
 

 

  

  白梅学園清修中学校 

受験ガイド 2022 

■入学志願者（受験者）に対する個人情報の取り扱いについて 

白梅学園清修中学校では、入学志願者（受験者）より入手した個人情報に関する取り扱いを以下の通りとします。  

内容をご理解の上、出願手続きをしてください。 

① 出願書類ならびに入学試験により本校が知り得た個人情報は、本校入学試験から入学手続きまでの一連の業務のみに使用します。 

なお、入学手続き者の個人情報（住所・氏名・電話番号等）は本校が事務連絡等を行う際に使用することがあります。 

②本校において統計処理を行った個人を特定できない統計情報は、東京都、教育情報関連企業等の各種統計資料向けに提供するほか、

本校の学校案内やホームページ、その他受験情報誌等で次年度以降の受験生向け情報として開示します。 

③入学志願者（受験者）に対する個人情報の取り扱いに関して不明な点がある場合には、白梅学園清修中学校までお問い合わせください。 
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試験日 2月2日（水） 2月3日（木） 2月4日（金） 2月6日（日）

午前 午後

2科・4科入試 2科選択入試 2科選択入試 2科入試 2科入試 2科選択入試

25名※ 10名※ 5名 5名 5名 5名

出願期間

受  験  料

国語・算数　各100点 国語・算数・理科・社会 国語・算数・理科・社会・英語 国語・算数・理科・社会

理科・社会　各  50点 各100点 各100点 各100点

2科は200点満点 （理社の組み合わせを除く） （理社の組み合わせを除く） （理社の組み合わせを除く）

4科は300点満点 200点満点 200点満点 200点満点

【集合時刻】 8時30分 【集合時刻】 15時00分 【集合時刻】 8時30分 【集合時刻】 9時30分 【集合時刻】 9時30分 【集合時刻】 9時30分

【試験終了時刻】
　　　　2科10時35分

【試験終了時刻】
　　　　　　　17時05分

【試験終了時刻】
　　　　　　　10時35分

【試験終了時刻】
　　　　　　　11時35分

【試験終了時刻】
　　　　　　　11時35分

【試験終了時刻】
　　　　　　　11時35分

　　　　4科11時40分

国語
8時40分～9時30分

1教科目
15時10分～16時00分

1教科目
8時40分～9時30分

国語
9時40分～10時30分

国語
9時40分～10時30分

1教科目
9時40分～10時30分

算数
9時45分～10時35分

2教科目
16時15分～17時05分

2教科目
9時45分～10時35分

算数
10時45分～11時35分

算数
10時45分～11時35分

2教科目
10時45分～11時35分

理科・社会
10時50分～11時40分

合格発表 試験当日18時 試験当日21時 試験当日16時 試験当日15時 試験当日15時 試験当日15時

［インターネット発表］ 翌日正午まで 翌日正午まで 翌日正午まで 翌日正午まで 翌日正午まで 翌日正午まで

特待生選抜

合格者判定方法
2科・4科入試 ①　受験生全体から2科（国語・算数）で合格者を選抜

②　①で選抜されなかった4科生で、残りの合格者を選抜

複数回受験した場合

それまでに受けた各教科の最もよい得点を判断材料とします。

2科・4科・2科選択入試

2月1日（火）

試験名

第1回
第2回 第4回 第5回

募集人数
※印は他の入試タイプとの合計募集人数です。

出願資格
①2022（令和4）年3月に小学校を卒業見込みの女子

②大学進学の意志を持っており、中高一貫教育を望む女子

第3回

2022（令和4）年1月10日（月・祝）～2月1日の入試は1月30日（日）23時59分締切、その他は試験前日の23時59分締切

22,000円（複数回同時出願の場合の受験料は22,000円です。一度納入された受験料は返金いたしません。）

出願方法

インターネット出願

試験科目

国語・算数　各100点 国語・算数　各100点

200点満点 200点満点

受験料の他に、インターネット出願の手数料がかかります。受験希望日の選択の際には、受験の可能性のある回をすべてクリックしてください。
※詳しくは5ページ「インターネット出願について」をご参照ください。

全日程で実施　　特待の種類【Ｓ特待】1年次の授業料全額支給　　【Ａ特待】1年次の授業料半額支給
※毎年度末に次年度の特待生を選考します。

入学手続

締切：2月8日（火）正午　　　平日は9時～16時/土・日は9時～正午

時　　程

［条件］公立中高一貫校の受験票コピーを試験当日または2月8日（火）正午までに受付へ提出してください。

＊公立中高一貫校との併願の場合は、2月12日（土）15時まで入学手続きを延期できます。

入学手続き金納入後の入学辞退者への入学金返金はいたしません。

期間内に納入されないときは、入学を辞退したものとさせていただきます。

入学手続き金納入、入学手続きに必要な書類の提出をもって入学手続きといたします。

  

募集要項／出願について 
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英語入試

試験日

午前 午後

英語入試 英語入試

25名※ 10名※

出願期間

受  験  料

筆記　100点 筆記　100点

面接　  50点 面接　  50点

150点満点 150点満点

【集合時刻】8時30分 【集合時刻】15時00分

筆記　　8時40分～9時30分 筆記　15時10分～16時00分

面接　　9時45分～（一人約15分）　  面接　16時15分～（一人約15分）　  

合格発表 試験当日18時 試験当日21時

［インターネット発表］ 翌日正午まで 翌日正午まで

時　　程

【英特】4年次海外研修旅費（全員参加期間分）支給候補者

入学手続

締切：2月8日（火）正午　　　平日は9時～16時/土・日は9時～正午

2月1日（火）

試験名

第1回

募集人数
※印は他の入試タイプとの合計募集人数です。

出願資格
①2022（令和4）年3月に小学校を卒業見込みの女子

②大学進学の意志を持っており、中高一貫教育を望む女子

受験料の他に、インターネット出願の手数料がかかります。

受験希望日の選択の際には、受験の可能性のある回をすべてクリックしてください。
※詳しくは5ページ「インターネット出願について」をご参照ください。

[条件]公立中高一貫校の受験票コピーを試験当日または2月8日（火）正午までに受付へ提出してください。

＊公立中高一貫校との併願の場合は、2月12日（土）15時まで入学手続きを延期できます。

入学手続き金納入後の入学辞退者への入学金返金はいたしません。

期間内に納入されないときは、入学を辞退したものとさせていただきます。

入学手続き金納入、入学手続きに必要な書類の提出をもって入学手続きといたします。

2022（令和4）年1月10日（月・祝）～1月30日（日）23時59分締切

22,000円（複数回同時出願の場合の受験料は22,000円です。一度納入された受験料は返金いたしません。）

出願方法

インターネット出願

特待生選抜

全日程で実施　　特待の種類【Ｓ特待】1年次の授業料全額支給　　【Ａ特待】1年次の授業料半額支給
※毎年度末に次年度の特待生を選考します。

試験科目
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適性検査型入試

試験日 2月1日（火） 2月11日（金・祝）

第1回午前 第6回

適性検査型入試 適性検査型入試

25名※ 5名

受  験  料

適性検査型Ⅰ型・Ⅱ型　各100点 適性検査型Ⅰ型・Ⅱ型　各100点

200点満点 200点満点

【集合時刻】　　  8時30分 【集合時刻】　　  9時30分

【試験終了時刻】10時30分 【試験終了時刻】11時30分

Ⅰ　8時45分～9時30分 Ⅰ　  9時45分～10時30分

Ⅱ　9時45分～10時30分 Ⅱ　10時45分～11時30分

合格発表 試験当日21時 試験当日15時

［インターネット発表］ 翌日正午まで 翌日正午まで

特待生選抜

締切：2月8日（火）正午 締切：2月12日（土）15時

試験名

募集人数
※印は他の入試タイプとの合計募集人数です。

出願資格
①2022（令和4）年3月に小学校を卒業見込みの女子

②大学進学の意志を持っており、中高一貫教育を望む女子

出願期間
2022（令和4）年1月10日（月・祝）～2月1日の入試は1月30日（日）23時59分締切

その他は試験前日の23時59分締切

試験科目

22,000円（複数回同時出願の場合の受験料は22,000円です。一度納入された受験料は返金いたしません。）

出願方法

インターネット出願

受験料の他に、インターネット出願の手数料がかかります。

受験希望日の選択の際には、受験の可能性のある回をすべてクリックしてください。
※詳しくは5ページ「インターネット出願について」をご参照ください。

全日程で実施　　特待の種類【Ｓ特待】1年次の授業料全額支給　　【Ａ特待】1年次の授業料半額支給
※毎年度末に次年度の特待生を選考します。

時　　程

入学手続

平日は9時～16時/土・日は9時～正午

[条件]公立中高一貫校の受験票コピーを試験当日または2月8日（火）正午までに受付へ提出してください。

＊公立中高一貫校との併願の場合は、2月12日（土）15時まで入学手続きを延期できます。

入学手続き金納入後の入学辞退者への入学金返金はいたしません。

期間内に納入されないときは、入学を辞退したものとさせていただきます。

入学金等納入、入学手続きに必要な書類の提出をもって入学手続きといたします。
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自己表現力入試

試験日 2月1日（火）

第1回午後

自己表現力入試

募集人数 10名（他の入試タイプとの合計募集人数）

①2022（令和4）年3月に小学校を卒業見込みの女子

②大学進学の意志を持っており、中高一貫教育を望む女子

出願期間 2022（令和4）年1月10日（月・祝）～1月30日（日）23時59分締切

受  験  料 22,000円（複数回同時出願の場合の受験料は22,000円です。一度納入された受験料は返金いたしません。）

インターネット出願

国語・算数の基礎学力　50点

プレゼンテーション・面接　50点

100点満点

【集合時刻】15時00分

基礎学力テスト（国語・算数）　15時10分～15時40分

プレゼンテーション・面接　　  　15時55分～　（一人約15分）

合格発表 試験当日21時

［インターネット発表］ 翌日正午まで

締切：2月8日（火）正午　　　平日は9時～16時/土・日は9時～正午

入学手続き金納入、入学手続きに必要な書類の提出をもって入学手続きといたします。

期間内に納入されないときは、入学を辞退したものとさせていただきます。

入学手続き金納入後の入学辞退者への入学金返金はいたしません。

＊公立中高一貫校との併願の場合は、2月12日（土）15時まで入学手続きを延期できます。

[条件]公立中高一貫校の受験票コピーを試験当日または2月8日（火）正午までに受付へ提出してください。

受験料の他に、インターネット出願の手数料がかかります。

受験希望日の選択の際には、受験の可能性のある回をすべてクリックしてください。
※詳しくは5ページ「インターネット出願について」をご参照ください。

入学手続

試験名

出願資格

出願方法

試験科目

時　　程
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●インターネットに接続できる環境及びプリンターをご用意ください。 

●平日・土日・祝日の 24 時間いつでも出願手続きが可能です。 

●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方法が選べます。 

●インターネット環境が無い場合は、白梅学園清修中学校（TEL：042-346-5129）までご相談ください。 

 

■出願の流れ 

 

  

１．出願サイトへアクセス 

３．ログイン・出願情報入力 

４．受験料の支払い方法選択 

５．受験票印刷 

２．ID(メールアドレス)登録 

受験票は、試験当日に必ず学校に持参してください。 

本校ホームページの出願サイトへアクセスしてください。 

緊急時にもすぐにご確認いただけるメールアドレスを ID として登録

してください。 

すでに「miraicompass 共通 ID」をお持ちの方、または本校説明

会等の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

の ID をご利用ください。 

ID・パスワードを使ってログインしていただき、マイページから出願

者情報を入力してください。 

クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応の金融機関

ATM がご利用いただけます。お支払いには手数料が発生します

のでご注意ください。 

受験料のお支払い後、支払い完了メールが届き次第、出願サイ

トのマイページから受験票を A4 サイズの白紙に印刷してくださ

い。顔写真をアップロードできない場合は写真（縦４cm×横３

cm）を貼付の上、ご持参ください。複数回受験の場合も、印刷は

１枚で構いません。 

インターネット出願について 
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■受験生への注意事項 

①受験票と上履き、外履きを入れる袋をお持ちください。 

②集合時間までに試験会場に集合してください。 

③試験中は、鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、15～20 ㎝の定規のみ使用できます。 

④携帯電話は、電源を切り、かばんの中にしまってください。 

⑤自己表現力入試の受験生は、別途ホームページ記載の注意事項を確認してください。 

■付添者への注意事項 

①付添者は、控え室でお待ちください。 

②お車での来校は、ご遠慮ください。 

■検定資格の優遇 

入試形態 
英検 3 級・TOEFL Primary 212 点以上・

TOEFL Junior 645 点以上 英検 4 級／漢検 5 級／数検 6 級 

4 科 15 点 10 点 

2 科/2 科選択/適性検査型／帰国生（2 科） 10 点 5 点 

自己表現力／英語／帰国生（英語） 5 点 5 点 

 
※複数の資格がある場合には、上表の点数の中で最も高い点数のみ入試合計点に加点し合格判定します。 

※試験日当日に合格証コピー（A4 サイズ用紙）を提出してください。 

※上表の級より上位の級に合格している場合はお申し出ください。 

※検定資格の優遇については、一般合格のみ（特待生のための判定は除く）で適用します。 

※優遇の対象となる検定は以下の通りです。 
 
●英検…実用英語技能検定試験／●漢検…日本漢字能力検定／●数検…実用数学技能検定／ 
●TOEFL Primary / Junior 

 

■入学手続きに関する注意事項 

①入学手続き納入金は以下の方法でお願いします。 

・銀行窓口振込 

・銀行 ATM 振込（ネットバンキングを含む） 

・学校窓口持参 

②入学手続き納入金の振り込み時、身分証の提示を求められることがあります。 

③入学手続き納入金を銀行からお振り込みいただいても、手続き書類を提出いただかなければ手続き 

完了となりませんのでご注意ください。 

④提出された書類は原則としてお返ししません。 

⑤一度納入された入学金はお返ししません。 

 

■お願い 

遠隔授業を行うことがあります。ご家庭で Wi‐Fi 環境の整備をお願いいたします。  

受験生への注意事項 
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■入学初年度にお支払いいただく費用 

学費 

初年度学納金合計 920,000 円 

① 入学金 230,000 円 

② 年間学費（四期分納） 690,000 円 

内訳 

授業料 440,000 円  

教育充実費 150,000 円 

施設費（第一期に全額納入） 100,000 円 

その他（四期分納） 

PTA 会費 
（12,600 円のうち入会金として 3,000 円は入学手続き時納入） 

12,600 円 

積立金 
（海外研修・国内研修・英語宿泊研修、校外学習、副教材費等） 

208,000 円 

※学納金につきましては、入学後の経済状況の変化により改定されることがあります。 
 
■制服、学用品代 
約 160,000 円（税込、令和 3 年度実績） 

 

■特待制度 
本校では高い学習意欲を持ち、学生生活において他の模範となる生徒を賞し、より高い目標に向かっての

学生生活を奨励する目的で特待生を設定します。なお、高校一貫部に進学した際には、国の就学支援金

および東京都の授業料軽減助成金を優先して適用します。入学後の特待生については、学業成績、生活

態度等から総合的に判断して１年ごとに見直しを行います。 また、進級時に審査を行い、その年度におい

て努力した生徒は新たに特待生として認定します。 

（１）入学時の特待制度の内容は以下をご参照ください。  

Ｓランク…令和 4 年度授業料支給率 100％  

Ａランク…令和 4 年度授業料支給率  50％ 

英特  …英語入試のみ対象。4 年次海外研修旅費（全員参加期間分）支給候補者。（但し、期間 

延長分の旅費、燃油サーチャージ、保険料は除く） 

※中学 3 年間の英語評定、全教科評定平均の基準あり。 

（２）対象者への連絡につきましては、出願サイトにてお知らせいたします。 

 

■高等学校について 
白梅学園清修中学校入学者は、一定の基準を満たすことにより、白梅学園高等学校清修中高一貫部に

進学します。 

学納金について 



 

 

■路 線 図 

■周 辺 図 


