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募集要項【自己推薦(併願)入試】 

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 １３０名 

※内部進学生を除き，約６０名の募集 

出願資格 
① 2023年３月中学校卒業見込みの女子であること。 

② 成績等の条件有り。 

提出書類 

・自己PR作文（400字～600字） 

・調査書 

・｢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） 

出願情報 

入力期間 

(受験生) 

2022年１２月１日(木) ～ １２月２５日(日) 

出願期間 

(中学校) 

2023年１月１０日(火)～１月１３日(金) 受付時間 9:00～17:00 

◆郵送の場合は出願期間の最終日必着 

【出願先】 セントヨゼフ女子学園高等学校 

〒514-0823 三重県津市半田1330 

出願方法 

(中学校) 
上記出願期間中，各中学校からの出願のみ受け付けます。 

入学 

検定料 

6,000円 

自己推薦入試・一般入試を両方出願する場合の検定料は15,000円になります。 

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 

備 考 

・英検以外の英語に関する資格について 

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

コア等の写しを添付してください。ただし，英検３級以上に相当するランクに限

ります。 
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募集要項【一般入試】 

 専願方式 一般方式 

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 １３０名 

※内部進学生を除き，約６０名の募集 

出願資格 

① 2023年３月中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 授業見学会などの学校説明会に，一

度以上参加していること。 

④ 成績等の条件有り。 

2023年３月中学校卒業見込みまたは

既卒の女子であること。 

 

 

 

 

 

提出書類 

・志望理由書 

・調査書 

・｢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） 

・調査書 

・｢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） 

 

出願情報 

入力期間 

(受験生) 

2022年１２月１日(木) ～ １２月２５日(日) 

出願期間 

(中学校) 

2023年１月１０日(火)～１月１３日(金) 受付時間 9:00～17:00 

◆郵送の場合は出願期間の最終日必着 

【出願先】 セントヨゼフ女子学園高等学校 

〒514-0823 三重県津市半田1330 

出願方法 

(中学校) 
上記出願期間中，各中学校からの出願のみ受け付けます。 

入学 

検定料 

12,000円 

自己推薦入試・一般入試を両方出願する場合の検定料は15,000円になります。 

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 

備 考 

・英検以外の英語に関する資格について 

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

コア等の写しを添付してください。ただし，英検３級以上に相当するランクに限

ります。 
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入学試験【自己推薦(併願)入試】 

試験日 2023年１月２２日(日) 

持ち物 

受験票，筆記用具，上履き，外靴用靴袋，健康状態チェックシート， 

必要な人は腕時計（電卓や通信機能がある腕時計は使用不可） 

※下敷きは使用不可 

試験時間 
面接試験 8:50～ (10分間の個人面接) 

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。 

選抜方法 

事前に提出する「自己ＰＲ作文」（４００字以上６００字以内）と面接試験， 

中学校の評価合計により総合的に判断します。 

※自己推薦入試はスーパーアドバンスコースからアドバンスコースへの 

スライド合格はありません。 

結果通知 
2023年１月２４日(火) 本人宛に速達で発送。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。 

追試験に 

ついて 

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，学校からの連絡によって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２月１１日(土)に実施します。 
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入学試験【一般入試】 

 専願方式 一般方式 

試験日 2023年１月２７日(金) 

持ち物 

受験票，筆記用具，定規，コンパス，上履き，外靴用靴袋， 

健康状態チェックシート，昼食(一般方式のみ)，必要な人は腕時計 

（電卓や通信機能がある腕時計は使用不可）※下敷きは使用不可 

試験時間 

及び 

配 点 

受付 8:15～ 8:30 

国語 9:00～ 9:45(45分) 50点 

数学 9:55～10:40(45分) 50点 

英語(リスニング含む) 

10:50～11:35(45分) 50点 

面接11:45～   (個人10分) 

 

 

受付 8:15～ 8:30 

国語 9:00～ 9:45(45分) 50点 

数学 9:55～10:40(45分) 50点 

英語(リスニング含む) 

   10:50～11:35(45分) 50点 

昼休み11:35～12:30 

社会12:30～13:15(45分) 50点 

理科13:25～14:10(45分) 50点 

選抜方法 

国語と数学のうち得点の高い方 

と英語の得点の合計を判定に使 

用します｡学力試験に英語の資格 

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 

 の写しが添付されていない場合 

 は，加点の対象になりません。 

学力試験に英語の資格の加点をして

判定します。 

※「実用英語技能検定合格証明書」等 

 の写しが添付されていない場合 

 は，加点の対象になりません。 

※学力試験の結果を，８段階表示 

(Ｓ1,Ｓ2,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,E,Ｆ)で 

開示します。 

※一般入試はスーパーアドバンスコースからアドバンスコースへのスライド 

合格があります。 

結果通知 
2023年１月３０日(月) 本人宛に速達で発送。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。 

追試験に 

ついて 

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，学校からの連絡によって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２月１１日(土)に実施します。 
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海外帰国子女の受験について 

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１年未満の者。 

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

３．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。 

提出書類 

・海外在留期間中の学歴の記録(本校所定の用紙) 

・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 

・３級以上の英検取得者は,「実用英語技能検定合格証明書」等の写し 

※出願期間，出願方法は専願･一般方式と同じです。 

試験日 2023年１月２７日(金) 

持ち物 

受験票，筆記用具，定規，コンパス，上履き，外靴用靴袋， 

健康状態チェックシート，必要な人は腕時計 

（電卓や通信機能がある腕時計は使用できません）※下敷きは使用不可 

試験時間 

及び 

配 点 

受付 8:15～ 8:30 

国語 9:00～ 9:45(45分) 50点 

数学 9:55～10:40(45分) 50点 

英語(リスニング含む) 

10:50～11:35(45分) 50点 

面接11:45～   (個人10分) 

※試験問題，試験時間，配点は専願 

方式の受験生が受けるものと同じ 

です。 

 

 

 

選抜方法 

国語と数学のうち得点の高い方と英語の得点の合計を判定に使用します｡ 

学力試験に英語の資格の加点をして,面接試験と合わせて総合的に判定し 

ます。なお合否判定の際には，所定の基準で考慮します。 

※「実用英語技能検定合格証明書」等の写しが添付されていない場合は， 

加点の対象になりません。 

結果通知 
2023年１月３０日(月) 本人宛に速達で発送。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。 

追試験に 

ついて 

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，学校からの連絡によって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２月１１日(土)に実施します。 
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入学手続 

手 続 日 
2023年３月１７日(金)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３０日(月)～２月１５日(水) 

※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 

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」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授業料          33,000円 

②学校維持費        6,000円 

③活動諸費         1,100円 

④教育環境整備協力費    1,600円 

⑤旅行等積立金       5,000円 

⑥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(高校３年間分)  80,000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年間または１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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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           学校       学年まで 

在留期間         年    月  ～        年    月 

国  名 

海外での 

教育機関 

  



２０２３年度自己推薦入試 自己ＰＲ作文       セントヨゼフ女子学園高等学校 

受験番号 
 

名前 学校名 
 

中学校 
 

自分の強みや中学校で頑張った取り組みなどを具体的に４００字～６００字で書いてください。 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   
400 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   
600 



２０２３年度一般入試【専願】志望理由書       セントヨゼフ女子学園高等学校 

受験番号 名前 学校名 
 

中学校 
 

本学園への入学を希望する理由と,入学後に取り組みたい事を具体的に４００字以内で書いてください。 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   
400 

 

特技,取得資格,特記事項などがあれば書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特  技：(例) バレエ，ダンス，ピアノ，体操競技など 
取得資格：(例) 検定試験○級(英語，漢字，書道など) 
特記事項：(例) 地域のボランティアサークルに参加，コンクール入賞など 

  



出願情報の入力について 

◇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，出願情報入力期間内に入金してください。 

 

インターネット出願の流れ 
 


