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入学試験要項

  出願資格
2023年3月小学校卒業見込の者のうち、女子。
※海外帰国生については、「海外帰国生入試について」（P.3）の出願資格を確認してください。

  出願手続
本校ホームページから出願サイトにアクセスしてください（窓口出願はありません）。

試験名 海外帰国生入試 2/1入試 2/2入試 2/3午後入試
（英語４技能型）

2/3午後入試
（合科型）

募集人員 25名 130名 110名 15名 40名
昨年度の実質倍率 1.3倍 2.2倍 2.2倍 1.7倍 3.0倍

検定料 25,000円
1回の入試につき 25,000円
2回同時出願 40,000円
3回同時出願 50,000円

出願期間
（ネット出願のみ）

10月8日（土）0:00

～

11月25日（金）23:59

1月10日（火） 0:00

～

1月30日（月）23:59

1月10日（火）  0:00
～

2月1日（水）23:59

 1月10日（火）  0:00

～

2月 2 日（木）23:59
出願サイトへの
アクセス 10月8日（土）より可能 12月20日（火）より可能

検定料納入方法 検定料は出願期間に、クレジットカード・ペイジー・コンビニでの納入となります。

※追加出願をする場合には、改めて出願サイトから手続きが必要となります。※出願後の試験日変更はできません。

  試験日
試験名 海外帰国生入試 2/1入試 2/2入試 2/3午後入試

（英語４技能型）
2/3午後入試
（合科型）

試験日 11月27日（日） 2月1日（水） 2月2日（木） 2月3日（金）
受付時間
受付場所

8：00～8：40
共立講堂

7：30～8：10
共立講堂

13：15～14：00
共立講堂

試験科目

国語または英語
9:00～9:45
（45分 100点満点）

国語 8:30～9:15
（45分 100点満点）

英語４技能テスト
14:15～15:15
（60分 100点満点）

合科型論述テスト
14:15～15:15
（60分 100点満点）

算数
10:05～10:50
（45分 100点満点）

算数 9:35～10:20
（45分 100点満点）

算数 15:35～16:20
（45分 100点満点）

2023年度入試
では面接はなし

社会 10:40～11:10
（30分 50点満点） 2023年度入試

では面接はなし理科 11:30～12：00
（30分 50点満点）

※2/3午後入試を受験される方については、昼食（持参のみ）の場所を設けております。
※遅刻は試験開始後15分まで認めます（延長はしません）。交通遅延はこの限りではありません。
※2023年度は、新型コロナウイルス感染症により試験方法を一部変更しています。
※新型コロナウイルスの感染状況により、受付場所を変更する場合があります。試験日前に必ずホームページをご確認ください。

※複数の入試に同時出願した場合のみ、検定料の割引きがあります。
※申込み後や決済後の追加出願は割引きの対象となりません。
※一旦納入した検定料は返還いたしません。
※検定料返金制度については「入学手続」（P.2）をご覧ください。
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  合格発表
試験名 海外帰国生入試 2/1入試 2/2入試 2/3午後入試

（英語４技能型）
2/3午後入試
（合科型）

合格発表
（ネット発表のみ）

11月27日（日）
19:00

2月1日（水）
19:00

2月2日（木）
19:00 2月4日（土）17:00

合格通知書
交付日

11月28日（月）・29日（火）
8:30～11:00 2月4日（土）12:30～15:00 ①2月 5 日（日）8:30～11:00

②2月10日（金）8:30～10:00

繰上合格
（連絡予定） なし 2月5日（日）12:30～13:30

※合否に関する電話でのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
※合格者は以降の日程での受験はできません。
※繰上合格の場合の入学手続きは連絡当日中となります。（その際の入学金は銀行振込となります。）
※繰上合格は、入学手続き状況等により、予定日時以降にも連絡（電話）をする場合があります。
※海外帰国生入試の合格通知書の交付は、2月4日（土）の入学手続き時にも行います。

  入学手続
試験名 海外帰国生入試 2/1入試 2/2入試 2/3午後入試

（英語４技能型）
2/3午後入試
（合科型）

入学手続
（本校窓口）

①11月28日（月）・29日（火）8:30~11:00
②2月4日（土）12:30~15:00 2月4日（土） 12:30～15:00 ①2月 5 日（日）8:30~11:00

②2月10日（金）8:30~10:00

本校での手続きが必要です。指定の日時を過ぎると入学辞退となります。
手続者に入学許可証および入学関係書類を交付いたします。

入学金納入

入学金：300,000円
各合格発表時～2月4日（土）14: 30 合格発表時～2月9日（木）23:59

入学金は、クレジットカードまたはペイジーでの納入となります。
※コンビニでの納入はできません。※一旦納入された入学金は返還できませんので、ご了承ください。

検定料
返金制度 なし

入学手続き完了者に限り返金をいたします（繰り上げ合格者は除く）。ご指定の口
座へ振込みいたします。
複数回の同時出願者で、2/1入試・2/2入試で合格し手続きをした場合、合格に
より事後受験しなかった入試の検定料分を返金いたします。返金額は、同時出願で
納入した検定料から、出願した最初の日程で合格し手続きをした場合は25,000
円を、2回目の日程で合格し手続きをした場合は40,000円を減じた金額となりま
す。なお、2/3午後入試での合格・手続きに関しては、返金はありません。

  入学手続き後の予定
制服等採寸日 2月 5 日（日）・11日（土・祝）・12日（日）　共立講堂

保護者・新入生ガイダンス 2月18日（土）  14:00　　　　　　　　　共立講堂
入学式 4月 6 日（木）  10:00　　　　　　　　　共立講堂

  入学後の費用（参考：2022年度予定）

授業料 施設設備維持費 旅行代金（中1） 諸経費（中1） 後援会費 合計
年間 500,000円 220,000円 60,000円 86,000円 20,000円 886,000円

※授業料・施設設備維持費は4期にわけて納入となります。
※入学時の費用等は「2023学校案内パンフレット～Databook〔資料篇〕～（P.29）」をご覧ください。

受験についての注意事項  10月中旬以降、本校ホームページにてご案内いたします。
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  海外帰国生入試について

出願資格

2023年3月小学校卒業見込の者のうち、女子。
（現地校などからの出願の場合、日本の学齢で上記の者と同等の資格を有する者）
かつ、原則として保護者の海外勤務により、本人が継続して1年以上海外に在留し、
帰国して3年以内の者（受験日を起算点とする）。

出願・
提出方法

ネット出願手続きの後、下記Ⅰ～Ⅲの書類を①または②で提出してください。
提出書類が期日までに届かない場合は、出願完了となりません。

①電子メール
　 メールの件名は「海外帰国生入試提出書類・受験番号 〇〇〇〇〇・氏名〇〇〇〇」と
してください。書類は写真撮影し、メールに添付（JPEGまたはPDF形式）してくだ
さい。

　提出先メールアドレス：kikoku.gr@kyoritsu-wu.ac. jp
　 提出締切：2022年11月25日（金）23:59  
　※  提出書類（Ⅰ～Ⅲ）は、入試当日（2022年11月27日） に、書面にて改めて

ご提出ください。

②郵送（簡易書留）
　 所定の「宛名状」（ホームページよりダウンロード）に必要事項を記入し、封筒の表面
に貼付してください。

　提出締切：2022年11月25日（金）必着

提出書類

Ⅰ. 海外在留証明書
　  所定の用紙（ホームページよりダウンロード）に保護者の所属する機関・
会社等の証明を受けてください。

Ⅱ.成績証明書（通知表の場合は表紙および裏表紙を含めたすべてのページ）
　① 国内の学校に在学の者は、6年生の前期または1学期の通知表のコ

ピー、および海外で在籍した最終学年（最終学年での在籍が短期の場
合は、その前の学年）の成績証明書か通知表のコピー。

　② 海外の学校に在学の者は、最終学年の成績証明書か通知表のコピー。

Ⅲ.その他（任意）
　 実用英語技能検定（英検）準2級以上の合格証書か合格証明書のコピー。
　※英検準2級以上の取得者には、受験に際して優遇措置があります。

試験科目

①国語または英語：どちらかを出願時に選択してください。

②算数

※2023年度入試では面接はありません。

備考
・資格認定等に不備がある方にはご連絡いたします。
・新型コロナウイルス感染症等の影響で、提出不能な書類がある場合は、あらかじめ
ご相談ください。
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●平日・土日・祝日24時間出願手続ができます。
●各種クレジットカード・ペイジー・コンビニエンスストアでのお支払い方法が選べます。 

※出願に際し、お支払いには別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。

  出願手続の流れ
※帰国生入試の場合は、提出書類があります。「海外帰国生入試について」（P.3）を参照してください。

 インターネット出願に関するお問い合わせ先は、出願サイト上でご確認いただけます。

※「受験票・写真票（学校提出用）」は、日程ごとに、ご自宅等で印刷し、切り離して
両方を入試当日お持ちください。本校からは発送いたしません。

個人情報保護について

本校入学試験にあたってご提供いただいた情報は、本校入学試験および統計的資料作成以外の
目的には使用いたしません。

インターネット出願
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インターネット出願サイト

ID（メールアドレス）登録

ログイン/マイページ

出願情報入力

支払方法選択

受験票印刷

顔写真貼付

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。
海外帰国生入試は10月8日（土）・2月入試は12月20日（火）
より出願サイトへのアクセスが可能となります。

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。イベント予約で既に
メールアドレスをご登録済みの方は、そちらのIDをお使いください。

登録したメールアドレスを使ってログインしてください。マイページ
が表示されます。

志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

検定料のお支払いには、クレジットカード、ペイジー（金融機関
ATM）、コンビニをご利用いただけます。なお、お支払いには別途
手数料が発生します（お支払いは出願期間のみ可能です）。

検定料のお支払い完了後、マイページから「受験票・写真票（学
校提出用）」を取得し、印刷してください（A4・白紙）。

印刷した「写真票」に受験生の顔写真（縦4cm×横3cm、白黒・
カラーどちらでも可）を貼付してください。
※試験中眼鏡をかける場合は、眼鏡をかけた写真を使用願います。
※出願サイト上で、写真のデータをご登録された方は、こちらの作業が不要です。

入試当日 「受験票」と「写真票」を必ず持参してください。

出
願
準
備



※所要時間には乗り降り・乗り換え等の時間を含みます。
※所要時間は、時間帯・歩く速さ等により異なります。

  アクセスマップ（学校最寄駅までの所要時間目安）

  学園周辺地図

最寄り駅から本校までの所要時間

■ 地下鉄三田線・新宿線・半蔵門線  「神保町駅」徒歩3分

■ 地下鉄東西線  「竹橋駅」徒歩5分

■ ＪＲ中央線  「御茶ノ水駅」、「水道橋駅」徒歩15分

■ 地下鉄千代田線  「新御茶ノ水駅」徒歩12分
共立女子
中学高等学校

水道橋

神保町九段下

竹橋

大手町

御茶ノ水

新御茶ノ水

玄関

小学館

学士会館

専修大学

大学（3号館）
大学（2号館）

大学（本館）

共立講堂

A9出口A8出口

1b出口

毎日
新聞社

東京
ドーム

日本
武道館

皇居


