合／１４：５０集合

※いずれかの時間帯を出願時に選択して

    ください。その時間枠内で受験番号順に

    面接を行います。

○事前と試験当日のいずれかを選択。ただし、１月２６日（土）以降に出願された方は、当日面接となります。

○受験生のみで、面接時間は５～７分です。

○複数回受験される方は最初の１回のみです。

２月４日（月）

１９：００

○インターネット合格発表専用サイトにて発表いたします。

○お電話による合否のお問い合わせはご遠慮ください。

○合格された場合は、その後の試験を受けることはできません。

入学金 ２５０，０００円
※各種電子決済および振込は受け付けておりません。本校窓口にて現金でお支払いください。

※右ページもご覧ください。

合格者の集い（生徒・保護者出席）

保護者オリエンテーション（保護者のみ出席）

入学式（生徒・保護者出席）

手続き締切日 ２月４日(月） ２月５日(火）

窓口受付時間 ８：３０　　～　　１５：３０　　　　　　　※２月１日（金）、２月２日（土）のみ　～１８：００

対話学力

出

願

試

験

内

容

合

格

発

表

入

学

手

続

き

面接 当日

締切

検定料

インターネット

　　対話による学力試験

　　（口頭試問・約３０分）

　　　　　　８：５０集合

　　　　　　９：５０集合

　　　　　１０：５０集合

　　　　　１２：５０集合

　　　　　１３：５０集合

　　　　　１４：５０集合

※いずれかの時間帯を出願

　 時に選択してください。

   その時間枠内で受験番号

   順に口頭試問を行います。

※面接はありません。

筆記試験

○受験票をお持ちください。合格証と入学手続き書類をお渡しいたします。

○お支払いいただいた入学金はお返しできません。

○施設費１５０，０００円は入学後１回目の学費納入時に自動振替させていただきます。

入学式までの予定

２月　９日（土）９：３０～１２：３０頃

３月３０日（土）１０：００～１２：００頃

４月　５日（金） ９：３０～

2019 年度 捜真女学校中学部 募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8：50集合 9:00 ～
9：50集合 10:00 ～

10：50集合 11:00 ～
12：50集合 13:00 ～
13：50集合 14:00 ～
14：50集合 15:00 ～

国　語 8:30 ～ 9:20 8:30 ～ 9:20 国　語 15:40 ～ 16:30

算　数 9:30 ～ 10:20 9:30 ～ 10:20 算　数 16:40 ～ 17:30

社　会 10:30 ～ 11:00 17:45 ～

理　科 11:10 ～ 11:40

12：05 ～ 10:45 ～

国　語 8:30 ～ 9:20 8:30 ～ 9:20 国　語 15:40 ～ 16:30

算　数 9:30 ～ 10:20 9:30 ～ 10:20 算　数 16:40 ～ 17:30

社　会 10:30 ～ 11:00 17:45 ～

理　科 11:10 ～ 11:40

12：05 ～ 10:45 ～

8：50集合 9:00 ～

国　語 15:10 ～ 16:00 9：50集合 10:00 ～

算　数 16:10 ～ 17:00 10：50集合 11:00 ～

17:15 ～ 12：50集合 13:00 ～
13：50集合 14:00 ～
14：50集合 15:00 ～

合格発表 19:00

合格発表 19:00

当日面接

合格発表 16:00

第５回　2月4日（月）　午後 対話学力　2月4日（月）　8：30開門

集合 15:00

対話による

学力試験

筆記
試験

当日面接

15:30

筆記
試験

筆記
試験

当日面接

合格発表 20:00

第３回　2月2日（土）　午前　　　　　　7：30開門
第４回　2月2日（土）　午後

４科 ２科

集合 8:20 8:20 集合

合格発表 20:00

当日面接

合格発表 16:00

集合 8:20 8:20 集合 15:30

筆記
試験

筆記
試験

当日面接

第１回　2月1日（金）　午前　　　　　　7：30開門
第２回　2月1日（金）　午後

４科 ２科

事前面接　1月26日（土）　8：30開門

面接

試　　験 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 対話学力

試験日 ２月１日（金）午前 ２月１日（金）午後 ２月２日（土）午前 ２月２日（土）午後 ２月４日（月）午後 ２月４日（月）

内容
上位５位以内で合格した受験生は、

入学金(２５０，０００円)全額免除。

■試験当日について 
 

＜持ち物＞ 

□受験票・志願票   □筆記用具  □上履き（受験生・保護者）  □時計・昼食（必要な方のみ）   

   

1.     受験生の皆様へ 

① 筆記試験終了まで保護者と会うことは 

できません。持ち物はカバンの中にす 

べてまとめ、試験会場では机の横にか 

けてください。 

② 試験会場に時計はありません。 

各試験終了 5 分前にアナウンスします。 

③ コンパス・定規は必要ありません。 

④ 携帯電話・スマートフォン、通信や計算の 

機能が付いた時計は試験会場に持ち込 

むことはできません。 

⑤ 飲み物・軽食は、筆記試験会場に持ち込 

み、休み時間利用することができます。 

⑥ 外靴・昼食は保護者に預けてください。 

⑦ 更衣室はありません。筆記試験・面接 

ともに受験しやすい服装でお越しください。 

⑧ 事前面接を受けた方は、筆記試験終了 

後に解散です。面接は、事前・当日いず 

れも受験番号順に行い、終了後順次解散です。 

 

2.     保護者の皆様へ 

① 入学試験当日は、受験生に保護者が付き添ってください。集合時間に控室で保護者対象の諸説明があります。 

② 諸説明の後は外出できますが、筆記試験終了前に控室にお戻りください。その際は必ず正面玄関の受付にお申し出ください。 

③ 午前の試験の後に午後の試験を受験される方のお食事場所をご用意しておりますので、ご利用ください。 

④ 駐車場はありません。本校前の道路は駐車禁止です。近隣商店の駐車場も利用できません。 

 

3.     災害等で交通機関に大きな影響が生じた場合 

① 大地震、大雪などが発生し交通機関に大きな影響が生じた場合、あるいは開始した試験の継続を不可能と判断した場合の具体

的な対応につきましては試験の公平性を欠くことのないよう配慮し、ホームページおよび出願時にご登録のメールアドレス宛てに

お知らせいたします。 

② 事故などで交通機関に大きな影響が生じた場合は本校事務室（045-491-3686）にご連絡ください。 

 

■入学金免除について 
 

 

 

 

 
 

  ※入学金免除の方は、合格発表専用サイトでお知らせいたします。 



 

 

合計（月額） 備　　考

授業料 36,000円

施設維持費 7,000円

旅行費積立金　*1 3,000円

共練会費（生徒会費） 550円

同窓会費積立金 300円

PTA会費 1,200円

施設費　 150,000円 （中1　4月納入）　*2

40,000円 （5月納入）

20,000円 （9月納入）

修学旅行に係る費用　*4 約160,000円 （高等学部進学後納入）

48,050円

*1

*2

*3

*4

校外研修費用の積立です。

中学部2年次以降は毎年50,000円です。

各教科教材、問題集、副読本、模擬試験
その他の費用です。不足した場合、2月に
別途ご納入いただきます。
（左記は2018年度実績）

高等学部2年次に実施予定。
金額は変更することがあります。

校納金

学費
（月額）

諸会費
（月額）

その他 学年諸費　*3

■インターネット出願について 
＜出願の手順＞ 

 
 

1. 出願期間内は、平日、土日、祝日を問わず、２４時間いつでも出願手続きができます。 

2. インターネットに接続できる環境があれば、ご自宅等で出願手続きができます。 

ネット環境やプリンターがない方は、本校の機器もお使いいただけますのでお問い合わせください。 

また、コンビニエンスストアのマルチプリンターなどで印刷していただくことも可能です。 

3. 検定料のお支払い方法は以下の通りです。 

①各種クレジットカード（受験生の保護者名義）  

②コンビニエンスストア 

③ペイジー対応金融機関ＡＴＭおよびペイジー（ネットバンキング） 

 ※お支払いには別途手数料がかかりますことをあらかじめご了承ください。 

4. 詳しい手順はこちらをご参照ください。http://www.mirai-compass.jp.net/nygk/ 

また、出願時の操作でわからないことはサイト内の『よくある質問』をご覧いただくか、２４時間対応のコールセンターへお問い合わせ

ください。システム操作面のサポートをいたします。  

 

■校納金（学費・諸会費）について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
捜真女学校中学部 
 

 

 

 

 
〒221-8720 横浜市神奈川区中丸８ 

TEL. 045-491-3686 FAX. 045-491-6715 

URL http://soshin.ac.jp/jogakko 

Mail toiawase@soshin.ac.jp  

 

【電車の場合】横浜市営地下鉄線ブルーライン 三ツ沢下町駅下車 

東急東横線 反町駅下車     （徒歩約 15 分） 

【バスの場合】横浜駅西口から市営バス 50 系統捜真学院前下車 

（乗車時間約 12 分） 

 

事務室開室時間  平日 8：00～17：30 

土曜 8：30～16：00 

 

個人情報の取り扱いについて 

学校資料等の請求、出願及び入学手続きに際していただいた個人情報については関係する法令を順守し、その利用目的を入学試験および入学手続きとこれ

らに付随する業務を範囲として安全かつ適切に取り扱います。また、原則としてご本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。 

 

http://www.mirai-compass.jp.net/nygk/
http://soshin.ac.jp/jogakko

