
 

●受付開始時間・集合時間           ●帰国生入試（11月27日） 時程表 

  

  

  

  
 

●2科入試 時程表（第1回 国・算2科、 後期 国・算2科、 第2回 選択2科）        ●後期入試：英語（2月11日） 時程表 

 

 

 
 

●英語入試 時程表（第1回、第3回）          ●思考力入試 時程表（第3回、第4回、後期） 

 

 

 
 

※10 対面式の試験（英語スピーキング・面接）は受験番号順に行うため、受験生によって開始・終了時間が異なります。 
 

 

① 午前入試の受付開始は  ８:００ です。遅刻は ９ :２０まで認めます。 

  午後入試の受付開始は  14:30 です。遅刻は１５ :４０まで認めます。保護者の方は控え室でお待ちいただけます。  
 

② 全試験で保護者控え室を用意します。 

2 月 1 日午後、2 月 3 日の入試を受験する方は、昼食用の控え室をご利用いただけます。 

 【午後入試受験生•保護者用昼食用控え室  午前１１:００〜１４:３０(飲食可)】  それ以外は通常の控え室をご利用ください。 
 

③ 当日の持ち物は、受験票•写真票•上履き•マスク(着用) •筆記用具•定規(分度器は不可)です。下敷きは使用しません。 

 写真票は受付にて回収いたします。帰国生入試では出願時に写真票をご提出いただきますので、当日は必要ありません。  
 

④ インフルエンザなどの感染性疾患にかかっている場合は別室での受験となりますので、必ず受付でお申し出ください。  

 新型コロナウイルス感染症罹患中または疑いのある場合はご来校いただけません。その場合は可能な限りの対応を検討しま  

すので、必ず入試前に電話にてお問い合わせください。 
 

⑤ 自家用車で来校された場合は学園駐車場をご利用いただけますが、遅延に対して特別措置はとりませんのでご注意ください。 
 

⑥ 災害発生時の対応について 

 ・大雪や地震などによって電車が遅れた時には、試験の時間を変更するなどして対応することがあります。  

・ほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような大きな自然災害等が起こった時には、予定されている入試を全  

て中止し、後日、繰り下げて実施することがあります。 

 ・大雪や地震などによる交通機関の乱れによって試験開始時刻や日時等に変更がある場合は、ニッポン放送によるラジオ緊

急連絡放送で、その対応をお知らせします(ＡＭ1242／ＦＭ93)。放送時間：当日の午前 6 時頃から午前 7 時頃まで。 

  パソコンやスマートフォンで聴くこともできます(http://radiko.jp/)。 

  学校ホームページ https://www.dominic.ed.jp/highschool/も必ずご確認ください。  

 ・試験中に地震や火災などの事態が発生した場合は、教職員が受験生と保護者の皆様を安全な場所へ誘導いたします。  

 

［入学試験に関するお問い合わせ、当日の連絡等は下記窓口までお願いします］ 
 

         聖ドミニコ学園中学高等学校 
               Tel. 03-3700-0017(代表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度 生徒募集要項 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖ドミニコ学園中学高等学校 
 

 
  

 帰国生、第1回、第3回、後期 第2回、第4回 

受付開始 午前 8：00 14：30 

受験生集合 午前 8：40 15：00 

英   語 9：00-10：00 

日本語作文 10：15-10：45 

英語スピーキング 11：00- ※10 

面接（受験生および保護者） 11：25- ※10 

  2月1日午前、11日 2月1日午後 

1時間目 国/理/社 9：00-9：50 15：20-16：10 

2時間目 算/理/社 10：10-11：00 16：30-17：20 

英語エッセイライティング 9：00-9：30 

英語スピーキング 9：45- ※10 

面接（受験生および保護者） 10：10- ※10 

  2月1日午前、2日 

1時間目 筆 記 9：00-9：50 

2時間目 スピーキング 10：05- ※10 

2月2日、11日 2月3日 

9：00-10：00 15：20-16：20 

ホームページ 

http://radiko.jp/
https://www.dominic.ed.jp/highschool/


 帰国生 
前 期 

後 期 
第1回 第2回 第3回 第4回 

試験日 11月27日（土）午前 2月1日（火） 午前 2月1日（火） 午後 2月2日（水） 午前 2月3日（木） 午後 2月11日（金・祝） 午前 

募集コース 
アカデミック アカデミック アカデミック アカデミック 

アカデミック 
アカデミック     ※3 

インターナショナル インターナショナル インターナショナル インターナショナル インターナショナル ※3 

募集人員 特に定めず 合わせて20名 合わせて 10名 合わせて 10名 5名 合わせて5名 

出願資格 

2022年 3月小学校卒業見込み、またはそれに準ずる女子。 

 ※帰国生入試は、上記資格に加え次に該当する者を対象とします。 

 保護者の転勤等に伴い、海外に継続して 1年以上在住した者。 

出願 

WEB出願  出願時にコースを選択します。 

帰国生入試 

入力・受付開始 

入力開始   2月全入試          12月20日（月）  午前  0：00 

入力・受付開始 

11 月  4 日

（木） 

受付開始   2月全入試           1月10日（月）  午前  0：00 

11月4日（木） 受付締切   第1回・第2回        1月31日（月）       16：00 

午前0：00 第3回・第4回・後期    各回の前日         23：59 

受付締切 ＊すでに合格したコースを再度出願・受験することはできません。 

11月25日（木） ＊インターナショナルコース希望者に対し、アカデミックコースでの合格を出す場合があります（国・算 2科,選択 

 

＊インターナショナルコース希望者に対し、アカデミックコースでの合格を出す場合があります（国・算2科選択2科 

23：59 2科入試）。その場合、インターナショナルコースで複数回出願している受験生は再度受験することができます。 

 ＊後期入試は前期に受験した同タイプの試験を受験できません。 ※３ 

必要書類 提出あり ※1 提出なし 

受験料 25,000円 25,000円 ※2 25,000円 

入試科目 

アカデミック 
英語 

日本語作文 

面接 

国・算2科 

選択2科 

思考力 思考力 
国・算2科 ※3 

または思考力 ※3 

入試科目 

インターナショナル 

国・算2科 

または英語 
英語 — 英語・面接 ※3 

入試内容 

【帰国生】        英語：筆記（算数要素のある問題及びリスニングを含む）、スピーキング（1人10分程度） 

            日本語作文  面接（受験生および保護者・日本語） 

【国・算2科】    国語・算数（各100点/各50分） 

【選択2科】     国語・算数・理科・社会から2科目選択（各100点/各50分） 

             注：国語または算数のどちらかを必ず選択すること。残り3科から1つ選択。 

【英語（１，３回）】   筆記（リスニングを含む） （70点/50分） 

             スピーキング(30点/1人10分程度) 

【思考力】       作文：小問+大問600字程度（100点/60分） 

【英語（後期）】    英語：エッセイライティング（3０分）、スピーキング（1人 10分程度）     面接（受験生および保護者・日本語） 

集合時間 8：40 8：40 15：00 8：40 15：00 8：40 

終了時間 11：40 ※4 
2科 11：00 

英語 10：15 ※4 
17：20 

思考力 10：00 

英語   10：15※4 
16：20 

2科   11：00 

思考力  10：00 

英語   10：30※4 

合格発表 
WEB発表（本校ホームページ・合否照会特設サイト） ※5 

入試当日14：30～ 入試当日14：30～ 入試当日20：00～ 入試当日14：30～ 入試当日20：00～ 入試当日14：30～ 

入学手続 

WEB決済と書類提出を期日までにお済ませください ※6 

① WEB決済               WEB決済にて入学金・施設拡充費を納入してください。発表画面よりお進みいただけます。 

② 入学手続書類提出    ① のWEB決済完了後、ダウンロードした入学手続書類にご記入いただき、学園事務局へ直接 

お持ちください（受験票持参）。 その際に、入学準備関連書類をお渡しします。 ※7 

入学手続期日  ＜帰国生入試＞ 12月15日（水） 16:00      ＜2月全入試＞ 2月12日（土） 16:00 

        アカデミックコース            入学金 250,000円・施設拡充費 150,000円  合計 400,000円 

インターナショナルコース        入学金 300,000円・施設拡充費 150,000円  合計 450,000円 

手続後 

の流れ 

（予定） 

■ 新入生保護者会    3月1日（火）  

■ フランス語講習会   4月初旬  *ゲームなどを行いながら楽しく基礎を学びます。 

■ 入学式          4月7日（木） 

    フランス語講習会、入学式の正式な日程は、新入生保護者会にてご連絡いたします。 

＜個人情報保護について＞ 

 本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験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。 

※1 ＜帰国生出願時提出書類＞ 出願受付締切日の翌日 11月26日(金)までに郵送または持参 ※７ 

              ①写真票(出願サイトから印刷したもの) ②海外在留証明書(本校所定用紙) ③在学履歴報告書(本校所定用紙) 

              ④成績表の写し２種(海外最終滞在 1年分の成績通知表と、現在通っている小学校の受験直近の成績通知表) 

※2  第１～第４回の前期入試の範囲内に限り、1回分の受験料で同一コース全ての入試に出願できます。ただし、出願後の受験日追加やコース

の異なる複数出願、入試科目の変更、後期の出願については、それぞれ受験料25,000円が必要です。 

※3  前期と後期の両方に出願することは原則できません。ただし受験科目が異なる場合のみ出願できます。 

※4  対面式の試験（英語スピーキング・面接）は、受験番号順に行います。記載されている時間は最も早い終了予定時間です。 

※5  校内での合格発表は行いません。発表時より入学手続期日までの間、合否照会特設サイトにてご確認いただけます。 

     合格証は、事務局窓口にてお渡しします。入学手続期日までに受験票をお持ちください。 

※6  期日までに入学手続をされない場合、入学を辞退したものと判断します。 

     入学手続後に入学を辞退された方には施設拡充費を全額返金いたします。 

     入学後、ご家庭の経済状況が急変した場合には奨学金がございます。 

※7  事務局窓口応対時間：月曜日〜金曜日 9:00-16:00（土日・祝日を除く、ただし 2月 12日は窓口を開けます。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【注意事項】 

・ イベント予約等で既にメールアドレスをmiraicompassに登録している場合は、同じメールアドレス（mcID）を使用してください。また、本校以外の

miraicompassサイトでメールアドレスを共通 ID（mcID）としてご登録済みの方は、再度のご登録は不要です。追加出願など複数の入試を出願する場合

も、必ず同じメールアドレス（mcID）でログインしてください。 

・ メールアドレスを共通 ID（mcID）としてご登録済みの方で、本校以外のmiraicompassサイトで顔写真データをアップロードされている場合は、再度のアップ 

ロードは不要です。 

・ 氏名等の漢字で、当サイトに正しく登録できない文字がある場合は、チェックボックスにその旨のチェックを入れ、簡易字体等に置き換えて入力してください。 

・ 必須項目の入力が全て済むと一時保存ができます。マイページに戻ると「申込確認」より入力した内容の確認印字ができます。 

・ 受験料支払方法を確定して申込んだ後は、入力内容の誤りをインターネット上で訂正することはできませんので十分確認（必要があれば訂正）を行ってください。 

受験料支払後の試験変更はできません。万が一、個人情報の入力に誤りがあった場合は、本校までお知らせください。※2 

・ お支払方法により、事務手数料が異なります。ご確認の上、お申込みください。 

・ ATM操作途中で操作を取りやめ、異なる金融機関ATMにて再操作するとロックがかかります。ご注意ください。 

・ いったん納入された受験料は、理由の如何を問わず返金いたしません。 

・ 受験票・写真票は、本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニ等で印刷してください。また、入学手続時に受験票を確認するため、それまで各自で保管 

してださい。 

今後の情勢の推移を踏まえ、やむなく日程や内容を変更する場合がございます。 

※8 必要書類の提出は、帰国生入試の場合のみとなります。その他の入試において出願時の書類提出はございません。 

※9 帰国生入試では、写真票は出願時に提出済みです。試験当日は、受験票のみ持参してください。 


