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■入試内容（一般）
受験資格 令和5年3月、小学校卒業見込みの女子

一
般
入
試
内
容

1科選択入試 ■国語・算数のどちらか1科で受験（時間各50分・配点各100点）

2科／4科入試
［2科］国語・算数（時間各50分・配点各100点）
［4科］国語・算数（時間各50分・配点各100点）・社会＋理科（時間50分・配点各50点）

英語特別入試 ■英語筆記（英検3級レベル）とアクティビティ（英語による実際の会話テスト )（時間各25分・50点）
芸術・スポーツ・
特技・特別入試

■エントリーシート提出［1月10日（火）〜1月30日（月）　　　　　］
■エントリーシートに基づく面接　15分程度

適性検査型入試
■Ⅰ：国語的思考力　　　Ⅱ：①算数的思考力　②生活・社会的思考力　③理科的思考力
　Ⅰ＋Ⅱ（都立中学校入試対応）※　　（時間各45分・配点各100点）
※合格者のうち成績上位者は、特待生合格とします。

課題解決型入試

■プレゼンテーションシート提出［1月10日（火）〜1月30日（月）　　　　　］
　�「SDGs（持続可能な17の目標）」、「現在の社会的な課題」、「ビブリオバトル（本の紹介、書評）」、「その他」
　から1つのテーマを選び、そのテーマとそのプレゼンテーションの流れとポイントをシートに記入。
■プレゼンテーション（15分程度）＋シート関連質問

特待生入試
■国語・算数（時間各50分・配点各100点）・社会＋理科（時間50分・配点各50点）
■面接　定員各回5名・不合格者のうち上位者は一般入試合格とします。（当日連絡）
　（特待生入試合格者は、入学金・施設設備費・授業料3年間免除）

出願期間 令和5年1月10日（火）〜各試験日の前日（23：59）まで［インターネット出願］

入学選抜料

20,000円（クレジットカード決済、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM）
第1回〜第3回は複数回受験をしても、受験回数にかかわらず入学選抜料は20,000円といたします。ただし、合格
をした場合、以降の受験はできません。（受験の可能性のある回をすべて選択してください。）
※2月1日適性検査型入試のみ受験される場合は、5,000円となります。
※第4回、第5回は、各20,000円となります。

出願手続
出願サイトのアクセス及び受験料の支払いは、12月20日（火）より可能です。
（出願締切日までに「インターネット出願」の手続き、「入学選抜料の支払い」をお済ませください。）
インターネットにて出願した受験票・受験票控（学校提出用）を印刷して試験当日お持ちください。

試験日
2月1日（水） 2月2日（木） 2月5日（日） 2月13日（月） 2月25日（土）
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

午前入試 午後入試 午前入試 午後入試 午前入試 午後入試 午前入試 午後入試 午前入試 午後入試
1科選択入試 ○ ○ ○
2科入試 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4科入試 ○ ○ ○ ○ ○

英語特別入試 ○ ○ ○ ○ ○ ○
芸術・スポーツ・
特技・特別入試

○ ○ ○ ○ ○ ○

適性検査型入試 ○
課題解決型入試 ○ ○ ○ ○ ○ ○
特待生入試 　○※ 　○※ 　○※

募集人員（100名） 50名 30名 20名 10名 10名

合格発表
当日13：30

当日17：30
当日13：30

当日17：30
当日13：30

当日17：30
当日13：30 当日17：30 当日13：30 当日17：30

※当日18：30 ※当日18：30 ※当日18：30
合否通知書を校内手渡しいたします。

入学手続

2月2日（木）16:00まで
※適性型入試・特待生入試は
2月10日（金）16:00まで

2月10日（金）16:00まで 2月14日（火）16:00まで 2月27日（月）16:00まで

入学料を手続き期間内に指定銀行口座にお振り込みください。

消印有効

消印有効

■入試内容（帰国生）　オンライン入試をご希望される方は、お問い合わせください。（03-3920-5151）

募集人数 若干名

受験資格

小学校を2023（令和5）年3月卒業見込みの者、またはそれに準じる者（日本人学校小学部卒業見込みの者、�
または現地校・現地インターナショナルスクールで6年の課程を修了した者、または在学中で2023年4月1日�
時点で満12歳または13歳である者）。

以下のすべての条件を満たしている者
　　　　ア　�日本国籍を有し、かつ、海外に所在する機関及び事業所等に勤務若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者又は現在なお在留して帰国見込の者の�
子女であること

　　　　イ　外国において継続1年を超える期間在留していたこと
　　　　ウ　帰国後3年以内であること
　　　　エ　入学日までに日本に在住見込みの者

入試内容 ■国語・算数・英語から2科目を選択して受験（各50分・各100点）　■面接

試験日 11月19日（土）午前 12月10日（土）午前 1月7日（土）午前 2月1日（水）午前 2月2日（木）午前 2月5日（日）午前

出願期間

令和4年11月1日（火）
〜 11月15日（火）

まで
［インターネット出願］

令和4年12月1日（木）
〜 12月6日（火）

まで
［インターネット出願］

令和4年12月20日（火）
〜令和5年1月3日（火）

まで
［インターネット出願］

令和5年1月10日（火）〜�各試験の前日（23：59）まで
［インターネット出願］

出願手続

出願サイトのアクセス及び受験料の支払いは、11月1日（火）より可能です。
出願締切日までに「インターネット出願」の手続き、「入学選抜料の支払い」をお済ませください。
印刷した受験票は試験当日持参してください。
受験票（控）は出願期間内に学校へ提出してください。

下記⑴〜⑸については出願期間内に学校まで簡易書留で郵送してください。
⑴　受験票（控）
⑵　通知表の写し（両面のコピー）
　　�小学校６年生２学期（２期制の場合は前期）の通知表の写しを用いてください。外国の学校から帰国して

１年未満の場合は、外国最後の学年の成績も添付してください。
⑶　�現地の小学校・日本人学校に在学または卒業した者は、
　　当該校の在学証明書又は卒業証明書�� ………………………………………………………………………… １通
⑷　帰国生入学者海外在住状況証明書（本校指定のもの）�……………………………………………………… １通
⑸　住民票（受験者と保護者の続柄や以下の①②の確認がとれるもの）�……………………………………… １通
　①　両親の内いずれかが日本に在住し、子女と同居
　②　両親が海外に在住し、子女のみ親戚縁者の代表と同居
※各種証明書など、取得に時間を要する場合はご連絡ください。

入学選抜料
20,000円（クレジットカード決済、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM）
帰国生入試の複数回受験はできません。

合格発表
試験当日13：30

合否通知書を校内手渡しいたします。

入学手続
11月21日（月）
〜 25日（金）まで

12月12日（月）
〜 16日（金）まで

1月10日（火）
〜 13日（金）まで

2月2日（木）
16：00まで

2月10日（金）16：00まで

入学料を手続き期間内に指定銀行口座にお振り込みください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、社会状況の変化に応じて、募集要項の変更をさせていただく場合もあります。
変更の際は、本校ホームページにてお知らせいたします。
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■受験にあたっての注意事項
⑴　受験生
●持ち物

　□受験票、受験票控（学校提出用）
　□筆記用具（HB以上の濃い鉛筆またはシャープペンシル）
　□消しゴム

●携帯電話等は受験会場へ持ち込むことはできません。お持ちにならないか、付き添いの保護者の方に預けてください。

⑵　付き添い保護者
●校内への車の乗り入れおよび駐車はできませんので、車での来校はご遠慮ください。

●保護者控え室を用意しています。

●校舎内は、一足制ですので上履きは必要ありません。

●試験開始後10分までであれば入室できますが、試験の時間延長はできません。

●試験当日、受験票を忘れたり紛失した場合は、受付でお申し出ください。

■新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス等に罹患した場合の対応
新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス等の流行性・伝染性の疾病に罹患し、受験当日までに治癒しない場合（隔離

期間等を含む）は、他の受験生への感染を防止するため受験を控えていただきます。

罹患した場合は、医師に相談の上、受験前日までに電話にてご連絡願います。（電話03－3920－5151）

その際には、別途試験日を設定し受験していただきます。（詳細はご連絡の際に説明いたします）

■不測の事態の対応について
⑴　受験前日までに大規模災害等が発生した場合

　�東京私立中学高等学校協会の判断に基づいた各校統一の対応を図ることになっております。不測事態の状況により通知方法が限

定されることが予想されますが、ラジオ放送（ニッポン放送 AM1242）、東京私立中学高等学校協会および本校のホームページ

にてご確認ください。

⑵　受験当日の交通機関の運休・遅延の場合

　①運休及び大幅な遅延の場合

　　�状況を確認のうえ対応を決定し、本校のホームページ（https://www.tjg.ac.jp/）にその対応内容を掲載いたしますのでご

確認ください。

　②一時遅延の場合

　　�受験時刻の繰り下げ等の対応を図りますので、電話にて状況とおよその学校到着時刻をご連絡ください。

　　（電話03－3920－5151）慌てず落ち着いてお越しください。

■個人情報保護について
本校の入試にあたってご提供いただきました個人情報は本校入試およびこれらに付随する業務以外の目的には使用いたしません。

■入試日時程
□午前入試

入
学
試
験
時
間
割

入試区分 2科 4科 英語特別 芸術・スポーツ・
特技・特別 適性検査型 課題解決型 帰国生

受付開始 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
集合 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

注意事項説明 8:35〜 8:35〜 8:35〜 8:35〜 8:35〜 8:35〜 8:35〜

1時間目 8:45〜9:35
（算数）

8:45〜9:35
（算数）

8:45〜9:35
（英語） 8:45〜9:30 8:45〜9:30

2時間目 9:45〜10:35
（国語）

9:45〜10:35
（国語） 9:35〜10:20 9:45〜10:35

3時間目 10:45〜11:35
（社会＋理科）

面接
2月13日／25日

のみ
10:45〜

2月13日／25日
のみ

11:45〜
9:35〜 8:45〜 8:45〜 10:45〜

□午後入試

入
学
試
験
時
間
割

入試区分 1科選択 2科 英語特別 芸術・スポーツ・
特技・特別 適性検査型 課題解決型 特待生

受付開始 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
集合 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55

注意事項説明 14:00〜 14:00〜 14:00〜 14:00〜 14:00〜 14:00〜

1時間目 14:10〜15:00
（国語又は算数）

14:10〜15:00
（算数）

14:10〜15:00
（英語） 14:10〜15:00

2時間目 15:10〜16:00
（国語） 15:10〜16:00

3時間目 16:10〜17:00

面接
2月13日／25日

のみ
16:10〜

15:10〜 14:10〜 14:10〜 17:10〜

Tokyo Joshi Gakuin 2023
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■入学料・学費納入金
□入学手続時納入費用

入学料
入学手続時納入金

入学金 220,000円
計　　320,000円

施設設備費 100,000円

□上記金額は令和5年度予定の金額です。

□上記の入学手続時納入金320,000円を指定銀行口座にお振り込みください。

□納入された、入学料は返金できません。一度提出された書類はお返しいたしません。

□入学までに必要なその他の費用

制服一式（冬）・通学カバン・エプロン
体操着・体育館履き・華道用具

約120,000円
計　　190,000円（概算）

タブレット購入費 約70,000円

□制服（夏）約27,500円、およびその他自由購入品は順次ご検討願います。

□入学後納入費用

学校納入金
（年額）

授 業 料 450,000円

計　　756,000円※

維 持 費 100,000円

実 習 費 10,000円

P T A 会 費
（生徒活動支援費、外部団体活動費等を含む）

26,000円

後 援 会 費 7,000円

生 徒 会 費 5,400円

旅 行 積 立 金 81,500円

副 教 材 費 75,000円

口座振替手数料 1,100円

□上記金額は令和4年度実績で、令和5年度変更する場合があります。

□上記年額（※）を10回に分割（約75,600円）し、5月以降毎月指定口座から引き落としいたします。

【補足事項】
・任意参加のセミナー、語学研修は別途自己負担となります。
・寄付金は任意となっております。

【子女姉妹優遇】
・本校卒業生の子女または妹及び在校生の妹は入学金半額免除。
・本校に入学する双子の姉妹（１名分）は入学金全額免除。

芸術・スポーツ・特技・特別入試　エントリーシート
◆郵送：１月10日（日）〜１月30日（土）消印有効
記入時の注意
◇必ず志願者本人が直筆で記入してください。（太枠内）
◇黒のボールペン（インクが消えないもの）を使用して記入してください。

ふりがな

学校記入欄
氏　　名

現在まで熱心に取り組んでいること

これから力を入れて取り組みたいこと

◇�上記の内容を証明する書類（証明書・賞状などのコピー）等がある場合は、同封してください。
　なお、提出していただいた書類は返却いたしません。
◇�上記の内容を踏まえて、面接の中で面接官からの質問ならびに自己 PRをしていただきます。

1月10日（火）〜1月30日（月）消印有効

なお、提出した書類は返却いたしません。
上記の内容を踏まえて、面接の中で面接官からの質問ならびに自己 PRをしてください。Tokyo Joshi Gakuin 2023
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課題解決型入試　プレゼンテーションシート
◆郵送：１月10日（日）〜１月30日（土）消印有効
記入時の注意
◇必ず志願者本人が直筆で記入してください。（太枠内）
◇黒のボールペン（インクが消えないもの）を使用して記入してください。

ふりがな

学校記入欄
氏　　名

□ SDGs（持続可能な17の目標） テーマ

□ 現在の社会的な課題 テーマ

□ ビブリオバトル（本の紹介、書評） 書籍名	 著者名

□ その他 テーマ

プレゼンテーションの流れとポイント

◇	上記の内容を踏まえて、面接の中で解決方法などの考えについてプレゼンテーションをしていただきます。

1月10日（火）〜1月30日（月）消印有効



■インターネット出願について
●平日・土日・祝日 24時間出願手続きができます。�

●インターネットに接続できる環境およびプリンターをご用意ください。
※ご自宅にインターネット環境が無い場合は学校窓口での入力が可能です。（要・連絡）
※ご自宅にプリンターがない場合、コンビニ等のでの印刷も可能です。

●各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払い方法が選べます。
※出願に際し、クレジットカード決済、コンビニ決済等の場合、手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

［インターネット出願手続きの流れ］

インターネット
出願サイト

●�出願期間になりましたら本校ホームページから出願サイトへパソコン・スマートフォ
ン・ダブレット端末のいずれかでアクセスしてください。（12/20から入力が可能です）

※帰国生は11/1から入力可能です。

➡

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。説明会の予約等ですでにメールアドレスをご登録済
みの方は、その IDを使用してください。

➡

顔写真データアップロード（任意）
●�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
ヶ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。

➡

入学選抜料の支払方法選択
●�入学選抜料のお支払いには「クレジットカード決済」「コンビニエンスストア支払い」
「金融機関 ATM（ペイジー）」がご利用いただけます。（お支払いには別途手数料が発
生します。）� �
受験料のお支払い後に確認メールが届きます。

払込番号確認

支払い完了メール確認

➡

受験票・受験票（控）印刷

●�受験料お支払い完了後、出願サイトのマイページから
受験票の取得が可能になります。ご自宅やコンビニ等
で A4サイズに印刷してください。出願時に顔写真をア
ップロードしなかった受験生は、印刷した受験票に顔
写真（縦4cm ×横3cm）を貼り付けてください。

➡

試験当日　受験票を持参 ●試験当日に受験票と受験票控を切り離して必ずお持ちください。
※帰国生の方は、出願手続書類に同封して受験票控を学校まで郵送してください。

手続きは以上になります。試験当日に受験票と受験票控を切り離して必ずお持ちください。
※受験票は本校から発送しませんので、必ず試験当日にお持ちください。

インターネット
出願ガイド

写真アップロード
手順

⑴クレジットカード ⑵コンビニエンスストア

⑶ペイジー

コンビニ支払い
を選択

クレジットカード
支払い

（オンライン決済）

金融機関
ATM（ペイジー）

を選択

金融機関
ATM（ペイジー）
で支払い

コンビニで
支払い

受験票コンビニ
印刷ガイド

■課題解決型入試について
自分で取り組んで、自分の答えを示してください。家族の人たちと一緒に考えても構いません（発表するのは、あなた
です）。面接官に理解される、納得される工夫や努力が必要です。当日、プレゼンテーションのために事前に準備したも
のを自由に使用してかまいません。
例　パワーポイントやプレゼンシート
（但し、本校でのパソコン等の機器は用意しません）

１．SDGs関連
　　�17の目標のどれに取り組んでみたいか、また複数の目標に関連づけて取り組むことも可能です。自分に何ができる

か、具体的に計画を立てて示してください。

２．社会問題への考察と具体的な解決策
　　�新聞、TV、インターネットで話題になっている社会問題について、自分の考えとその解決策を示してください。

３．ビブリオバトル（好きな本の書評）
　　�選んだ本の内容（あらすじ）、著者、読んだきっかけなどについて話してください。次に感想、自分が感動して他人

に勧めたい理由などを熱く語ってください。

４．その他（なんでも構いません）
　　�現在、自分が興味や関心をもっていることや、問題や困難と感じていることを示してください。そして、それらの

解決策（案）を話してください。


