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2021年度　入学試験概要
入試区分 推薦入試

一般入試
単願 書類選考（併願） フリー

方式 面接 筆記・面接 書類 筆記・面接
募集定員 特進：25名・進学：100名 特進：35名・進学：100名
出願資格 次ページ以降の各入試区分における募集要項〔出願資格〕を参照のこと
進路相談 必要 必要 必要 不要

内
申
基
準

3教科
（/15）

5教科
（/25）

9教科
（/45）

5教科
（/25）

9教科
（/45）

5教科
（/25）

9教科
（/45）

内申成績
条件なし

当日の得点
により
合否判定

特進コース －  ２１ または ３７ － －  ２２ または ３８ 

進学コース  １１ または １８ または ３２ 
9教科基準未満（-1）は相談してください

 １６ または ３０ 
9教科基準未満（-2）は相談してください

 １９ または ３４

全
入
試
区
分
共
通

3年1学期（前期）または2学期（後期・12月）で上記基準を満たしていることに加え、以下の2
項目を満たしていること。
　①全ての教科において評定1がない。評定2が2つ以上ない。
　②3年次の欠席が10日以上ない。（ただし特別な事情がある場合は相談してください）
　　＊5教科とは国・英・数・理・社、3教科とは国・英・数を指します。
　　＊健康上、特に留意すべき点がある生徒は、必ず事前に相談してください。

－

　
特
記
優
遇
事
項
　

全
入
試
区
分
共
通
（
フ
リ
ー
を
除
く
）　

フリーを除く全ての入試区分において、9教科にのみ、下記の特記優遇事項を加点することがで
きる。ただし最大3点までで、部活動の成績は、最高成績を加点対象とする。（1・2年次も有効）

－

３点 ・ 全国･関東大会出場（文化部･運動部とも）
・ 英検、漢検、数検2級以上

２点 ・ 都県大会出場（文化部・運動部とも）
・ 英検、漢検、数検準2級（それぞれ加点可）

１点

・ 市･地区・ブロック大会3位以上（運動部）
・ 市・地区コンクール上位2ランク以内入賞（文化部）
・ 3年間同一の部活動で積極的に活動したと認められる者
・ 英検、漢検、数検3級（それぞれ加点可）
・ 生徒会執行部役員または委員会委員長
・ 3年間皆勤（2学期中間成績集計時点まで）

（要相談） ・ 教科等で校外コンクールにおいて入賞　※入賞成績により点数を決定。
相模原市優遇 相模原市立中学校在籍生徒の出願の場合、上記の内申基準の9教科に1点を加点することができる。 －

卒業生等優遇 母親や姉が高等部卒業生（または姉が高等部在学中）の場合で本校を第一志望とする者は、上
記優遇措置に加えて9教科に1点を加点することができる。 －

部活動優遇

本校を第一志望とする者で、進学コース単願の基準を満たしている生徒は、以下の条件で進学
コースの推薦を受験することができる。
　「 中学3年間、下記の部活動（またはクラブ・チーム等）に所属して積極的に活動してきた者
が、本校においても原則同一種目の部活動に入部し、活動する強い意志を持っている。」

　対象：バスケットボール・バトントワーリング・サッカー・バレーボール・水泳・吹奏楽
　 適用希望者は、必ず12月7日～9日の入試個別相談会に参加し、所定の用紙を受け取り、中学
校でその内容を相談表に明記してもらうこと。（記載されていない場合は対象外）

－

特別奨学生
（特待チャレンジ）

・入学試験での高得点者　（適用希望者は必ず2月10日の一般入試を受験すること）
　対象： 「推薦入試合格者」および「一般入試　書類選考出願者」（一般入試単願者・フリー受験者は自動的に対象）
・部活動等において特筆に値する者（適用希望者は副校長武石まで相談してください）
　対象：本校進学コースを第一志望とする者

特進チャレンジ
一般入試にて特進コースにチャレンジ受験し、高得点の場合、特進コース合格とする。（受験料
免除・調査書不要）　
　対象：進学コース「推薦入試合格者」および「一般入試書類選考出願者」

－

スライド合格 一般入試にて高得点の場合、特進コースも合格とするが、コースは本人の意思によって選択できる。
　対象：進学コース「一般入試単願合格者」および「フリー受験合格者」（書類選考は対象外）
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コース名 進学コース 特別進学コース

募集定員 100名 25名

出願資格

以下の（１）～（４）をすべて満たしていること。
（１）本校の教育理念に賛同し、本校を第一志望とする者。（併願不可）
（２）2021年3月中学校卒業見込の女子で、在籍中学校の校長が推薦する者。
（３） 中学3年1学期（前期）または2学期（12月）の内申ならびに出席状況がP2掲載の内申基準を満たし

ている者。
（４）中学校からの進路相談（12月）で内申基準の確認ができている者。
　　（詳細はP6「出願上の注意」を参照のこと）

試 験 日 2021年１月22日（金）

出願事前登録
可能期間 2020年12月20日（日）～2021年1月15日（金）

出願期間 2021年1月16日（土）～1月19日（火）当日消印有効

出願方法

＜出願（インターネット）＞
本校ホームページ上の出願サイトにて必要情報の入力、受験料の支払い、受験票等の印刷後、出願書類を
本校に簡易書留で郵送してください。
※ ご自宅等で手続きができなかったり、プリントアウトができない場合は、上記の出願期間で本校でも出
願登録等を行うことができます。希望される方は事前に事務室（042-742-1442）までご連絡ください。
　　平日　9:30～16:00（土日を除く）

受 験 料 20,000円

出願書類 P5記載の「出願書類一覧」をご覧ください。

試験会場 本　校

集合時間 ９：00（午前中で終了予定）

選考方法 面接（9：30～グループ面接）

持 ち 物 受験票・筆記用具・上履き・くつ袋

合格発表

＜合格発表（インターネット）＞
2021年1月23日（土）10：00～「合格発表専用サイト」にて発表
（１） 本校ホームページ上「合格発表専用サイト」からログインしてください。
　　　※電話等による入試結果のお問い合わせには一切お答えできません。
（２） 合格者は、「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（３） 合格者には、出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送致します。

入学手続

＜入学手続（窓口）＞
手続期間　2021年1月25日（月）～1月29日（金）　9：30～15：00
（１）高等部本校舎事務室窓口にお越しください。
（２）入学納入金内訳は、P7をご参照ください。
（３）「入学納入金振込済証明書」をご持参ください。一旦納入された入学金は返金致しません。
（４）入学手続期間内に手続きをされなかった場合は、入学を辞退したものとします。

特進チャレンジ

進学コースに合格した者で、特進コースへのチャレンジ受験を希望する場合は、2月10日（水）の一般入
試を受験してください。（国数英の筆記試験と面接を行います）
その際、一般入試の受験料の支払い、調査書・志願票の再郵送は必要ありません。
本校のホームページ上・「出願サイト」のStep1・「入試区分の選択」にて「チャレンジ受験」を選択し、
必要事項を入力して再出願をしてください。

推薦入試　募集要項
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コ ー ス 進学コース 特別進学コース 進学コース 特別進学コース

募集定員 135名（進学コース100名　特別進学コース 35名）

入試区分 一般入試（単願・フリー） 一般入試（フリー） 一般入試（書類選考）

出願資格

以下の（１）～（３）をすべて満たしていること。
（１）2021年3月中学校卒業見込者および2020年3月中学校卒業者の女子。
　　　（但し、書類選考は2021年3月中学校卒業見込の女子に限る）
（２） 単願・書類選考希望者は、中学3年1学期（前期）または2学期（12月）の内申ならびに出席状況が

P2掲載の内申基準を満たしている者。
（３）中学校からの進路相談（12月）で内申基準の確認ができている者。（フリー受験は除く）
　　　（詳細はP6「出願上の注意」を参照のこと）

試 験 日 2021年2月10日（水）

出願事前登録
可能期間 2020年12月20日（日）～2021年1月23日（土）

出願期間 2021年1月24日（日）～2月3日（水）当日消印有効

出願方法

＜出願（インターネット）＞
本校ホームページ上の出願サイトにて必要情報の入力、受験料の支払い、受験票等の印刷後、出願書類を
本校に簡易書留で郵送してください。
※ ご自宅等で手続きができなかったり、プリントアウトができない場合は、上記の出願期間で本校でも出
願登録等を行うことができます。希望される方は事前に事務室（042-742-1442）までご連絡ください。
　平日　9:30～16:00（土日を除く）

受 験 料 20,000円

出願書類 P5記載の「出願書類一覧」をご覧ください。

試験会場 本　校

集合時間 ９：00

試験科目

　 9：30～10：20　国語
　10：35～11：25　英語（リスニングあり）
　11：40～12：30　数学
　12：35～13：10　昼食
　13：15～ 　面接（グループ面接）

書類選考

持 ち 物 受験票・筆記用具・上履き・くつ袋・昼食

合格発表

＜合格発表（インターネット）＞
2021年2月11日（木・祝）10：00～「合格発表専用サイト」にて発表
（１）本校ホームページ上「合格発表専用サイト」からログインしてください。
　　　※電話等による入試結果のお問い合わせには一切お答えできません。
（２）合格者は、「合格発表専用サイト」にて合格通知書が印刷できます。
（３）合格者には、出願時に入力いただいた現住所に、入学関係書類を郵送致します。

スライド合格
入学試験において高得点の
者は、特別進学コース合格
とします。（コース選択は
本人の意志によります）

入学手続

＜入学手続（窓口）＞
手続期間　2021年2月12日（金）～3月2日（火）（日曜祝日を除く）
※但し、単願希望者は２月12日（金）～２月16日（火）までとします。（日曜日を除く）
　平　日　9：30～16：00　　土曜日　9：30～12：00
（１）高等部本校舎事務室窓口にお越しください。
（２）入学納入金内訳は、P7をご参照ください。
（３）「入学納入金振込済証明書」をご持参ください。一旦納入された入学金は返金致しません。
（４）入学手続期間内に手続きをされなかった場合は、入学を辞退したものとします。

特進チャレンジ

進学コースに書類選考で出願し
た者で、特進コースへのチャレ
ンジ受験を希望する場合は、2
月10日（水）の一般入試を受
験してください。（国数英の筆
記試験と面接を行います）
出願時に「特進チャレンジ」
の項目を選択してください。

一般入試　募集要項



出願書類一覧
以下の表に示すものが、各入試区分の出願書類です。必要な書類を揃え、必ず出願期間内（当日消印有
効）に簡易書留で郵送してください。書類に不備がある場合は受理できませんので、ご注意ください。

入　試　区　分 推　薦　入　試
一般入試

二　次　募　集
単　願 書類選考（併願） フリー

志　願　票 ○ ○ ○ ○ ○
調　査　書 ○ ○ ○ ○ ○

中学校長の推薦書 ○ ― ― ― ―
自己アピール作文 ― ― ○ ― ―
宛　名　票 角形2号（角2）の任意封筒に添付

・調査書は出身中学校で発行のもの。
・推薦書（推薦入試を受験する場合のみ）
　本校ホームページよりダウンロード・印刷した所定用紙（A4判・白い紙）に、在籍中学校の先生がご記入ください。
・自己アピール作文（一般入試書類選考を受験する場合のみ）
　本校ホームページよりダウンロード・印刷した所定用紙（A4判・白い紙）に、本人がご記入ください。
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コース名 進学コース 特別進学コース

募集定員 10名

出願資格 2021年3月中学校卒業見込者および2020年3月中学校卒業者の女子。

試験日 2021年3月3日（水）

出願期間 2021年2月28日（日）～3月3日（水）

出願方法
＜出願（インターネット）＞

本校ホームページ上の出願サイトにて必要情報の入力、受験料の支払い、受験票等の印刷後、
3月3日（水）試験当日に出願書類を本校に持参してください。

受験料 20,000円

出願書類 P5記載の「出願書類一覧」をご覧ください。

試験会場 本　校

集合時間 9：00（午前中で終了予定）

試験科目 国語・英語（リスニングなし）・数学（各科50分、各100点）
    ※一般入試と同時間帯になります。P4一般入試募集要項をご参照ください。

持ち物 受験票・筆記用具・上履き

合格発表

＜合格発表（書類交付）＞
2021年3月3日（水）14:00~　書類交付にて発表　
　（１）入試選考結果を交付しますので、受験票をご持参ください。
　　　  ※電話等による入試結果のお問い合わせには一切お答えできません。
　（２）高等部本校舎事務室窓口にお越しください。
　（３）スライド合格あり。（P4一般入試募集要項をご参照ください）　

入学手続

＜入学手続（窓口）＞
手続期間　2021年3月3日（水）～3月4日（木）　9：30～16：00
　（１）高等部本校舎事務室窓口にお越しください。
　（２）入学時納入金内訳は、P7をご参照ください。
　（３）「入学納入金振込済証明書」をご持参ください。一旦納入された入学金は返金致しません。
　（４）入学手続期間内に手続きをされなかった場合は、入学を辞退したものとします。

二次募集　募集要項 ※ 二次募集の志願者は、事前にご相談ください。



特別奨学生（特待）制度
本校では、高い学習意欲を持ち、学校生活において模範となる優秀な生徒に対し、学校生活を支援する
目的で、特別奨学生を認定しています。
推薦入試合格者および一般入試の書類選考に出願した者で、特別奨学生へのチャレンジ受験を希望する
場合は、2月10日（水）の一般入試に出願し受験をしてください。（筆記試験と面接を行います）この場
合、受験料の支払い、調査書・志願票の再郵送は必要ありません。
推薦入試合格者の方は、本校ホームページ上・「出願サイト」のStep1・「入試区分選択」にて「チャレ
ンジ受験」を選択し、必要事項を入力して再出願をしてください。一般入試書類選考出願者の方は、出
願時に「特待チャレンジ」の項目を選択してください。

一般入試の得点平均85点以上の者から選考します。

帰国生の入学試験について
推薦入試・一般入試（単願・書類選考）・二次募集のいずれの入学試験においても、進学コース・特別進
学コース問わず、帰国生（日本の中学校に相当する海外の学校に在籍中の女子）を受け入れています。
選考方法をはじめ募集要項の内容は全て同じですが、必ず事前にご相談ください。

入学試験当日
・持ち物：P3～P5の募集要項を参照してください。
　鉛筆またはシャープペンシルは、HB以上の濃さのものを使用してください。
　定規は必要ありません。下敷きの使用、物の貸し借りは認めません。
・ 2月10日の一般入試を受験する方は、昼食が必要となります。昼食は自席で取っていただきます。外
出は原則として認めません。
・特進チャレンジ・特待チャレンジを受験する方は、一般入試と同じスケジュールになります。
　 各チャレンジ受験の詳細は、P2「入学試験概要」・P3～ P5「募集要項」・P6「特別奨学生（特待）
制度」をご参照ください。

出願上の注意
推薦入試・一般入試（単願・書類選考）を希望される方は、出願に先立ち、入試区分の確認のため中学
校の先生と本校とで進路相談（12月15日（火）、12月16日（水））を行いますので、それ以前に必ず
担任の先生とご相談ください。

※ 進路相談および出願に際しては、「入試区分」をお間違えのないようにご注意ください。担任の先生と
十分な確認をお願い致します。
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感染症等への対応について
様々な感染症等の「学校において予防すべき伝染病」に罹患した場合、あるいはその恐れがある場合
は、追試験を実施しますので、原則、入試前日までに中学校を通してご連絡ください。

荒天や震災時における対応について
入試当日に大雪などの著しい荒天が予想される場合は、本校のホームページに情報を掲載しますので、
ご確認ください。また、荒天や震災等の状況によっては、試験時間の変更や日程の繰り下げなどを行
う場合があります。



入学納入金

納入金
校納金

入学金 220,000円
施設費 170,000円

預り金 PTA入会金 2,000円
合　計 392,000円

※一旦納入された入学金は、一切返金致しません。
※入学者保護者は後援会の会員となりますので、入会金20,000円を別途納金していただきます。
※入学手続きをされた方は、以下の新入生対象行事に出席してください。（保護者同伴必須です）
　制服採寸：2/20（土）推薦入試合格者、3/6（土）一般入試合格者
　新入生参集日：3/14（日）全員

入学後の初年度納入金（入学納入金を除く）
進学コース 特別進学コース

月　額（４月以降） 年　額 月　額（４月以降） 年　額

授業料 37,000円 444,000円 37,000円 444,000円

設備費 8,000円 96,000円 8,000円 96,000円

特別進学指導費 2,000円 24,000円

生徒会費 600円 7,200円 600円 7,200円

PTA会費 1,200円 14,400円 1,200円 14,400円

合　計 46,800円 561,600円 48,800円 585,600円

　※上記の他に、修学旅行費、教材費・諸経費等の徴収があります。
　※2021年度以降の校納金は、在学中に変更することがあります。

公的補助金について
　①　私立高等学校等就学支援金（国）
　　　市町村民税所得割額によって月額9,900円～33,000円が軽減されます。（2020年度の例）
　②　私立高等学校等生徒学費補助金（神奈川県）
　③　私立高等学校等授業料軽減助成金（東京都）
　④　私立高等学校等奨学給付金（神奈川県）
　　　上記①～④は申請により国及び県・都から交付されます。詳しくは、入学後にお知らせ致します。

 個人情報の取り扱いについて
本校では、出願等で知り得た個人情報を入試関連業務以外に使用することはありません。また、入学手
続完了者の個人情報について、入学に関すること以外で使用することはありません。
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インターネット出願
■平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。
■ご自宅で出願手続きができます。
■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。

　お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

＜インターネット出願手続きの流れ＞

インターネット出願サイト
募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトへリンク
するバナーを設置します。

ID（メールアドレス）登録
メールアドレスをIDとして登録してください。イベント予約等で既に
メールアドレス（mcID）をご登録済みの方は、そちらのIDをお使いく
ださい。

ログイン／マイページ
登録したメールアドレスを使ってログインしてください。マイページが
表示されます。顔写真データ（正面上半身脱帽）がある方は、ここで
アップロードすると、受験票と志願票に顔写真が印刷されます。

出願情報入力
志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

受験料決済
受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、ペイジー（金融
機関ATM・ネットバンキング）をご利用いただけます。また、お支払い
には別途手数料が発生します。

受験票・志願票等印刷
顔写真貼付

受験料お支払い完了後、マイページから受験票と志願票を印刷し、顔写
真（正面上半身脱帽、タテ4cm、ヨコ3m、カラーまたは白黒可、裏に
受験番号と氏名を記入）を貼付してください。顔写真データをアップ
ロードされた方は受験票と志願票などの写真貼付欄に印刷されます。

出願書類郵送
角形2号（角2）封筒を用意、封筒に出願書類を入れて宛名票を貼り簡
易書留で出願期間内（当日消印有効）に本校へ郵送してください。

出願手続きは以上となります。試験当日、受験票を必ず持参してください。

　※ 受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、受験生の顔写真を貼付のうえ受験票を試験当日お持ちく
ださい。顔写真データをアップロードされた方は、写真の貼付は不要です。

　※インターネット出願についてのお問い合わせ先は、出願サイト上でご確認いただけます。
　※受験票は合格発表後も必要ですので、大切に保管してください。
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[受験票・志願票・宛名票サンプル画像]  全ての受験者が印刷（プリントアウト）

①受験票
試験当日に持参してください。

②志願票
出願書類とともに郵送してください。

③宛名票
出願書類を入れた封筒に本票を貼付し
てください。

　　　①受験票　　　　　　②志願票　　　　　　　③宛名票

[推薦書サンプル画像]  推薦入試受験者が印刷（プリントアウト）

2020年11月28日（土）より本校ホームページからダウンロード・印刷
してください。
（一般財団法人　神奈川県私立中学校高等学校協会作成書式）
これを在籍中学校に提出し、推薦書の作成を依頼してください。

[自己アピール作文サンプル画像]　書類選考受験者が印刷（プリントアウト）

2020年11月28日（土）より本校ホームぺージからダウンロード・印刷
してください。
自己アピール作文を400字程度で書いてください。
「受験票」に記載してある受験番号と氏名を、この作文用紙の左上に記入
してください。

5 10 15 20

5

10

15

400

440

自己アピール作文（書類選考）

氏名

鉛筆またはシャープペンシルを使用して４００字程度で書いてください。なお、題は不要です。(左上から横書き)

受験番号

推　　　薦　　　書

相模女子大学高等部校長 殿

　　　　年　　月　　日

学　校　名

学校長氏名 印

　次の生徒は、貴校にふさわしい生徒であると認めますので

推薦いたします。

記

受験番号

生徒氏名

　なお、本人の調査書を添付いたします。

（一般財団法人　神奈川県私立中学高等学校協会作成書式）




