
2021年度

聖心女子学院 初等科

５年転入・編入児童募集要項

ユーザＩＤ登録 ／ (随時) 学院ホームページ「ご入学希望の方へ」から

願書・健康診断書、ホームページからプリントアウト

出 願 登 録 ／ 2020年 11月 6日(金)～12月9日(水)

受験票の出力 ／ 2020年 12月 7日(月)～ 2021年 1月16日(土)

出 願 期 間 ／ 2020年 12月 8日(火)・12月 9日(水)（消印有効）

願書・健康診断書・3年、4年次の通知表の郵送

入 学 試 験 ／ 2021年 1月16日(土)

合 格 発 表 ／ 2021年 1月17日(日)

※ 本要項は、６月２７日現在のものです。出願登録の方法・時期については、今後、変更する

こともあります。その際は、聖心女子学院ホームページでお知らせいたします。



1. 募集人数 初等科5年女児 約24名

2. 出願資格 (1) 原則として、国立ないし公立の小学校の4学年に在籍していて、2021年4月から本学

院初等科5学年に転入学が可能な児童。

(2) 海外の学校に在学していて、2021年4月から本学院初等科5学年に編入学が可能な帰

国子女児童。

(3) 志願者は、通学時問90分以内の自宅通学を原則とします。

3. 出願登録 (1) ユーザＩＤ（メールアドレス）登録 本学院ホームページ（以下学院ＨＰ）「ご入学

(インター 希望の方へ」⇒「インターネット出願」⇒「聖心女子学院初等科・中等科のネット

ネット出願) 出願へようこそ」から登録をしてください。（随時）

※予約システムでユーザＩＤ登録済みの場合は、改めて登録する必要はありません。

(2) マイページへログインし、出願に必要な情報の入力

【2020年11月 ６日(金) 9時～ 12月 9日(水) 18時】

① 入試区分選択（聖心女子学院 初等科５年転入・編入学試験）

② 出願情報入力 (氏名、生年月日、住所、電話番号等）

③ パスワードの設定

(3) 受験料決済方法の選択

受験料（30,000円）はクレジット、コンビニエンスストア、ペイジーでお支払いく

ださい。

【受験料決済可能期間 11月 6日(金) 9時～ 12月 9日(水)18時】

※ 決済が確認されると「支払い完了メール」が自動送信されます。

4. 受験票の 【受験票出力可能期間 12月 7日(月) 0時～ 2020年 1月16日(土)9時】

出力 マイページから、受験票を印刷し受験番号を確認の上、願書・健康診断書にご記入く

ださい。受験票と共に「臨時入構証」（保護者２名分）が出力されますので、試験日に

ご持参ください。

※ 用紙の指定あり（白色 A4サイズ 160g /㎡ 程度）

5. 書類提出 【提出期間 12月 8日(火)・９日(水)消印有効】

下記(1)(2)(3)を封筒(角２）に入れ、受験票と一緒に出力される聖心女子学院の住所

等が印字されたものを封筒の表面に貼付し、簡易書留速達で郵送してください。

◎ 学院から「受領チェックメール」を自動送信いたします。

入学願書・健康診断書は、本学院ＨＰ「ご入学希望の方へ」からダウンロードして

ください。（随時）

※ 用紙の指定あり（白色 A4サイズ 160g /㎡ 程度）

(1) 入学願書（写真貼付） 1通

(2) 健康診断書 1通

(3) 小学校3年次成績通知表のコピー（全面） 1通

小学校4年次第1学期成績通知表のコピー（全面） 1通

［記入上の注意］

① 願書

※ 受験番号は、受験票に自動採番されます。その番号を願書に記載ください。

裏面もありますので記入の際、注意してください。

海外から出願の場合は、国内での保護者の代理者の氏名・住所・電話番号を入学

願書の備考欄に明記してください。

用紙は、両面印刷をしてください。



・写 真 裏に志願者氏名を記入し、貼付してください。

写真サイズ縦5cm×横4cm、カラー・白黒可。

上半身・無帽・正面・無背景、3ヶ月以内に撮影したもの。

入学願書・受験票には同じ写真を貼付してください。

・志願者欄 志願者の氏名（ふりがな）・生年月日・現住所・電話番号を記入してく

ださい。志願者氏名は、戸籍に記載されている通り、正確に記入して

ください。

※氏名が日本語表記でない方は、9.その他の(４)をご覧ください。

・保護者欄 保護者の氏名（ふりがな）・本人との続柄を記入し、捺印してください。

保護者の現住所・電話番号欄は、志願者と保護者の住所・電話番号が異

なる場合はその住所を、同じ場合は「同上」と記入してください。

捺印を忘れないよう注意してください。

・家 族 欄 志願者氏名の記入は必要ありません。

・備 考 欄 学校に知らせたいことがありましたら、この欄に記入してください。

② 健康診断書

・受験番号・志願者氏名（ふりがな）・生年月日・現住所を記入してください。

・10月1日以降、最寄りの医療機関（自家以外）で受診し、医療機関の住所・病院名・

医師名等が記入され、捺印のある健康診断書を提出してください。

・海外在住のため日本国内の医療機関で受診できない場合は、海外の医療機関で受診

した結果を本学院の用紙に記入し、日本語訳を添付して提出してください。

③ 小学校3年次 成績通知表のコピー

小学校4年次 第1学期成績通知表のコピー

※（二期制の学校は前期成績通知表のコピー）

・表紙面、成績面とも原寸大でコピーしてください。(用紙の指定なし）

・「原本証明」等・学校長の証明の必要はありません。

※ 双子で受験される方は、出願者1名につき1通送付とし、封筒表の下部余白にそれ

ぞれ「双子受験」と記入してください。

※ 提出書類に記載された内容は、本学院の入学試験に関する目的にのみ使用します。

【2021年 1月16日(土)】

6．入学試験 受 付 8時～ 8時30分

筆記試験 9時～11時45分

面 接 13時～

（1）筆記試験教科（初等科の4学年相当の学力を有するかどうかを評価します。）

・国語：45分 100点

・算数：45分 100点

・作文（活用力をみるもの）:45分 5段階評価

（漢字の出題範囲：第１～４学年の配当漢字 ただし、４年生配当の都道府県名の

漢字は除く）

(算数の出題範囲：第１～４学年の内容、但し、第４学年の「小数のかけ算とわり

算」「分数」「直方体と立方体」を除く）

↑

今年度は、加えて「垂直、平行と四角形」「変わり方調べ」「面積のはかり方と表

し方」の３単元を除く。



（2）面 接（志願者及び保護者）

① 面接時間は、学院からの書類受領チェックメールに記載されている

URL 、userID、password でご確認ください。

② 保護者のどちらかが出席できない場合は、面接の際にその旨をお知らせください。

事前の連絡は必要ありません。

③ 面接時間の変更はできません。

7．合格発表 【 1月17日（日）14時～16時】 インターネット発表

学院ＨＰ「ご入学希望の方へ」⇒「合格発表･ログイン」から「合」「否」及び「繰り

上げ合格候補者」が確認ができます。

電話による合否のお問い合わせには応じられません。

入学手続① (1) 合格発表のサイトから引き続き、クレジット、ペイジー(ネットバンキング）、ペイ

ジー対応金融機関ＡＴＭから入学金納入手続ができます。

(2) 入学納入金 入学金 300,000円 学校設備費 60,000円 ※2019年度の金額

※ 振込手数料がかかります。

(3) 入学金納入の期限

【1月17日(日) 14時～ 23時59分】

※ 振込が確認されると「支払い完了メール」が自動送信されます。

時間内に手続(入学時納入金の振込)を済ませない場合は棄権とみなします。

※ 入学時納入金の納入手続き終了時に「支払内容確認書」（用紙の指定なし）をプ

リントアウトしてください。

入学手続② 【1月18日(月) 13時～14時】

場 所 聖心女子学院

提出書類

① 誓約書

② 寄付金申込書（任意） ※ 8.入学後納入金の(2)をご覧ください。

※ 誓約書・寄付金申込書（任意）は、支払い完了メールに記載されている

URL、userID、password からプリントアウトできます。

用紙の指定あり（白色 A4サイズ 160g/㎡ 程度）

③支払内容確認書

※ 手続後に、「入学許可証」、「承認書」、「ＩＤカード」をお渡しいたします。

時間内に手続（書類の提出）を済ませない場合は棄権とみなします。

8．入 学 後 (1) 学費等（年額） ※2020年度の金額

納 入 金 授 業 料 528,000円

維 持 費 82,000円

教 材 費（預り金） 50,000円

保護者後援会費 50,000円

(2) 入学後、教育環境の改善・整備のため寄付金を募集しております。

1口10万円、5口以上をお願いしております。

9．そ の 他 (1) 駐車はできませんので、自動車での来校はご遠慮ください。

(2) 入学試験日、入学手続②には、受験票・臨時入構証を必ずご持参ください。

(3) 納入された受験料・入学金は理由の如何にかかわらず返還いたしません。

(4) 氏名が日本語表記でない方は、各用紙の該当欄には次のように記入してください。

氏名：カタカナで表記（姓・名の順）し、カタカナの下に原綴を（ ）をつけて表

記。ふりがな：ひらがなで表記。

(5) 記載事項に訂正がある場合は、二重線で消し訂正印を押してください。修正液・修

正テープは受付けません。



＜学校説明会＞ 入学志願者の保護者のために、本校の教育方針の説明を行います。

１．日 時 〈第1回〉2020年 6月27日（土） 13時30分～14時40分 →動画配信 6/27～7/4

〈第2回〉2020年11月 7日（土） 13時30分～14時40分

・個別相談を実施いたします。

・校内案内を実施いたします。雨天の場合は上履きをご持参ください。

・お子様は交流・体験プログラムに参加できます。

※ 体験プログラム（１１月）は、予約が必要です。

２．会 場 ソフィア・バラ ホール お子様とご一緒に参加できます。

＜学校公開日＞

（1）運 動 会 2020年 5月23日（土） 9時10分～14時30分(要予約)→中止

（2）授業公開 7月 7日（火） 9時30分～11時20分(要予約)→中止

（3）みこころ祭（中高文化祭） 10月10日（土） 9時45分～15時15分(予約不要）

学校説明会及び公開行事につきましては、新型コロナウィルスの感染拡大により、日時や方法等を

変更する場合があります。詳細は学院ＨＰをご覧ください。

アクセス

●バスをご利用の場合

田87系統 渋谷駅前・恵比寿駅前より／田町駅前行 北里研究所前下車 （徒歩 3分）

品93系統 目黒駅前より ／大井競馬場前行き

東98系統 目黒駅前より ／東京駅丸の内南口行き 白金台駅前下車 （徒歩10分）

品93系統 品川駅前より ／目黒駅前行き

●地下鉄をご利用の場合

東京メトロ 南北線

都営地下鉄 三田線

〒108－0072

東京都港区白金4丁目11番1号

電 話03（3444）7671

http：//www.tky-sacred-heart.ed.jp

白金台駅下車2番出口 （徒歩10分）


