
2022年度生徒募集要項 

※2021年度小学6年生向け入試の入試要項 

入試 

方式 
A方式入試 英語Ⅰ入試 Ｂ方式入試  英語Ⅱ入試 

 課題図書 

プレゼン入試 

募集 

人員 

ディベロプメンタル・ストリーム（DS) 

約110名 

ディベロプメンタル・ストリーム（DS) 

約20名 

 
ディベロプメンタル・ストリーム（DS)  

若干名 

—- 
 グローバル・ストリーム 

（GS) 約30名 
※英語Ⅱ入試と合わせて 

— 
グローバル・ストリーム 

（GS) 約30名 
※英語Ⅰ入試と合わせて 

— 

受験 

資格 
2022年3月 小学校卒業見込の女子、および小学校卒業の女子   

WEB 

出願 

受付 

期間 

2021年12月11日(土)10時 ～ 

 2022年1月14日(金)12時まで 

ＷＥＢ出願のみ 

2021年12月11日(土)10時～ 

2022年1月16日(日)12時まで 

ＷＥＢ出願のみ 

2021年12月 11日(土)10時～ 

2022年1月17日(月)8時まで 

ＷＥＢ出願のみ 

2021年12月11日(土)10時 ～ 

2022年1月14日(金)12時まで 

ＷＥＢ出願のみ  

受験料 20,000円 ※複数出願でも、同一金額とします。   

入学 

試験 

集合場所 本校   

1月15日（土）午前 

点呼 午前8時30分 

1月15日（土）午後 

点呼 午後3時 

1月16日（日）午後 

点呼 午後3時30分 

1月17日（月） 午前 

点呼 午前 8時30分  

1月15日（土）午後 

点呼 午後3時 

■国語 50分 

 (9:00～9:50)150点 

■算数 50分 

 (10:10～11:00)150点 

■理科 40分 

 (11:20～12:00)100点 

■英語 50分 

 (15:20～16:10)100点 

※筆記・リスニング 

■GS志望のみ 英語面接 

(16:20～) 

 ※遅刻対応有り。詳細はお

問い合わせください。 

■国語 または 

 算数 １教科選択 

(16:00～16:50) 100点 

 ※遅刻対応無し 

■英語 50分 

 (9:00～9:50)100点 

※筆記・リスニング 

■GS志望のみ 英語面接 

(10:00～) 

■プレゼン・質疑応答 

※受験生１人につき、 

プレゼン 5分以内、質疑応答

約 10分 

 ※遅刻対応無し。 



入試 

方式 A方式入試 英語Ⅰ入試 Ｂ方式入試  英語Ⅱ入試 
 課題図書 

プレゼン入試 

その他 

国・算・理３教科合計点と 

国・算２教科合計点を400

点満点換算した点のどちら

か高い方で合否を判定しま

す。 

出願時に、 

ＤＳ志望かＧＳ志望か 

を申請 

出願時に、 

国語か算数か、 

を申請 

出願時に、 

ＤＳ志望かＧＳ志望か 

を申請  

—  

加点 

措置 
英検および漢検については、5級以上の取得者には、級に応じて 5点～50点の加点措置があります。 

合格者 

発表 
2022年1月16日(日)午前9時 ＷＥＢ発表 2022年1月17日(月)午後5時 ＷＥＢ発表 

2022年1月16日(日) 

午前9時ＷＥＢ発表  

入学 

手続 

2022年1月17日(月) 午後1時までに 

入学金を振り込み 

2022年1月19日(水) 午後1時までに 

入学金を振り込み 

2022年1月17日(月) 

午後1時までに 

入学金を振り込み 

追加 

合格 

次の日時に電話で連絡します。不在の場合は辞退と見なします。お問い合わせには応じられません。   

1月17日(月) 午後8時までに 1月21日(金) 午後4時までに  
1月17日(月) 

午後8時までに 

合格者 

登校日 
2022年1月22日(土)午後 本校講堂（保護者同伴） 

プレ 

テスト 
プレテスト：2021年11月 14日(日)   プレテストアドバイス会（個別相談）：11月27日(土) (予約制)  

2021年12月25日（土） 

課題図書プレゼン 

練習会（予約制） 

 



※課題図書プレゼン入試の詳細については、こちらをご覧ください。 

※英語Ⅰ入試・英語Ⅱ入試は、ＤＳ志望者とＧＳ志望者で、別問題となります。英語面接は、英語Ⅰ入試・英語Ⅱ入試共に、ＧＳ志望者のみ実施します。 

※2022年度英語入試向けのサンプル問題として、実施済 2021年度英語Ⅰ入試の２種類の問題をアップしました。 

  同じページで、リスニング音源もお聴きいただけますし、英語面接のイメージ動画もご覧いただけます。対策も掲載していますので、ご参考にしてください。 

GS用のエッセイライ  ティング・英語面接で出題されるエッセイトピックのテーマも 2022年度用を掲載しています。 

※グローバル・ストリーム（ＧＳ）には、英語Ⅰ入試または英語Ⅱ入試でのグローバル・ストリームへの合格が必要です。 

※加点措置（「課題図書プレゼン入試」を除く）の詳細 

  英検・漢検の５級以上取得者に、英検・漢検でそれぞれ下表の通りの加点を行います。 

加点措置を受ける受験生は、WEB出願後に各検定の合格証のコピー（Ａ４サイズ）を提出してください。（英検以外の英語資格の加点については、お問い合わせください。） 

 ５級 ４級 ３級 準２級以上 

英検 １０点 ２０点 ４０点 ５０点 

漢検 ５点 １０点 ２０点 ５０点 

 

 

 

 

 

中学入試 入試制度 昨年度からの変更点 

〇「課題図書プレゼン入試」を新設しました。 

※「課題図書プレゼン入試」の詳細はこちら。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://shoin-jhs.ac.jp/prezen/
http://shoin-jhs.ac.jp/2021/10/04/en_past/
http://shoin-jhs.ac.jp/prezen/


海外帰国生向け入試 

本校では、海外帰国生向けの中学入試として下記の３種類の入試を行っています。 

海外帰国生向け入試をお考えの方は、出願前にご相談ください。受験資格等の確認が必要となります。 

 海外帰国生中学入試 
帰国生のための 

新入生編入学入試 

帰国生のための 

オンライン入試 

受験資格 

 ・条件 

▼2022年3 月小学校卒業見込みの女子または小学校卒業の女子で、 以下の条件に当てはまる者。 

 ・保護者とともに海外在住３年以上で、帰国後３年以内の者（入学前年度の３月３１日現在）。 

 ・保護者とともに海外在住２年以上で、帰国後２年以内の者（入学前年度の３月３１日現在）。 

 ・保護者とともに海外在住１年以上で、帰国後１年以内の者（入学前年度の３月３１日現在）。 

 ※なお、この他に受験資格を認める場合がありますので、ご相談ください。 

▼海外において、日本の小学校の教育課程またはこれと同等の課程を修了した者、または修了見込みの者。 

 ※なお、海外在住を証明する書類（辞令・査証の写しで可）を提出していただきます。 

▼専願であること。 

—– 

事情により「海外帰国生中学入試」を受験でき

ない帰国生のために、帰国生のための新入生編

入学試験を実施します。 

新型コロナウィルス等の影響で帰国できない、帰国しにく

い受験生向けの入試です。 

下記の英語力があること 

・ＤＳ志望： 英検4 級、または、同等の英語力がある

と認められる者。 

・ＧＳ志望： 英検3 級（CEFR A1レベル）または同等の

英語力があると認められる者。 

試験日 Ａ方式入試・英語Ⅰ入試と同日 
保護者が帰国される日時に応じ、協議の上設定し

ます。 

11～３月 

具体的な実施日については、受験生・保護者と相

談 

試験科目 

学力検査（国語・算数）・作文・面接 

 または 

学力検査（英語）・作文・面接 

※GS希望の場合は、 学力検査（英語）・作文・ 

面接（日本語・英語）。 

※学力検査の内容は、海外での学習状況により考

慮する場合があります。 

※合否判定は、一般受験者とは別枠で、筆記試験

と面接により総合的に判断します。 

学力検査（国語・算数）・ 

作文・面接 

 または 

学力検査（英語）・作文・面接 

※GS希望の場合は、 学力検査（英語）・作文・ 

面接（日本語・英語）。 

※学力検査の内容は、海外での学習状況により考

慮する場合があります。 

ＤＳ志望： 

オンラインによる日本語面接 

（筆記試験は課さない） 

ＧＳ志望： 

オンラインによる英語面接 

（筆記試験は課さない） 

入学後は一般生徒と同じクラスの混入方式をとり、必要に応じて学級担任、教科担当者、国際交流担当の教員が別途指導します。 



納付金について 

▼ 入学手続時納入金（DS・GS共通） 入学金 40万円 

▼ 入学後納入金（DS・GS共通）  

納入金（月額）（DS・GS共通）                 入会金（DS・GS共通） 

学費 

授業料 

施設備品維持費 

図書費 

建築資金 

40,700円 

3,500円 

400円 

4,000円 

 諸会費 
生徒会費 

PTA会費 

同窓会費 

700円 

450円 

500円 

合計  50,250円 

その他 

 DS→LS・AA GS→GL 

学年費（年額） 中1～高3 約6万円 中1～高3 約6万円  

特別英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費用（年額） 
中1～中2 約1万円 

中3～高3 約2万円 

中1～中3 約6万円 

高1～高3 約11万円  

連携授業費用（年額） 
中学：聖ミカエル国際学校(SMIS-E)連携 

高校：トフルゼミナール連携 

 ------- 

中1～中3 15万円 

高1 10万円 

高2～高3 15万円  

旅行積立金（年額） 

中1～中3 約9万円 

高1～高2 約10万円 

高3 約7万円  

中1～高1 約25万円 

高2 約8万円  

制服・指定学用品の購入（入学時）  約10万円 約10万円  

ICTデバイス購入費（入学時） 約11万円 約14万円  

入会金 
PTA入会金 3,000円 

生徒会入会金 700円 

合計  3,700円 



松蔭中学校 入学金減免制度 

種別 対象 減免内容・減免額 

松蔭ファミリーＳ入学 姉が松蔭女子学院(中学校・高等学校・短大・大学)に在籍または卒業 
松蔭中学校入学金を 

全額免除します 

松蔭ファミリーＭ入学 母が松蔭女子学院(中学校・高等学校・短大・大学)を卒業 
松蔭中学校入学金を 

200,000円に減額します 

松蔭グローバルＧ入学 
グローバル・ストリーム（ＧＳ）入学者で、 

出願時に英検準２級以上取得済の受験生 

松蔭中学校入学金を 

200,000円に減額します 

 

※Ｓ入学・Ｍ入学・Ｇ入学ともに、入学手続き時には全額をご納入いただき、入学後返金します。 なお、入学手続き後、入学を辞退された場合は返金いたしません。 

※Ｍ入学とＧ入学の併用は可能です。 


