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2022年 9月 1日 

 

清泉女学院中学高等学校 

２０２３年度 「海外在住者専用オンライン帰国生入試 （A・B 方式）」実施要項 

 

＊新型コロナウィルス感染症の流行に際し、移動が容易でない情況に鑑み、昨年に引き

続き特別に実施する試験です。 

＊以下の文中の「現地時間」と表記のない日付、時刻はすべて日本時間です。 

 

１．受験資格：2023年 3月、日本人学校小学部、または、外国の学校で 6年の課程を修了

見込み、及び修了した女子のうち、2022年 12月 10日実施予定の帰国生１期入試まで

に帰国しない、または、帰国しても 12 月 10 日が国内での隔離期間中のために帰国生

1 期入試を受験できない女子。ただし、帰国時までに１年以上海外に在留しているこ

と。 

 

２．出願期間：2022年 10月 7日（金）９：００～11月 8日（火） 

試験当日までに受験生・保護者と接続確認等リハーサルを行う都合上、本校で行う帰国

生 1期・2期入試の出願期間とは異なります。リハーサル日時はこちらで指定いたしま

すのでご了承ください。リハーサルは複数回行うことがあります。なお、リハーサル日

時は出願期間終了後にメールでお知らせいたします。 

 

３．試験科目：次の A方式または B方式のいずれかを出願時に選択 

 

A 方式 試験日：11月 30日（水）2回実施 

    （帰国生 1 期・2 期入試の A 方式と出題形式・内容が異なりますのでご注意

ください。リハーサル日時はこちらで指定しますのでご了承ください。） 

  

      試験科目：国語・算数（2科目合わせて 20分） 

     

１回目：アメリカ大陸向け：11月 30日 ９：００より 

       （例：米国東海岸の場合、現地時間 11月 29日（火） １９：００より） 

 ２回目：アジア・ヨーロッパ向け：11月 30日 １７：００より 

       （現地時間とは 1時間～９時間ほど時差があります） 

 

試験方法：① オンライン会議システム「Google Meet」で開設したオンライ
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ン受験会場に入室し、オンライン回答収集システム「Google 

Forms」から試験問題を解答する。（いずれも該当 URL を受験

者 Gmailアドレスに配信します。） 

② この「Google Forms」は、国語・算数の「問題用紙兼返信用

答案用紙」となります。 

③ 国語・算数ともに解答は選択式のみ。 

    

 ＊国語の試験では、基本的な語彙力・国語運用能力を測ります。算数の試験の難易

度は、ホームページに掲載している帰国生入試の算数のサンプル問題を参考に

してください。  

 

B 方式 試験日：11月 30日（水） 

（帰国生 1 期・２期入試の B 方式と出題形式・内容が異なりますのでご注意く

ださい。試験時間はこちらで指定いたしますのでご了承ください。出願期間終

了後にメールでお知らせいたします。） 

 

   試験科目：国語の口頭試問・英語による面接試験（2科目合わせて３０分）  

（出願者数多数の場合、２０分にする可能性があります。） 

 

試験方法：個別に日時指定で Google Meet にて一対一の国語口頭試問・英語に 

よる面接試験のみ実施します。（記述試験は実施しません。） 

   

 ＊国語の口頭試問では、基本的な語彙力・国語運用能力を測ります。英語による面接

試験の難易度は、英検 2級程度です。 

   ＊Ｂ方式合格者は ARE（Advanced Returnees’ English）クラスに入ることができま

す。 

 

〈注意事項〉 

・良好なインターネット接続環境下にある、カメラとマイク付きのパソコンが必要です。

（マイク付き webカメラの使用でもかまいません。）また、イヤホンもしくはヘッドホ

ンを使用してください。 

・パソコンは、OSがWindows10もしくはMac OS Catalinaのものをご使用ください。

これら以前のスペックの OS搭載パソコンは、不具合を避けるため使用しないでくださ

い。 

・ブラウザとして Google Chromeを使用しますので、インストールをお願いします。 

・システム上のセキュリティーは本校のみならず Googleの管理下にもあり、事前に、受
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験者用に Googleアカウント（Gmailアドレス）を取得してください。取得の際に登録

を求められる姓・名は、受験者本人のものを、「４．Web出願から試験までの流れ」の

指示に従って入力してください。Gmail アドレスを取得していないと、出願・リハー

サル・受験のすべてができません。 

・ホームページでの出願入力・入学検定料のオンライン決済が完了した後、各ご家庭に自

動返信メールで決済完了と受験番号をお知らせします。その後、リハーサルの日時等を

改めてメールでお知らせします。（「４．Web 出願から試験までの流れ」参照）リハー

サルは、試験当日に付き添う保護者が受験者と一緒に、試験当日に使用する個室で参加

してください。 

・「海外在住者専用オンライン帰国生入試」に限り、「活動報告書」の提出は不要です。 

・詳細はリハーサル時にお伝えしますが、試験当日は、試験開始準備が整った時点で、保

護者は試験場となる個室から退出していただきます。 

・A方式受験者は、試験に際して、白紙の計算用紙と筆記具を用意し、机上に置いてくだ

さい。 

・試験当日は、緊急連絡用として、スマートフォンなどのモバイルフォンをご用意くださ

い。 

・不正があった場合、成績の如何に係わらず不合格とします。また、入学後に不正が発覚

した場合、退学処分とすることがあります。 

・帰国生 1期・2期入試で実施する保護者面接・Ａ方式の受験生面接は、オンライン入試

では実施しません。 

・合格者は、帰国時に、受験資格の確認ができる書類を提出していただきます。（受験資

格が満たされていない場合は合格を取り消します） 

・試験は録画させていただきます。 

・不測の事態が生じた場合、試験日が 12月 6日以降になる可能性もあります。 

 

 

 

４．Web出願から試験までの流れ 

 

         受験生用 Googleアカウント(Gmailアドレス）の作成    

  ・入力画面の「姓」には受験者の姓を、「名」には受験者の名前を漢字で入れてくださ

い。 

  ・「ユーザー名」はローマ字小文字で「受験者の名前.姓 2023」にしてください。 

   記入例：（清泉花子さんの場合）hanako.seisen2023（＠gmail.com） 

                     ↓ 
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           本校ホームページ「重要」からお入りください 

            10月 7日（金）9時から出願可能です。 

                     ↓                                                            

                  受験生新規登録 

  ・すでに IDをお持ちの方は、「マイページ」のアドレスを今回取得した受験生用の 

Gmailアドレスに変更してください。 

                     ↓ 

                    出願入力 

                     ↓ 

                   支払い画面 

                     ↓ 

                各種クレジットカード決済 

                     ↓ 

           自動返信メールにて受付完了・受験番号を通知 

・「nyushi2023@seisen-h.ed.jp」からの返信メールが届かない場合、「迷惑メール」として

振り分けられて「ごみ箱」や「迷惑メール」フォルダに移行されていないかご確認くださ

い。                  ↓ 

           後日メールにて通知するリハーサル日程等確認 

                     ↓ 

               オンラインリハーサルに参加 

              （受験当日の日程・要領等確認） 

                     ↓ 

                  オンラインで受験 

 

＊出願期間内は、24時間いつでも入力できます。             

 

５．入学検定料：23,000円 

 

６．合格発表：12月 10日（土）２０：００～12月 20日（火） 

   ・不測の事態が生じた場合、合格発表が 12月 11日以降になる可能性もあります。 

 

７．入学金・施設費の納入について 

 ① 合格発表ページから「マイページ」へアクセスし、「入学金決済」をクリックしてお 

進みください。 

 ② 入学金をクレジットカードまたはペイジー決済にて納入してください。なお、支払 

い方法によって別途事務手数料がかかります。本校窓口でのお支払いはできません。 

mailto:nyushi2023@seisen-h.ed.jp


5 

 

 ③ 施設費の納入を以て入学手続き完了となります。入学金・施設費の納入が完了して 

   いない場合は、入学が取り消しとなります。 

 ④ 入学を辞退される場合には、お手数ですが出来るだけ早く、その旨をお電話でお申 

   し出ください。 

 ⑤ クレジットカードやネットバンキング等の利用限度額の確認を事前にお願いいたし 

ます。 

 ⑥ 提出された書類および入学金・施設費は、お返しできません。 

 

入学手続き１：・入学金 300,000円を 12月 13日（火）１４：００までに納入してく 

ださい。１４：００までに納入が完了していない場合は、入学許可が

取り消しとなります。 

・「入学手続き書類」を「マイページ」からダウンロードし、必要事項 

をご記入の上、2月 11日（土）にお持ちください。 

 

入学手続き２：施設費 120,000 円を 2 月 7 日（火）１１：００までに納入してくださ

い。１１：００までに納入が完了していない場合は、入学許可が取り消

しとなります。 

        

入学手続き３：・「入学手続き書類」提出と、学校指定品等注文手続きのため、2月 11

日（土・祝）９：３０～（受付時間９：１５～１０：００）、合格者

本人と保護者は本校にお越しください。所要時間は１時間半程度で

す。どうしてもお越しになれない場合は、あらかじめご連絡いただ

き、諸事ご相談の上、2月 10日までに必着で書類を郵送してくださ

い。この日までに書類の提出がない場合は、入学許可が取り消しとな

ります。 

       ・「Ａ方式」合格者で実用英語技能検定 3級以上の資格を取得されてい

る方は、合格証書または合格証明書いずれかのコピーを受付にご提

出ください。入学後、英語のＡＥ（アドバンストクラス）に参加する

ことができます。 

 

  ＊入学者対象の「新中１オリエンテーション」を 3月 4日（土）に実施する予定です。 

   

〈注意事項〉 

  ・入学金、施設費の納入期限には、十分ご注意ください。納入期限は日本時間である 

ことにご留意ください。 
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８．学費・校納金 

〈初年度校納金 2023年度予定〉 

 

項目 金額 備考   

初年度合計 

960,000円 

入学金 300,000円 入学手続時 

施設費 120,000円 入学手続時 

授業料 36,000円 月 額 

維持費  9,000円  月 額 

      上記金額は次年度以降改定することがあります。 

    

〈預り金〉 

  １．生徒会費      月額  1,000円 

  ２．泉会費（保護者の会）月額  1,000円 

  ３．積立金       月額  10,000円 

・積立金はその都度必要金額を集金する方法を避け、ご家庭の負担を平準化するためのもの

です。 

・内訳は、教材費、実習費、校外活動等の支払いです。毎月、個人別に残高収支明細書でお

知らせいたします。（Chromebook、修学旅行費は、実施時期に別途徴収します。） 

・高等学校卒業時に最終精算を行います。 

 

〈寄付金・学院債〉 

寄付金・学院債はありません。 

 

〈奨学金（清泉女学院中学高等学校奨学金）〉 

在学中に、経済的な理由等により学業の継続が困難となった生徒に対して、奨学金を給付

する制度があります。ただし、給付に際しては審査があります。  

  

〈高等学校入学時納付金〉 

 高等学校に進学する際には、高等学校入学金 300,000 円・施設費 120,000 円を納入して

いただきます。中学卒業時、成績優秀者（３名）に高等学校入学金に相当する奨学金が授

与されます。 

 

〈収集した個人情報について〉 

 個人情報を入学試験以外の目的で使用することはありません。なお、提出書類は本校の責

任において破棄いたします。 

以上                              


