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セントヨゼフ女子学園の建学の精神 

「愛と奉仕の精神」を建学の精神とするセントヨゼフの教育の礎は聖書にあり，イエ

ス･キリストの生き方に基づいています。本学園では，生徒たちが"Women for Others"

として人々に幸せを届ける女性に育っていくことを望んでいます。それは決して華々

しく目立った生き方ではありません。自分がいただいている能力を存分に発揮し，自

分の使命を果たすことによって人々の幸福のために貢献する。これが学園の建学の精

神です。 

 

アドミッション･ポリシー(求める生徒像) 

カトリックのミッション･スクールの生徒として，自分も他の人も大切な存在である

ことを理解し，学校生活を送ることができる生徒。 

日々の生活の中で主体的に学習し，深い学びのために学力を向上させる努力を続ける

ことができる生徒。 

様々な活動に積極的に参加し，その経験を自分の成長にいかすことができる生徒。 

 

ＡＯ(アドミッション･オフィス)入試とは 

ＡＯ入試は，入学志願者の人物像を本学園の求める生徒像(アドミッション･ポリシー)に照ら

し合わせて合否を決める入試方式です。 

通常の入試では学力試験を一度行い，その成績によって合否が決定されます。そのた

め，本当の自分の力や良さを発揮できずに終わってしまうこともあります。ＡＯ入試

では，志願者の入学意欲や今までの活動について面接官が直接対話をし，総合的に判

断して合否を決定します。本学園では，入学後の成長を期待できる人を積極的に受け

入れます。 

 

ＡＯ入試の受験について 

入試の趣旨をご理解いただくために，『ＡＯ入試説明会』に出席していただきます。 

説明をお聞きいただいた後，出願に必要な書類（作文用紙）をお渡しします。 

ＡＯ入試説明会(９月からの日程) 

下記の日程で行います。すべて同じ内容ですので，ご都合のよい日を選んで 

ホームページからお申し込みください。 

1.  9月25日(日) 入試説明会①   終了後 

2. 10月 1日(土) 学校見学会     終了後 

3. 10月 8日(土) ＡＯ入試対策学習会 終了後 

4．11月 5日(土) 学校見学会     終了後 

5. 11月12日(土) 入試説明会②   終了後 

6. 12月 9日(金) 直前相談会     終了後 
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※コロナウイルス感染拡大の状況

により，やむを得ず変更または

中止になる場合があります。 



募集要項 

 
ＡＯ方式 

一般方式 
２教科型 英語重視型 

募集人員 スーパーアドバンスコース，アドバンスコース合わせて １００名 

出願資格 

① 2023年３月小学校卒業見込みの女子であること 

② 本校を第一志望とし，合格した場合は本校に入学

すること 

③ ＡＯ入試説明会に本人･保護者，または保護者が出

席していること 

2023年３月小学校卒業

見込みの女子であるこ

と 

 

 

 

提出書類 

・説明会で配布した作文

用紙･保護者意識調査書 

 

・実用英語技能検定合格

証明書等の写し(４級以

上の英検取得者は，加

点の対象となります) 

※英検以外の資格について

はCEFR(セファール)の基

準により判断しますの

で，スコア等の写しを提

出してください。ただ

し，英検４級以上に相当

するランクに限ります。 

・説明会で配布した作文

用紙･保護者意識調査書 

 

・実用英語技能検定合格

証明書等の写し(準２級

以上の英検取得者は英

語の試験は満点とみな

し，英語の受験を免除

します) 

※英検以外の資格について

はCEFR(セファール)の基

準により判断しますの

で，スコア等の写しを提

出してください。ただ

し，英検準２級以上に相

当するランクに限りま

す。 

・実用英語技能検定合

格証明書等の写し 

(３級以上の英検取得

者は，加点の対象と

なります) 

※英検以外の資格につい

てはCEFR(セファール)

の基準により判断しま

すので，スコア等の写

しを提出してくださ

い。ただし，英検３級

以上に相当するランク

に限ります。 

出願情報 

入力期間 
2022年１２月１０日(土) ～ １２月２２日(木)23時59分 

出願期間 

2022年１２月１２日(月) ～ １２月２３日(金) １２時 (正午) 

受付時間 9:00～17:00 (日曜日は休業日) 

郵送の場合は出願期間の最終日必着 

【出願先】 〒514-0823 三重県津市半田1330 

セントヨゼフ女子学園高等学校･中学校 

入学検定料 

12,000円 (ＡＯ方式と一般方式の両方を出願する場合は， 

一般方式の検定料は5,000円) 

クレジットカード決済，コンビニエンスストア決済，Pay-easy決済 

※別途事務手続料が必要です 
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入学試験 

 
ＡＯ方式 

一般方式 
２教科型 英語重視型 

試 験 日 
学力試験 2023年１月５日(木)午後 

面接試験    １月６日(金) 

学力試験 

2023年１月９日(祝･月) 

試験科目 

及び 

配 点 

○学力試験 

国語(50分) 100点 

算数(50分) 100点 

 

○面接試験(20分) 

保護者同伴面接 

○学力試験 

国語(50分) 100点 

算数(50分) 100点 

英語(40分) 100点 

○面接試験(20分) 

保護者同伴面接 

○学力試験 

国語(50分) 100点 

算数(50分) 100点 

社会(40分)  75点 

理科(40分)  75点 

 

※スーパーアドバンスコースとアドバンスコースの２つのコースから，希望のコー

スを選択して受験してください。スーパーアドバンスコースを選択された場合，

合格基準を満たさないときは，アドバンスコースの基準に合わせて通知します。 

選抜方法 

学力試験に英検級の加点

をして，面接試験と合わ

せて総合的に判定しま

す。 

※実用英語技能検定合格

証明書等の写しが提出

されていない場合は，

加点の対象にはなりま

せん。 

学力試験と面接試験で総

合的に判定します。 

※英検準２級以上の取得

者は英語の試験は満点

とみなし，英語の受験

を免除します。 

※実用英語技能検定合格

証明書等の写しが提出

されていない場合は，

免除の対象にはなりま

せん。 

学力試験に英検級の加点

をして判定します。 

※実用英語技能検定合格

証明書等の写しが提出

されていない場合は，

加点の対象にはなりま

せん。 

※学力試験の結果を，６

段階表示(Ｓ,Ａ,Ｂ,

Ｃ,Ｄ,Ｆ)で開示しま

す。 

結果通知 
2023年１月１０日(火) 本人宛に速達で発送します。インターネットによる発表

は行いません。また，電話での問い合わせにはお答えできません。 

入学手続 
2023年１月１４日(土)午後 本人および保護者が出校してください。 

※詳細は結果通知時に同封いたします。 

入 学 金 

50,000円 

【納入期間】 2023年１月１８日(水)まで 

※納入された入学金はいかなる事由があってもお返しいたしません。 

備 考 けが等により教室での受験が困難な場合，保健室で受験することができます。 
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海外帰国児童の受験について 

出願資格 

１．保護者の海外在留のため１年以上海外に在留し，現地校または 

現地の日本人学校に通学していた女子。 

２．帰国後３年未満の者。 

※海外帰国児童としての受験には，上記出願資格１,２ともに満たす必要があります。 

提出書類 

ＡＯ方式または一般方式のものに加えて，次の書類を提出してください。 

① 海外在留期間中の学歴の記録 別紙２ 

② 海外在留期間中の最終の学業成績証明書または通知表の写し 

※出願期間，出願方法は一般の受験生と同じです。 

試験時間 

及び 

配 点 

試験問題，時間，配点はＡＯ方式(２教科型・英語重視型)･一般方式の受験生

が受けるものと同じです。また，一般方式の場合も，学力試験後に面接を行い

ます。なお合否判定の際には，所定の基準で考慮します。 

 

備 考 

障がい等のある方への受験上の配慮について 

受験に際して，病気・負傷や障がい等のために，器具などの装備や所持品についての配慮を

希望される場合は，「受験上の配慮申請書」別紙２に記入して，出願時に提出書類と一緒に

提出してください。場合によっては診断書の提出を求めることがあります。 

 

学費等について 

月 額 

①納入額          36,100円 

〔授業料，学校維持費，活動諸費，教育環境整備協力費〕 

②旅行等積立金       4,000円 

③保護者会費         300円 

※上記のほかに，スクールバス利用者はバス代が加算されます。 

入学年度のみ 教育充実費(中学３年間分) 280,000円 

奨学金制度 

 

授業料支援制度 

◆本校の奨学金制度について 

１．特待生入学奨学金 

入学試験一般方式において，一定の成績基準を超えている入学生には，

Honor Student(特待生)として３年間の授業料相当額の奨学金を授与し 

ます。(返済不要) 

２．在籍中の奨学金 

本校に在籍中の学業成績･人物ともに優れた生徒や学校生活で活躍した

生徒に奨学金を授与します。(返済不要) 

◆国による授業料支援制度，本校の授業料支援制度について 

経済的援助を必要とする生徒に対して支援金を給付する制度があります。 
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入試出願について 

１．インターネット出願について 

◇出願にあたっては，以下のものを用意してください。 

①インターネットに接続されているパソコン，タブレット，スマートフォン 

②利用可能なメールアドレス 

③ＰＤＦを開くためのアプリケーション 

④Ａ４サイズが印刷できるプリンター 

※ご家庭での入力が困難な場合は，当学園にて入力･印刷する日時を設定いたします。 

お申し込みの上，必要なものを準備して，学校までお越しください。 

インターネット入力の対応日 2022年 12月 10日(土),11日(日) 

◇入力期間内は，24時間いつでも入力できます。 

◇双子のお子様など複数名の姉妹が出願される場合，受験生登録はお子様ごとに行ってくだ

さい。メールアドレスは同一のものでかまいません。 

◇クレジットカード，コンビニエンスストア，Pay-easyでの決済の際，別途事務手続料がか

かります。検定料に事務手続料を合わせてお支払いください。 

◇「出願登録」だけでは出願手続きは完了していません。検定料の入金確認後に「登録完了

メール」が送付されて出願手続きが完了します。 

◇コンビニ，Pay-easy決済を選択された場合，出願期間内に入金してください。 

２．書類提出 

◇出願期間内必着で，「簡易書留郵便」にて郵送するか，出願期間内に直接当学園までご持参

ください。 

３．専願と併願 

◇専願とは，入学試験に合格した場合，必ず入学することを意味しますので，他校の専願の

入試とあわせて受験することはできません。合格後の入学辞退はできませんので，ＡＯ方

式で合格された方は，必ず入学金を納入して入学の手続きを行ってください。 

◇併願とは，本校を受験し他校も受験することができる入試のことです。本校の一般方式は

併願可能な入試です。 

４．その他 

◇出願にあたり，ご提供いただいた個人情報は，入学試験と入学に付随する業務の目的以外

には使用いたしません。 
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受験生の方へ 

ＡＯ方式学力試験 

 ■試 験 日    2023 年１月５日(木) 

 ■受付・試験時間   

 

 

 

 

 

 ■試験会場 セントヨゼフ女子学園中学校 

 ■試験当日必ず持参するもの ※共用を避けるため，貸し出しは行いません。 

  (1) 受験票，健康状態チェックシート 

  (2) 鉛筆(シャープペンシルも可），消しゴム，定規，コンパス  ※下敷きは使用不可 

  (3) 上履き，外靴用靴袋 

  (4) 腕時計(音が鳴らないように設定してください) 

  (5) マスク着用，ハンカチ，ティッシュ 

マスクで鼻と口を確実に覆ってください。できるだけ不織布マスクの使用をお願い 

します。 

ＡＯ方式面接試験 

 ■試 験 日    2023 年１月６日(金) 

 ■受付・面接時間  受付は面接時間の２０分前です。 

面接時間は出願時にお知らせします。 

 ■試験会場    セントヨゼフ女子学園中学校 

 ■試験当日必ず持参するもの 

    ◎受験票，健康状態チェックシート 

 

 

一般方式入学試験  

 ■試 験 日    2023 年１月９日(月) 

 ■受付・試験時間   

 

 

 

 

 

 

 ■試験会場 セントヨゼフ女子学園中学校 

 ■試験当日必ず持参するもの ※共用を避けるため，貸し出しは行いません。 

  (1) 受験票，健康状態チェックシート 

  (2) 鉛筆(シャープペンシルも可），消しゴム，定規，コンパス  ※下敷きは使用不可 

  (3) 上履き，外靴用靴袋 

  (4) 腕時計(音が鳴らないように設定してください) 

  (5) マスク着用，ハンカチ，ティッシュ 

マスクで鼻と口を確実に覆ってください。できるだけ不織布マスクの使用をお願い 

します。 
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 開始時間 終了時間 

受 付 13時 15分 13時 45分 

国 語 14時 00分 14時 50分 

算 数 15時 00分 15時 50分 

英 語(英語重視型のみ) 16時 00分 16時 40分 

 開始時間 終了時間 

受 付 8 時 15分 8 時 45分 

国 語 9 時 00分 9 時 50分 

算 数 10時 00分 10時 50分 

社 会 11時 00分 11時 40分 

理 科 11時 50分 12時 30分 



受験にあたっての留意事項 
◎試験当日の朝に自宅で検温を行い，当日の体調を【健康状態チェックシート】別紙１に記入

して，受付で提出してください。複数枚必要な時は，ＨＰからダウンロードして記入してく

ださい。 

 

ＡＯ方式学力試験，一般方式 

(1) 試験会場には受付開始時間から入室できます。 

(2) 当日は駐輪場で受付後，係の案内に従って校舎の入口で上履きに履き替えて受験室へ入っ

てください。受験室内は暖房を入れてあります。 

(3) コートの持ち込みは自由です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため窓を開けて換気

しますので室温が下がることがあります。調節しやすい服装を準備してください。 

(4) 試験開始後 20分以上遅刻した場合は受験できません。 

(5) 受験生は上記の必要なものをかばんにまとめて入れておいてください。本や水筒をその中

に入れて持ち込んでも構いません。 

(6) 試験中に机の上に出してよいものは，鉛筆(シャープペンシル)と消しゴム，腕時計(算数の

時間には定規とコンパスも)です。その他のもの(筆入れも)はすべてかばんにしまってくだ

さい。机の中には何も入れてはいけません。 

(7) 試験会場には時計はありません。腕時計を準備してください。電卓や通信機能のある腕時

計は使用できません。また，携帯電話・スマートフォンなどを時計代わりに使用すること

はできません。 

(8) 携帯電話・スマートフォンは必ず電源を切って，かばんの中に入れてください。 

(9) 電子計算機類(腕時計や筆記具に組み込まれているものも含む)，空間除菌等のエアマスク

類，ひざ掛けの受験室への持ち込みは禁止です。 

(10) 受験票は，机の番号札の横に受験番号が見えるように置いてください。 

(11) 試験中にものを落としたとき，問題の印刷がはっきりしないとき，気分が悪くなった時な

どは，静かに手をあげて係の教員に知らせてください。 

 

保護者の方へ 

(1) 車でお越しの方は本校の大駐車場をご利用ください。 

ＪＲ阿漕駅からは徒歩で約 15分，近鉄津新町駅からは徒歩で約 25分です。 

(2) 一般入試 1月 9日(祝･月)の日は，近鉄津新町駅～セントヨゼフ間のスクールバスを運行 

いたします。 

近鉄津新町駅発 セントヨゼフ行き   8時 10分 

セントヨゼフ発 近鉄津新町駅行き  12時 50分 

(3) 試験開始時刻までは体育館にて待機をお願いします。校長よりお話をさせていただきま

す。 

(4) 保護者の控え室は体育館です。暖房は入れますが，コロナウイルス感染防止の為，窓を開

けて換気しますので，防寒用のひざ掛けなどをご用意ください。 

(5) 受験生が，インフルエンザ感染，またはコロナ感染等の症状により受験が困難な場合，追

試験受験の手続きをすることができます。追試験は 2023年１月２２日(日)に実施します。 
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別紙１ 
 

2023年度入試 健康状態チェックシート 
 

セントヨゼフ女子学園高等学校･中学校 

試 験 日 2023年 １ 月    日 

ふりがな 
受験者名 

 

 
受験番号 

 

付添保護者名 
① 

 

② 

連絡先(住所) 
 

 

電話番号 
(日中に連絡がとれる電話番号) 

 

確認項目 受験生 付添① 付添② 

入試日当日の朝，自宅での検温結果 ℃ ℃ ℃ 

Ａ 

発熱の症状がある（37.5度以上） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

息苦しさ（呼吸困難）がある はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

強いだるさ（倦怠感）がある はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

Ｂ 

味を感じない（味覚障害がある） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

臭いを感じない（嗅覚障害がある） はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

咳の症状が続いている はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

咽頭痛が続いている はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

下痢をしている 

（持病や食あたりなど新型コロナウイルス感

染症以外の原因が推測されるものを除く） 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

過去２週間以内に，同居している者で医療機

関を受診して新型コロナウイルス感染症の罹

患が疑われ，かつ，その疑いが否定されない

まま症状が続いている者がいる。 

または，過去２週間以内に，政府から入国制

限，入国後の待機期間を必要とされている

国・地域等の在住者との濃厚接触（１ｍ程度

以内で 15分以上接触）がある。 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

 

 

◆Ａ欄で１項目以上，又は，Ｂ欄で２項目以上該当する場合は，当該受験者だけではなく他の

受験者や監督等の安全確保のため，試験を受けることはできません。追試験の受験申請をす

ることになります。 

◆Ｂ欄で１項目のみ該当する場合で受験者が希望する場合は，別室で試験を受けることができ

ます。 

※記載いただいた内容は，受験者の健康状態をチェックするためのもので，他の目的に使用することは 

ありません。 



別紙２ 
 

2023年度入試 受験上の配慮申請書 
 
受験番号         受験者名 
 

この欄に，受験に際して配慮を希望する理由(症状および学校の授業での状況など)を簡潔に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    保護者名            ㊞ 

 

 

 

 

 

2023年度入試 海外在留期間中の学歴の記録 
 
受験番号         受験者名 
 

渡航前の在籍校       立          小学校     学年まで 

在留期間         年    月  ～        年    月 

国  名 

海外での 

教育機関 

 

 


