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東京女学館中学校



令和４(２０２２)年度 一般学級入試概要
・面接は行いません。

試験日
第１回

２月１日(火)
午前

第２回
２月１日(火)

午後

第３回
２月２日(水)

午後

第４回
２月３日(木)

午前

募集人員 ３５名 ４０名 ３０名 ２５名

試験科目
試験時間
配点

国語 50分
100点

国語 50分
100点

国語 50分
100点

国語 50分
100点

算数 50分
100点

算数 50分
100点

算数 50分
100点

算数 50分
100点

社会 30分
50点

社会 30分
50点

理科 30分
50点

理科 30分
50点

※前年度からの変更点はありません

※詳細はホームページに掲載されている募集要項をご確認ください。



帰国生入試 一般生入試
試験日 令和３年１２月５日（日） 令和４年２月２日（水）午後
募集人員 １８名 ２０名

試験科目
試験時間
配点

①算数 30分・50点 国語 30分・50点 国語 50分・100点

②算数 30分・50点 英語 30分・50点 算数 50分・100点

受験科目は①または②の選択制、受験生本人のみ
面接（約５分）
※英語試験は英検準2級レベルの内容
※英検準2級を取得している場合は、希望により英
語の試験を免除。
（準2級40点・2級45点・準1級以上50点とする。）

２月２日一般学級午後入試と同
じ問題・同じ時間での試験です。
出願はどちらか一方のみ。
※面接は行いません。

※前年度からの変更点はありません
令和４(２０２２)年度 国際学級入試概要

※詳細はホームページに掲載されている募集要項をご確認ください。



令和３（２０２１）年度一般学級入試結果

第1回
2月1日
午前

第2回
2月1日
午後

第3回
2月2日
午後

第4回
2月3日
午前

募集人員 35 40 30 25
出願者数 108 440 420 280
受験者数 94 403 243 137
合格者数 36 206 100 70
実質倍率 2.6 2.0 2.4 2.0

出願者倍率 3.1 11.0 14.0 11.2



令和３（２０２１）年度一般学級入試結果
第1回
(2/1)

第2回
(2/1)

第3回
(2/2)

第4回
(2/3)

科目 国語算数理科社会国語算数国語算数国語算数理科社会

配点 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 50 50

受験者平均点 40.1 58.2 30.8 26.6 53.6 59.7 59.2 46.4 47.3 54.4 30.9 27.8 

合格者平均点 44.1 74.3 36.3 30.8 59.9 72.4 66.0 60.3 53.2 67.7 33.9 31.0 

合格者最低点 30 55 22 19 34 44 46 40 24 42 16 17

合格者最低合計点 168/300 113/200 111/ 200 161/300

合格ライン得点率 56.0% 56.5% 55.5% 53.7%
※科目ごとの足切りはしません。得意科目でしっかり得点を。



帰国生 一般生
１２月６日 １１月２８日 ２月２日

国・算 英・算 コロナ対応
オンライン特別 ２科

募集人員 18 若干名 20
出願者数 23 48 11 62
受験者数 22 47 11 49
合格者数 17 35 4 25
実質倍率 1.3 1.3 2.8 2.0
出願者倍率 3.9 3.1

令和３(２０２１）年度国際学級入試結果



１２月６日帰国生 ２月２日一般生
２科選択 ２科

科目 国語 算数 英語 算数 国語 算数
配点 50 50 50 50 100 100

受験者平均点 33.5 33.7 ― 27.7 56.5 44.4 
合格者平均点 36.3 37.6 ― 33.6 64.0 56.4 
合格者最低点 29 29 ― 19 48 37

合格者最低合計点 61 / 100 64 / 100 99 / 200
合格ライン得点率 61% 64% 49.5%

※科目ごとの足切りはありません。

令和３（２０２１）年度国際学級入試結果



令和４年度入試
～午後入試について～

第２回２月１日（火）
第３回２月２日（水）
（国語５０分１００点・算数５０分１００点）

集合１５：００、開始１５：２０です。

（開始に間に合わない場合、１時間後以内まで受験可能。
その場合１６：１０受付終了、１６：２０開始。）

午後入試



令和４年度入試
～出願について～

出願 手続きはオンライン （miraicompassにて）
受験料 １回の出願で ¥25,000

２回の出願で＋¥5,000 ¥30,000  
３回の出願で＋¥5,000 ¥35,000
４回の出願で＋¥5,000 ¥40,000

※複数回出願の場合受験料が割引
追加出願でも適用されます。(帰国生入試は対象外）
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・繰り上げ合格について
手続き締め切り後、２月５日（土）１３：００から、
お電話で連絡いたします。
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令和４年度入試
～補足事項～

・入学金の返金について
入学辞退届が期限までに提出された場合は、
入学金290,000円を全額返金いたします。
（※振込手数料を差し引いた金額）



インターネット出願の手順

令和３年入試説明会 東京女学館中学校



生徒募集要項・インターネット出願サイトの使い方
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生徒募集要項 インターネット出願サイトの使い方



出願日程

〇一般入試 １月１０日から開始
締切：
第１回と第２回は前日午後１１時半
第３回と第４回は試験当日午前６時



インターネット出願手続き全体のイメージ（一般入試）
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出願サイトヘのアクセス方法
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出願開始（1月10日）が
近づいたら、この位置に
「インターネット出願は
こちら」というボタンが
表示されます

またはトップページの下
のバナーからも出願サイ
トへアクセスできます



登録したメールアドレスと
パスワードでログイン



双子の場合は

志願者の名前が表
示されます
ここをクリックし
て出願開始



写真を登録する場合は、ここを
クリック（任意）

顔写真を登録すると、自動で
写真票に印刷されます。
一度登録すれば他のミライコ
ンパスの出願で同じ写真が利
用できます。



出願手続きを開始する場合は
ここをクリック



帰国生入試か
一般入試かを選択
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志願者のデータを入力
基本情報に加えて以下の入力も必須です
・自宅から本校への通学時間
・５年生の欠席日数
・６年生の12月までの欠席日数

保護者のデータを入力

試験選択画面へ



2月2日午後は、一般学級か
国際学級の一方を選択

試験日を選択



試験日と学級を選び、
選択を押して決定



受験する回を追加できます



お支払い画面へ進む

お支払方法選択して、
確認画面へ



クレジットカード決済
の場合は、カード情報
を入力する



志願者情報に誤りがないかを確認し、
チェックボックスに☑

上記内容で申し込むをクリック



クレジットカード払いの場合には、
送信完了で出願申込および決済が完了

ヤカタエイコ さん



30

コンビニ支払いまたはペイジーの場合は、
送信完了後支払い手続きをしてください



入金完了後マイページで
『受験票』をクリック



「受験票」表示をクリック
examTicket__***のpdfが
ダウンロードされます



顔写真を登録して
ない方は
4cm×3cmの写真
を貼り当日持参

写真登録
した場合
はここに
表示

このシート
は、受験回
数分発行さ
れます

当日持参してください
お渡しする名札ケースに
入れて胸に付けます

こ
ち
ら
は
切
り
離
し
て

郵
送
し
て
く
だ
さ
い

(火) (火)

受験番号

栄子 栄子

エイコエイコ

館
栄
子



成績通知表コピー送付用シートは、
受験回数分発行されます。
受験するすべての回のシートを
通知表コピー（１部）と同封し、
郵送してください。

通知表は、小学校６年時の１・２学期の成績と出欠の記録が
記載されているもので、小学校名が記されているページを
含めすべての面をＡ４用紙両面でコピーしてください。
※詳細は募集要項をご確認ください。

館栄子



郵送の際は、募集要項p.8
「宛名シート」をご利用
下さい。
１月２７日消印有効です。
それ以降は、受験当日に
ご持参ください。



合否照会
合格照会サイトのURLは
受験票と出願後送られてくる出願
確認メールに記されています。

合否照会サイトの
ログインIDは受験番号
パスワードは生年月日（8桁）
です。



出願ついてよくある質問

Q: 複数回出願する際に通知表のコピーはそれぞれ必要ですか。
A: いいえ。１通のみご送付ください。成績通知表コピー送付
用シートは、受験回数分を全て同封してください。
追加で出願する場合も通知表コピーは１通で結構です。その
場合送付用シートは試験当日にご提出ください。

Q: 小学校が２期制だが、提出する成績通知表のコピーは前期
のものだけでよいですか。

A: はい。前期の通知表のみで結構です。
ただし、１２月末までの出欠の記録を手書きで書き加えてく
ださい。小学校からの証明書は必要ありません。



出願ついてよくある質問

Q：通っている小学校では通知表を発行していないが、
どうしたらよいか。

A: 「東京私立中高協会 標準様式の報告書」をダウン
ロードし、担任の先生に記載していただいて下さい。
（記入できない項目については斜線で構いませ
ん。）または小学校独自の在学証明書等でも構いま
せん。いずれの場合も、５年生と６年生の１２月末
までの出欠の記録については、必ず記載していただ
くようお願いします。



「報告書」 ※「東京私立中高協会 標準様式」で検索

このファイル(エクセル)を
ダウンロード
A4サイズでプリントアウト
してください



通知表が発行されない場合に、
この報告書をダウンロードし
て担任の先生に記入しても
らってください。
記入できない項目は斜線で構
いません。

小学校から成績入りの在学証
明書が発行される場合にはそ
ちらでも結構です。

5年生と、6年生の12月末までの欠席日数は
必ず記載してもらってください。

東京私立中高協会 標準様式 「報告書」
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