■インターネット出願の手順
1.

2021 年度

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.

捜真女学校中学部

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。
本校の機器もお使いいただけますので、ご利用

＜ 帰国生入試＞

をご希望の方は、本校事務室（045-491-3686）

生 徒 募 集 要 項

までお問い合わせください。
また、受験票等はコンビニエンスストアのマルチ

－

プリンターなどで印刷可能です。
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

〔オンライン出願サイト〕
https://mirai-compass.net/usr/soshinj/common/login.jsf

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.

操作面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。（お問い合わせ先は出願サイト内に掲載しています）

出願受付：（帰国生１）２０２０年１２月 １日（火） ９：００～
（帰国生２）２０２１年 １月 ６日（水） ９：００～

■校納金および経済的支援制度について

学費
（月額）
諸会費
（月額）

その他

校納金
授業料
教育充実費
施設維持費
旅行費積立金 *1
共練会費（生徒会費）
同窓会費積立金
PTA会費
施設費 *2
学年諸費

*3

合計（月額）
36,000円
3,000円
7,000円
2,000円
550円
300円
1,200円
150,000円
40,000円
40,000円

※スマートフォンやタブレットをお使いの場合、カメラ機能、QR コード読取アプリなどを使い
右の QR コードを読み込んでアクセスしていただくと便利です。

備

考

*1 校外研修費用等の積立です。

46,000円

*2 中学部2年次以降は毎年5万円です。

50,050円 *3 各教科教材、問題集、副読本、模擬試験そ
の他の費用です。

4,050円
（中1 4月納入）
（5月納入）
（9月納入）

※ その他、学習用情報端末（7万～10万円程
度）、正制服（一式）・体操着等の入学準備
諸費用（約8万円程度）がかかります。
詳細は、新入生オリエンテーションにてご説
明いたします。

【経済的支援制度について】
経済的な事由により、校納金などの期日通りの納入が難しい場合、全生徒を対象に以下の2つの制度をご用意しております。
①

延納：校納金を最長1年まで延納〈無利子〉を認める

②

支援金貸与：①の期間を超える場合、校納金を貸与する

出願資格：①海外に１年以上在住し、現在海外在住あるいは２０１８年１月以降に帰国した者
②２０２１年３月に小学校を卒業見込みの女子
③本校の教育理念に理解のある者
出願書類：受験票・志願票（各試験１枚ずつ）
※検定料お支払い後、出願サイトより印刷し、顔写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）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した場合は貼付不要）
検 定 料：１回２０，０００円
複数回３５，０００円
※既に１回受験で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。
そ の 他：すべて上記の出願サイトからのインターネット出願です。追加出願も同様です。
出願後の試験日の変更はできません。
一度お支払いいただいた検定料はお返しできません。
最新情報はホームページをご確認ください。
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。

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
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出

試験名称

帰国生１

帰国生２

試験日程

１２月１２日（土）

２月１日（月)

募集人数

若干名

若干名

受付開始

１２月 １日（火）

９：００

１月６日（水）

９：００

締切

１２月１１日（金）

１５：００

２月１日（月)

１４：３０

願

筆記試験

１２月１２日（土）

２月１日（月）

８：５０集合

１５：３０集合

■試験当日について
＜持ち物＞

1.

□受験票・志願票

□筆記用具

□上履き・靴袋（受験生・保護者）

□マスク（受験生・保護者）

□時計・軽食（必要な方のみ）

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全てまとめ、試験会場では机の横にかけてください。
外靴・軽食は保護者に預けてください。
② 飲み物は筆記試験会場に持ち込み、休み時間に利用できます。
③ コンパス・定規は必要ありません。

２科：国語・算数（各５０分・各１００点）
１月３０日（土）

試

⑤ 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。

８：５０集合 ９：５０集合 １０：５０集合
１２：５０集合 １３：５０集合 １４：５０集合

⑥ 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。

事前

験

※事前面接をご希望の方は、１月２８日（木）２３：５９までに
お申し込みください。

内
容

④ 携帯電話・スマートフォン、および通信計算機能付の時計は試験会場に持ち込むことはできません。

面接

当日

コロナウイルス感染拡大のため、
今年度の面接は中止いたします。
１２月１２日（土）筆記試験後

２月１日（月）筆記試験後

・事前面接をご希望の方は、出願時にお申し込みください。
持ち物は試験当日に準じます。
・当日面接の方は、面接のお申し込みは不要で、初回試験後に
受験番号順に面接を行います。
・面接は受験生のみで、面接時間は約7分です。
・複数回受験される方の面接は最初の１回のみです。

（2020 年 12 月 2 日更新）

・事前面接はありません。筆記試験終了後に面接をします。
・面接は受験生のみで、面接時間は約7分です。
・複数回受験される方の面接は最初の１回のみです。

１２月１２日（土） １４：００

２月１日（月） ２１：００

合格発表
（ 合格発表ｻｲﾄ）
・インターネット合格発表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。

2.

保護者の皆様へ
① 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。
③ 休憩場所のご用意があります。
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。

新型コロナウイルス感染症拡大や災害等への対応について
新型コロナウイルス感染症拡大の場合、大地震・大雪などで交通機関に大きな影響が生じた場合など、試験に大きな変更
がある場合の具体的な対応については、ホームページにてお知らせいたしますので頻繁に最新情報をご確認ください。試験

２５０，０００円

入学金

⑦ 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。

の公平性を欠くことのないよう、安心して受験していただけるよう配慮いたします。また、ご心配なことがございましたら、
締切
入学手続
（ 入学金
決済ｻｲﾄ）

１２月１４日（月）１７：００

・合格発表時に表示される入学金決済サイトより上記締切までにお支払いください。
お支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジーをご利用いただけます。
・入学金お支払い後に必要な書類は国内の場合は郵送いたしますので、入学手続に際してご来校いただく必要はありません。
試験後は日本国内にいらっしゃらない等の理由で窓口でお受け取りになりたい場合はお申し出ください。
・一度お支払いいただいた入学金はお返しできません。
なし

スカラシ ップ
※詳細は右ﾍ ﾟ ｰｼﾞ

ただし、帰国生１に合格し入学手続きをされた方も、スカラシップ１に
出願することができます。
２月１１日（祝）９：３０～１２：３０頃

入学式ま での予定

２月５日（金）１７：００

３月２７日（土）１０：００～１２：００頃
４月 ６日（月） ９：３０～

あり
スカラシップ１の上位合格者と同等の成績で合格された方は、
スカラシップ生として同じ条件が適用となります。
新入生オリエンテーション（生徒・保護者出席）
※海外在住等の理由でご参加が難しい場合にはご相談ください。
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）

ご遠慮なくご相談ください。
なお、ご利用の交通機関に事故などによる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。

■スカラシップについて
帰国生１を受験される方：帰国生１にスカラシップの適用はありません。
ただし、帰国生１に合格し入学手続きをされた方も、スカラシップ１に出願することができます。
スカラシップ生として合格された場合は、入学金を返金いたします。
試験名称

スカラシップ1 ２月１日（月）午後実施

内容

上位3位以内で合格した受験生は、入学金250,000円および中学部1年次の授業料432,000円全額免除。
上位10位以内で合格した受験生は、入学金250,000円免除。

帰国生２を受験される方：スカラシップ１上位合格者と同等の成績で合格された方は、スカラシップ生として同条件が適用と
なります。

※スカラシップ生合格者は、合格発表サイトで個別にお知らせいたします。

