
第 １ 回 入 試 第 ２ 回 入 試 第 ３ 回 入 試

４教科または２教科筆記試験の合計得点で判定。

第１回Ａ・Ｂ入試　平成31年2月2日（土） 9：00～ 16：30
第２回Ａ・Ｂ入試　平成31年2月3日（日） 9：00～ 16：30
第３回多面的入試　平成31年2月5日（火） 9：00～ 16：30
受験票をご持参の上、王子キャンパス本館１階受付にて「合格書類」をお受け取りください。

完　納　者 「クレジットカード支払い」「コンビニエンスストア支払い」「ペイジー支払い」（金融機
関ＡＴＭ）にて、校納金４４０，０００円をお支払いください。

「クレジットカード支払い」「コンビニエンスストア支払い」「ペイジー支払い」（金融機関
ＡＴＭ）にて、入学金２６０，０００円をお支払いください。
残りの納付金は、平成３1年２月１０日（日）１２：００までにお支払いください。

延　納　者

合格書類受取後～平成３１年２月４日（月）
１2：００まで

合格書類に含まれる「入学手続きのしおり」を参照の上、手続きを行ってください。

平成31年２月5日（火）  9：00
       　 ～2月6日（水）１2：００まで

平成３1年１月１０日（木）９：００～２月３日（日）２３：５９

「クレジットカード支払い」「コンビニエンスストア支払い」「ペイジー（金融機関ＡＴＭ）支払い」を選択。
初回25,000円。
初回出願時に、複数回受験を同時一括出願する場合は、25,000円（初回分）＋（5,000円×初回を除く受験回数）
追加出願した場合は、各回10,000円となります。
※受験料の支払いにはそのつど所定の手数料がかかりますので、ご了承ください。
※支払完了後は、入力内容の訂正ができませんので、十分確認の上で手続きしてください。

王子キャンパス本館
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペン）、プレゼンテーション資料（第 3回多面的入試のみ）、
印刷した「受験票」と写真を貼った「受験票（学校控）」　　※定規、コンパス、上履き不要

平成31年1月10日（木）  9：00
　　　 ～1月30日（水）23：59

平成３１年２月１日（金） 平成３１年２月２日（土） 平成３１年２月５日（火）

9：00 ～17：00 ～ 21：00 ～ 17：00 ～ 21：00 ～

平成31年1月10日（木）  9：00
　　  　～2月 1日（金）23：59

平成31年1月10日（木）  9：00
           ～2月 3 日（日）23：59

平成３０年１2月20日（木）９：００～平成３1年２月３日（日）２３：５９
本校ホームページの出願サイトにアクセスし、画面の指示にしたがい、出願に必要な情報を登録してください。

２教科合計得点とパフォーマンス評価の総合判定。

募　集　人　員

試　　験　　日

集　合　時　間

Ａ入試 Ｂ入試 Ａ入試 Ｂ入試 多面的入試

男・女 25 名 男・女 25 名 男・女 20 名 男・女 15 名 男・女 5 名

8：40 14：40 8：40 14：40 14：40

平成３1年２月４日（月）平成３1年２月２日（土）平成３1年２月１日（金）

選　考　方　法

志願者情報の
登　　　　　録

受　　験　　料

出　願　期　間

合　格　発　表
専 用 サ イ ト

試　験　会　場
持参するもの

合　格　書　類
受　取　期　間

入　学　手　続

試　験　科　目
試　験　時　間
配　　　　　点

国語
算数
社会
理科

４教科 320点満点

50分
50分
30分
30分

100点
100点
60点
60点

国語
算数

２教科 200点満点

50分
50分

100点
100点

国語
算数
社会
理科

４教科 320点満点

50分
50分
30分
30分

100点
100点
60点
60点

国語
算数

２教科 200点満点

50分
50分

国語
英語（リスニング含む）
算数
マイ・プレゼン
テーション
２教科70点換算＋プレゼン30点 100点満点

50分
50分
50分
10分
 

100点
100点
100点
パフォーマンス
評価

（選択）

（必須）

（必須）

100点
100点 }

生 徒 募 集 要 項平成３1年度（２０１9年入学）

入　試　区　分

受験料支払い期間



試験当日について

多面的入試について

　基礎学力の他、プレゼンテーションによって受験生の創造力、思考力、表現力、対話力などを多面的・総合的に評価する。

＜マイ・プレゼンテーション＞
　小学校で取り組んだ学習や学校内外のさまざまな活動・体験、得意なこと、自慢できることを発表内容にしてことばで

アピールし、その後の面接官の質問に答えて対話するものです。

　例えば、学校で取り組んだ調べ学習、理科や科学研究、夏休みの自由研究。コンクールやコンテストに発表した作品・展

示物。各種の検定・取得した資格。長年にわたり携わってきた芸術・スポーツ分野の成果。ボランティア・社会貢献活動。自治

体の派遣による海外視察。海外の生活体験。英語スピーチ。将来の夢・将来設計など。

＊アピールに必要な作品や資料は試験当日に自由に持ち込んでプレゼンができます。

＊Ｗｅｂ出願の際にプレゼン内容・テーマの入力が必要です。

　合否の判定は、「算数・国語」または「算数・英語」の２教科合計点２００点を７０点に換算し、「マイ・プレゼンテーション」は

パフォーマンス評価（ルーブリック評価）を用いて３０点とし、合計１００点満点で判定する。　

＜一般入試＞
平成３1年２月１日（金） 平成３１年２月２日（土）

７：４０ ７：４０

平成31年2月4日（月）

多面的入試（午後）

１２：００

１４：４０

１４：５０

Ｂ入試（午後）Ａ入試（午前）Ｂ入試（午後）Ａ入試（午前）

１４：４０

１４：５０

８：４０

８：５０

１４：４０

１４：５０

８：４０

８：５０

本　館　開　門

集　合　時　間

受験上の諸注意

国　　　語
算　　　数
社　　　会
理　　　科
国語・英語
プレゼン

9：00～ 9：50
10：05～ 10：55
11：10～ 11：40
11：55～ 12：25

15：00～ 15：50
16：05～ 16：55

9：00～ 9：50
10：05～ 10：55
11：10～ 11：40
11：55～ 12：25

15：00～ 15：50
16：05～ 16：55 16：05～16：55

15：00～15：50
17：05

＜帰国入試＞
第１回帰国生入試

平成３０年１２月２日（日）

７：４０　王子キャンパス本館開門

８：４０　王子キャンパス本館集合

８：５０　受験上の注意

英　　  　　語　　　 9 ：00～ 9 ：50（50分）
算　　  　　数　　　10：05～ 10：55（50分）
作　　  　　文　　　11：00～
面接（英語・日本語）　　　11：00～

英　　  　　語　　　15：00～ 15：50（50分）
算数または国語　　　16：05～ 16：55（50分）
面接（英語・日本語）　　　17：05～ 

第２回帰国生入試

平成３１年２月４日（月）

１２：００　王子キャンパス本館開門

１４：４０　王子キャンパス本館集合

１４：５０　受験上の注意



各入試区分において、成績優秀者に対して以下の特待奨学生の資格を与えます。

Ａ：一ヵ年特待（入学金・施設費・初年度の授業料免除）
　第１回、第２回のＡ（午前４科目）、Ｂ（午後２科目）入試の合計得点順位が１位

　第１回、第２回のＡ（午前４科目）、Ｂ（午後２科目）入試の合計得点率が85％以上

　第３回多面的入試の合計得点順位が１位

Ｂ：入学金特待（入学金・施設費の免除）
　第１回、第２回のＡ（午前４科目）、Ｂ（午後２科目）入試の合計得点順位が２位

　第１回、第２回のＡ（午前４科目）、Ｂ（午後２科目）入試の合計得点率が80％以上

　＊該当者は、合格発表の際に合格証書とともに特待奨学生証書を同封します。入学手続き時は、上表の生徒会入会金、

　　飛鳥会（PTA）入会金、後援会入会金の合計４０，０００円のみとなります。

　＊授業料免除の特待奨学生は、入学後も１年ごとに成績により更新（新規も含む）します。

＜その他の費用＞
■制定品（制服、鞄、シューズ、体操着等）
■諸費用（模擬試験代、教材費等）
■副読本費用（資料集、問題集、英語辞書）
■スクールステイ費（１泊1,500 円×約15泊、リネン費１週550 円）
■給食費（中学１年のみ約１２５食）

特待奨学生について

260,000円

140,000円

10,000円

15,000円

15,000円

440,000円

50,000円

入学手続時の納付金 入学後の納付金（月額）

入       学       金

施       設       費

生  徒  会  入  会  金

飛鳥会（PTA）入会金

後  援  会  入  会  金

合　　　　計

寄付金（任意）一口

37,000円

8,000円

500円

1,300円

1,600円

48,400円

7,500円

授       業      料

維       持      費

生    徒    会    費

飛 鳥 会（ P TA ）費

後    援    会    費

合     計

旅 行 積 立 金
三年間に行なわれるすべての旅行的行事（赤門遠足、鎌倉遠足、
サマースクール、ウインタースクール、沖縄修学旅行及び卒業ア
ルバムの費用です。）

学費等について

以下は、平成３０年度の学校納付金およびその他の費用です。３１年度は入学後の納付金の一部を改訂する予定です。

}

約１１万～１３万円

約４.３万円

約２.６万円

約１０万円



 筆記試験上の注意

貼付写真について

顔写真をアップロードまたは、受験票（学校控）を印刷後に、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真を貼付して

もよい。

●デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影も可能です。

●正面・上半身・脱帽・背景のないもので撮影。

●試験当日に眼鏡を着用の場合は、眼鏡を着用して撮影。

●カラー、モノクロは一切問いません。

●写真の大きさは、ヨコ3cm、タテ4cmです。

＜不適切な写真の例＞
　×　目が隠れているか前髪で目を覆っている。

　×　眼鏡で反射している。

　×　被写体が小さすぎる。

　×　ピントが合っていない、画質が粗すぎる。

以下に例示した行為をすると、不正行為となることがあります。不正行為となった場合、それ以降の受験はできません。

また、すでに受験した教科の全ての得点が無効となります。

①カンニング（カンニングペーパー・教科書・ノート・参考書・問題集、他の受験生の答案を見ることなどをすること。

②使用を禁じられた用具を使って問題を解くこと。または、試験時間中に筆記用具などを受験生同士で貸し借りをする  

　こと。

③「試験開始」の指示の前に問題を解いたり、解答を始めたりすること。

④「試験終了」の指示に従わず、筆記用具を持っていたり、解答を続けたりすること。

⑤試験時間内に他人に答えを教えるなどして、他の受験者に対して利する行為をすること（後方や左右の受験生に解答

　用紙を見えるようにすることや、また試験問題や解答用紙を机上に立てることなどもこれに相当します）。

⑥試験時間内に携帯電話や他の通信機器を身に付けていること。（携帯電話は電源を切り、カバンにしまっておいてく

　ださい。

⑦試験会場内に携帯電話や時計の音（着信、アラーム、振動など）を鳴らすこと。

⑧試験会場内において、他の受験生の迷惑となる行為をすること。（試験中に声をあげる。左右・後方をみる。振動を

　起こす。アイコンタクトやジェスチャーをするといった行為もこれに相当します。） 

⑨試験会場において、試験監督者の指示にしたがわないこと。



印刷書類について

出願サイトから志願者が情報を入力し、受験料の支払いが済むと受験番号が自動印字されて下記のような受験票等の印刷画面が出てきます。
自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。

＊印刷後、受験票、受験票 (学校控) 、宛名票 (帰国入試志願者のみ）を切り離してください。
＊受験票 (Ｂ票）には写真(白黒またはカラー）を貼付してください。
＊一般受験の方は、受験票と受験票（学校控）は切り離して、試験当日にお持ちください。
＊帰国入試志願者は、市販の角２封筒 (A4サイズ 24×33.2ｃｍ）の表面に宛名票 (Ｃ票）を貼り、封筒の中に以下の書類を入れて
　ください。
□受験票 (学校控）
□成績証明書または通知表の写し
□海外帰国生徒としての略歴書
＊上記書類は「簡易書留」で郵送（必着）するか、王子キャンパス本館１階受付窓口に提出してください。 
＊帰国入試受験の方は、受験票のみを試験当日にお持ちください。

2019年度
順天中学校

３００１ ３００１

受験票
A
受験番号

試験日

順天中学校　　　　　　　　御中
東京都　　北区　　　　　　  王子本町 1 ー 17 ー 13

〒114ー 0022

〇集合時間　　〇〇時〇〇分

　国　語　　 9 ：00 ～ 9 ：50
　算　数　　10：05 ～ 10：55
　社　会　　11：10 ～ 11：40  
　理　科　　11：55 ～ 12：25

〇持参するもの
　1）受験票・受験票（学校控） 
　2）筆記用具（鉛筆・消しゴム）

試験名
2月2日（土） 第２回入試（A入試）

フリガナ
氏名

2019年度
順天中学校

受験票（学校控）

受験番号

試験日

本票は写真を貼付し（もしくは写真アップロード）、
事前に切り取り線より切り取り、必ず試験当日に持
参してください。なお、帰国入試の方は事前に出願
手続書類の中に入れてください。

試験名
2月2日（土） 第２回入試（A入試）

フリガナ
氏名

写真貼付

正面上半身脱帽
ヨコ3ｃｍ
タテ４ｃｍ

氏名 184000000受験番号 ７００１

【提出書類について】簡易書留　11月30日（金）郵送必着または窓口持参　※A4サイズ封筒をご用意ください。
［窓口］平日9：00～16：30　土曜9：00～12：00
□受験票（学校控）　　
□成績証明書または通知表の写し　□海外帰国生徒としての略歴書        

簡易書留 出願手続書類在中

B

C

〈 

キ
リ
ト
リ
線 

〉

〈 キリトリ線 〉

※注意　以下の宛名票は、海外帰国子女入試受験者のみ印刷します

582268 5000004


