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■募集学科・募集定員・募集方法

学科・コース名 募集定員 募集方法

理数科 理系進学コース １．推薦入学試験４０名
文系進学コース ２．一般入学試験Ⅰ

３．一般入学試験Ⅱ普通科 進学コース
１２０名 ４．帰国生徒特別入学試験ライセンスコース

合 計 １６０名 ※推薦入学試験の募集人数は募集定員の５割程度

外国籍留学生特別入学試験……本校において授業科目を履修し、単位を修得して本校を卒業することを
希望する外国籍の女子生徒のための試験です。
詳細はお問い合わせください。

■入試日程

推薦入学試験 一般入学試験Ⅰ 一般入学試験Ⅱ

出願期間 １月22日(月)～１月30日(火) １月31日(水)～２月８日(木)

試験日 ２月２日(金) ２月13日(火) ２月14日(水)

合格発表 ２月３日(土)発送 ２月16日(金)発送

入学手続期間 ２月５日(月)～２月９日(金) ２月19日(月)～２月28日(水)

入学準備説明会 ３月16日(金)

■出願資格

推薦入学試験 １．2018年３月中学校卒業見込みの女子
２．学業・人物ともに優れ、出身中学校長が推薦する者

一般入学試験Ⅰ １．次の(ｱ)(ｲ)のいずれかに該当する女子
一般入学試験Ⅱ (ｱ) 2018年３月中学校卒業見込みの者

(ｲ) 中学校卒業者

帰国生徒特別入学試験 １．次の(ｱ)(ｲ)(ｳ)のいずれかに該当する女子
(ｱ) 2018年３月中学校卒業見込みの者
(ｲ) 中学校卒業者
(ｳ) 外国において中学校と同等の教育課程を修了したと本校が認める者

２．原則として、保護者とともに外国に在留し、帰国した者

■他校との併願について

推薦入学試験
入学試験に合格した場合、必ず本校に入学してください。

帰国生徒特別入学試験

一般入学試験Ⅰ 「Ａ専願」「Ｂ専願」「併願」のいずれか１つを選んで受験してください。
一般入学試験Ⅱ

Ａ専願 入学試験に合格した場合、必ず本校に入学するという受験です。

Ｂ専願 入学試験に合格した場合、私立高等学校の中では、必ず本校に
入学するという受験です。

併願 入学試験に合格しても、必ずしも本校に入学するとは限らない
という受験です。

※本校への入学希望の意志を確認するためのもので、Ａ専願またはＢ専願で
の受験者を優遇します。他校への受験を制限するものではありません。
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■出願手続

出願期間
推薦入学試験 2018年１月22日(月)～１月30日(火)

一般入学試験Ⅰ
2018年１月31日(水)～２月８日(木)

一般入学試験Ⅱ

帰国生徒特別入学試験 2017年10月２日(月)～2018年３月30日(金)

持参の場合、受付は平日の９時から15時まで。土曜日・日曜日・祝日の受付は行いません。
郵送の場合、出願期間最終日までに必着。
※帰国生徒特別入学試験に出願する場合は、事前に本校へご連絡ください。

提出書類
推薦入学試験 (1) 入学願書

(2) 調査書
(3) 出身中学校長推薦書
(4) 志望理由書
(5) 受験料振込証明書

※入学願書の所定の位置に貼付してください。
(6) 実用英語技能検定合格証書または合格証明書のコピー

※３級以上を取得している者は、入学願書の裏面に貼付
してください。

一般入学試験Ⅰ (1) 入学願書
一般入学試験Ⅱ (2) 調査書

(3) 受験料振込証明書
※入学願書の所定の位置に貼付してください。

(4) 実用英語技能検定合格証書または合格証明書のコピー
※３級以上を取得している者は、入学願書の裏面に貼付

してください。

帰国生徒特別入学試験 (1) 入学願書
(2) 出身学校が発行する調査書または成績証明書
(3) 外国在留期間または外国の学校における在籍期間を証明

するもの
(4) 志望理由書
(5) 受験料振込証明書

※入学願書の所定の位置に貼付してください。
(6) 実用英語技能検定合格証書または合格証明書のコピー

※３級以上を取得している者は、入学願書の裏面に貼付
してください。

受験料 19,000円（１回の受験料で複数回受験可能）
専用用紙で振り込み、振込証明書を入学願書に貼付してください。
※納入された受験料は理由のいかんを問わず返還しません。

出願方法 (1) 志願者は、入学願書に必要事項を記入し、受験料振込証明書を貼付して、出身中学校
へ提出してください。推薦入学試験または帰国生徒特別入学試験に出願する者は、志
望理由書にも記入して、出身中学校へ提出してください。

(2) 出身中学校は、志願者の書類に調査書を加えて、出願期間内に本校へ提出してくださ
い。推薦入学試験の志願者には出身中学校長推薦書も加えてください。
なお、郵送の場合は、中学校の宛先を記入した受験票返送用封筒(長形３号)に
392円分の切手を貼付したものを同封し、書留(簡易書留も可)で送ってください。

提出先 山陽女学園高等部 事務室 〒738-8504 広島県廿日市市佐方本町1-1
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■出願手続

出願期間
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一般入学試験Ⅰ
2018年１月31日(水)～２月８日(木)
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郵送の場合、出願期間最終日までに必着。
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■入学試験

１．推薦入学試験

試験日 2018年２月２日(金)

試験会場 本校教室

試験内容 面接

試験時間割 個別に連絡します。

審査方法 提出された書類と面接の結果を総合的に判断して合否を決定します。また、英語検定取
得者を優遇します。

２．一般入学試験Ⅰ・一般入学試験Ⅱ

試験日
一般入学試験Ⅰ 2018年２月13日(火)

一般入学試験Ⅱ 2018年２月14日(水)

２日とも同じ内容の試験を実施します。試験問題は異なります。
一般入学試験Ⅰまたは一般入学試験Ⅱのいずれかを選んで受験してください。
両方を受験することもできます。

試験会場 本校教室

試験内容
理数科 国語、英語、数学（各教科100点・計300点）、面接

普通科 国語・英語・数学のうち２教科選択（各教科100点・計200点）、面接

試験時間割
理数科 8:30 9:00～9:40 9:55～10:35 10:50～11:30 11:45～

集合 国語(40分) 英語(40分) 数学(40分) 面接

普通科 8:30 9:00～10:30 10:50～

集合 時間内で選択２教科を解答(90分) 面接

1
審査方法 調査書の評定の合計の－を本校入学試験成績に加算し、試験成績と面接の結果および提
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出された書類を総合的に判断して合否を決定します。また、英語検定取得者を優遇しま
す。

３．帰国生徒特別入学試験

試験日 個別に連絡します。

試験会場 本校教室

試験内容 基礎学力テスト、面接

試験時間割 個別に連絡します。

審査方法 基礎学力テストと面接の結果および提出された書類を総合的に判断して合否を決定しま
す。また、英語検定取得者を優遇します。
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■受験上の諸注意

１．受験票を必ず持参してください。
２．受験者は集合時刻までに、指示に従って試験場に入場してください。
３．遅刻した場合は、受付で指示を受けてください。
４．筆記用具は鉛筆(黒色ＨＢまたはＢ)かシャープペンシル(黒色Ｂまたは２Ｂ)としてください。
５．計算機、分度器、下敷きの使用は認めません。定規、コンパスは必要であれば使用しても構いま

せん。
６．試験場内では荷物は定められた場所に置き、机の上には筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、

受験票だけを置いてください。
７．上履き、靴袋を持参してください。
８．各自で時計を用意してください。時計は、計算機能や通信機能等が付いていないものとし、アラ

ーム等の音が鳴らないようにしてください。
９．昼食は必要ありませんが、一般入学試験では面接順によっては終了時刻が遅くなる場合がありま

すので、面接終了後に校内で昼食をとって帰られても構いません。
昼食の販売等はしませんので、必要な場合は持参してください。

付き添いの方は、試験場に立ち入ることはできませんが、校内に休憩・待合室を用意しております。
なお、入学試験がすべて終了するまでは、受験生に会うことはできません。

■合格発表

推薦入学試験 2018年２月３日(土)発送

一般入学試験Ⅰ 2018年２月16日(金)発送
一般入学試験Ⅱ 一般入学試験Ⅰと一般入学試験Ⅱの結果を同時に発送します。

帰国生徒特別入学試験 個別に連絡します。

本人および出身中学校宛てに結果を発送します。
掲示は行いません。また、電話等による問い合わせにはお答えできません。

■複数回受験制度

本校の入学試験は、１枚の入学願書、受験料19,000円で、複数回の入学試験を受験することができます。
複数回の受験を希望する場合は、入学願書の受験する試験の欄すべてに○を記入して出願してください。
複数回受験する場合は、２回目以降の受験の際には、面接が免除されます。
また、２回目以降の受験結果によって、推薦入学試験等で既に得ている合格の資格が取り消されること
はありません。
複数回の入学試験で合格した場合は、それぞれの試験ごとに合格通知書や入学手続きに関する書類を発
送しますので、いずれかを選んで入学手続きをしてください。

■第２希望制度

推薦入学試験
第２希望制度はありません。

帰国生徒特別入学試験

一般入学試験Ⅰ 理数科を受験する場合は、普通科進学コースを第２希望とすることができま
一般入学試験Ⅱ す。

第２希望制度を利用する場合は、入学願書の第２希望欄に○を記入して出願してください。

※入学願書の記入例を本校ホームページに掲載しています。ホームページの入試情報を参照してください。
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■入学試験

１．推薦入学試験

試験日 2018年２月２日(金)

試験会場 本校教室

試験内容 面接

試験時間割 個別に連絡します。

審査方法 提出された書類と面接の結果を総合的に判断して合否を決定します。また、英語検定取
得者を優遇します。

２．一般入学試験Ⅰ・一般入学試験Ⅱ

試験日
一般入学試験Ⅰ 2018年２月13日(火)

一般入学試験Ⅱ 2018年２月14日(水)

２日とも同じ内容の試験を実施します。試験問題は異なります。
一般入学試験Ⅰまたは一般入学試験Ⅱのいずれかを選んで受験してください。
両方を受験することもできます。

試験会場 本校教室

試験内容
理数科 国語、英語、数学（各教科100点・計300点）、面接

普通科 国語・英語・数学のうち２教科選択（各教科100点・計200点）、面接

試験時間割
理数科 8:30 9:00～9:40 9:55～10:35 10:50～11:30 11:45～

集合 国語(40分) 英語(40分) 数学(40分) 面接

普通科 8:30 9:00～10:30 10:50～

集合 時間内で選択２教科を解答(90分) 面接

1
審査方法 調査書の評定の合計の－を本校入学試験成績に加算し、試験成績と面接の結果および提
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出された書類を総合的に判断して合否を決定します。また、英語検定取得者を優遇しま
す。

３．帰国生徒特別入学試験

試験日 個別に連絡します。

試験会場 本校教室

試験内容 基礎学力テスト、面接

試験時間割 個別に連絡します。

審査方法 基礎学力テストと面接の結果および提出された書類を総合的に判断して合否を決定しま
す。また、英語検定取得者を優遇します。
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■受験上の諸注意

１．受験票を必ず持参してください。
２．受験者は集合時刻までに、指示に従って試験場に入場してください。
３．遅刻した場合は、受付で指示を受けてください。
４．筆記用具は鉛筆(黒色ＨＢまたはＢ)かシャープペンシル(黒色Ｂまたは２Ｂ)としてください。
５．計算機、分度器、下敷きの使用は認めません。定規、コンパスは必要であれば使用しても構いま
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受験票だけを置いてください。
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８．各自で時計を用意してください。時計は、計算機能や通信機能等が付いていないものとし、アラ

ーム等の音が鳴らないようにしてください。
９．昼食は必要ありませんが、一般入学試験では面接順によっては終了時刻が遅くなる場合がありま

すので、面接終了後に校内で昼食をとって帰られても構いません。
昼食の販売等はしませんので、必要な場合は持参してください。

付き添いの方は、試験場に立ち入ることはできませんが、校内に休憩・待合室を用意しております。
なお、入学試験がすべて終了するまでは、受験生に会うことはできません。

■合格発表

推薦入学試験 2018年２月３日(土)発送

一般入学試験Ⅰ 2018年２月16日(金)発送
一般入学試験Ⅱ 一般入学試験Ⅰと一般入学試験Ⅱの結果を同時に発送します。

帰国生徒特別入学試験 個別に連絡します。

本人および出身中学校宛てに結果を発送します。
掲示は行いません。また、電話等による問い合わせにはお答えできません。

■複数回受験制度

本校の入学試験は、１枚の入学願書、受験料19,000円で、複数回の入学試験を受験することができます。
複数回の受験を希望する場合は、入学願書の受験する試験の欄すべてに○を記入して出願してください。
複数回受験する場合は、２回目以降の受験の際には、面接が免除されます。
また、２回目以降の受験結果によって、推薦入学試験等で既に得ている合格の資格が取り消されること
はありません。
複数回の入学試験で合格した場合は、それぞれの試験ごとに合格通知書や入学手続きに関する書類を発
送しますので、いずれかを選んで入学手続きをしてください。

■第２希望制度

推薦入学試験
第２希望制度はありません。

帰国生徒特別入学試験

一般入学試験Ⅰ 理数科を受験する場合は、普通科進学コースを第２希望とすることができま
一般入学試験Ⅱ す。

第２希望制度を利用する場合は、入学願書の第２希望欄に○を記入して出願してください。

※入学願書の記入例を本校ホームページに掲載しています。ホームページの入試情報を参照してください。
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■入学手続

手続期間
推薦入学試験 2018年２月５日(月)～２月９日(金)

一般入学試験Ⅰ 2018年２月19日(月)～２月28日(水)
一般入学試験Ⅱ 一般入学試験Ⅰと一般入学試験Ⅱの両方で合格した場合は、

いずれか一方を選んで手続きをしてください。

帰国生徒特別入学試験 個別に連絡します。

納入金 入学に関する諸費用
入学金 施設設備費 合計

200,000円 50,000円 250,000円

一般入学試験のＢ専願または併願合格者は、入学申込金として70,000円を納入し、本校へ
の入学を決定されたら、入学に関する諸費用の残金180,000円を納入してください。

ただし、下の(1)(2)に該当する場合は、それぞれの表に記載の金額になります。

(1) 特待生該当者

入学金 施設設備費 合計

Ａ特待生 0円 0円 0円

Ｂ特待生
0円 50,000円 50,000円

Ｃ特待生

(2) 次の(ｱ)～(ｴ)のいずれかに該当する者
(ｱ) 志願者または保護者(父親または母親)が本学園の幼稚園、中等部、高等部、

短期大学、専門学校を卒業
(ｲ) 姉が本学園中等部または高等部を卒業
(ｳ) 姉が本学園中等部または高等部に在籍中
(ｴ) 妹が本学園中等部に在籍中

入学金 施設設備費 合計

推薦入学試験合格者
10,000円 50,000円 60,000円

一般入学試験Ａ専願合格者

一般入学試験Ｂ専願合格者
一般入学試験併願合格者 30,000円 50,000円 80,000円
帰国生徒特別入学試験合格者

手続方法 推薦入学試験合格者 合格通知に同封の専用用紙で、上表の該当する納入金を振
一般入学試験Ａ専願合格者 り込むとともに、入学確約書を提出してください。
帰国生徒特別入学試験合格者

一般入学試験Ｂ専願合格者 合格通知に同封の専用用紙で、入学申込金を振り込んでく
一般入学試験併願合格者 ださい。

本校への入学を決定されたら３月16日(金)までに納入金の
残金を振り込むとともに、入学確約書を提出してください。

期日までに手続きをされない場合は、入学資格を失います。
また、納入された諸費は理由のいかんを問わず返還しません。
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■入学準備説明会

制服の採寸 推薦入学試験合格者
2018年３月３日(土)

一般入学試験Ａ専願合格者

一般入学試験Ｂ専願合格者
2018年３月16日(金)

一般入学試験併願合格者

帰国生徒特別入学試験合格者 個別に連絡します。

入学までに準備することの説明 推薦入学試験合格者
2018年３月16日(金)

物品の購入 一般入学試験合格者

帰国生徒特別入学試験合格者 個別に連絡します。

■学費

理数科 普通科

授業料 27,100円 25,600円
施設維持費 9,800円 9,800円
文化体育費、生徒会費等 2,800円 2,800円

就学支援金は所得制限があります。
施設維持費は入学年度の４月、５月のみ11,600円になります。
※普通科ライセンスコースは、教材費・実習費・検定料等、別途費用が必要です。

■学生寮

学園内に専用寮があります。通学の困難な遠方の生徒の他、クラブ活動や勉学に集中することを目的に
入寮している生徒もいます。すべて個室となっていますので、プライバシーを守りつつも、のびのびと
家庭的な雰囲気で生活しています。

月額
入寮費（入寮時）

寮費 食費

30,000円 20,000円 26,500円（月曜日～授業のある土曜日）

※別途に個室の電気代と、授業のない土曜日、日曜日、祝日等の休校日に利用した食事代が必要です。
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■山陽女学園特待生制度

１．目的
山陽女学園の教育方針に従って、真剣に怠ることなく学園生活を送る者を対象に、入学手続き費用
や学費などの納入金の全額または一部を免除し、支援することを目的とします。

２．種別と基準

(1) 理数科特待生

出身中学校から提出された調査書の内容、あるいは本校入学試験の結果により審査し、決定しま
す。
次の共通基準をすべて満たし、各種別の基準にあてはまることが資格認定の条件となります。

【共通基準】 ①理数科を推薦入学試験または一般入学試験で受験する者
②向上心が強く、国公立大学、難関私立大学への進学を強く希望する者
③学習面、生活面ともに他の模範となる者

【各種別の基準】

種別 基準（㋐㋑のどちらかにあてはまること）

Ａ特待生 ㋐調査書の国語・社会・数学・理科・外国語(英語)の成績が特に優秀な者
㋑一般入学試験受験者の場合、本校入学試験の合計偏差値70以上の者

Ｂ特待生 ㋐調査書の国語・社会・数学・理科・外国語(英語)の成績が優秀な者
㋑一般入学試験受験者の場合、本校入学試験の合計偏差値65以上の者

Ｃ特待生 ㋐調査書の国語・社会・数学・理科・外国語(英語)の成績が良好な者
㋑一般入学試験受験者の場合、本校入学試験の合計偏差値60以上の者

(2) クラブ特待生

中学校在学中にクラブ活動において優秀な成績を収め、本校入学後もクラブ活動を継続しようと
する生徒に対して与えられます。
次の共通基準をすべて満たし、各種別の基準にあてはまることが資格認定の条件となります。

【共通基準】 ①推薦入学試験を受験する者
②技能が優れた者
③３年間クラブ活動に力を注ぐ強い意志を持つ者
④学習面、生活面ともに他の模範となる者

【各種別の基準】
種別 基準

Ａ特待生
技能や成績を総合的に判断して、Ａ特待生、Ｂ特待生、

Ｂ特待生
Ｃ特待生のいずれかを認定します。

Ｃ特待生

３．特典

種別 特典

Ａ特待生 入学時：入学金および施設設備費を全額免除
入学後：授業料の全額を奨励金として給付、施設維持費は全額免除

Ｂ特待生 入学時：入学金を全額免除
入学後：授業料の半額を奨励金として給付

Ｃ特待生 入学時：入学金を全額免除
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４．審査結果の通知

特待生該当者に合格通知と同時に発送します。

５．特待生入学手続

推薦入学試験合格者 入学手続き期間中に、入学確約書と誓約書を提出してください。
一般入学試験Ａ専願合格者 また、Ｂ特待生およびＣ特待生該当者は納入金50,000円を振り込ん

でください。

一般入学試験Ｂ専願合格者 Ｂ特待生およびＣ特待生該当者は２月28日(水)までに入学申込金
一般入学試験併願合格者 50,000円を振り込んでください。

本校への入学を決定されたら、３月16日(金)までに入学確約書と誓
約書を提出してください。

６．資格期間

Ａ特待生 資格を有する期間は３年間とします。

Ｂ特待生 資格を有する期間は１年間とし、各年度末に学年総合成績により再度特待生の認定
を行います。

特待生認定の共通基準にあてはまらなくなれば、年度途中であっても資格が取り消されるとともに、
免除された金額の返金を求めることがあります。

■景風会(同窓会)特典

同窓生の子女が本校を受験し入学する場合、景風会より入学時に冬制服一式等がプレゼントされます。



MEMO





ＪＲ山陽本線「廿日市駅」下車、徒歩10分

ＪＲ山陽本線「五日市駅」下車、広電電車に乗り換え

広島電鉄宮島線「山陽女子大前」下車、徒歩２分


