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■募集定員・募集方法

募集定員 募集方法

１．専願入学試験
２．グローバル入学試験

６０名 ３．一般入学試験Ⅰ
４．一般入学試験Ⅱ
５．岩国会場入学試験

■入試日程

出願期間 試験日 合格発表

専願入学試験
12月21日(木)～１月12日(金) １月17日(水) １月17日(水)発送

グローバル入学試験

一般入学試験Ⅰ 12月21日(木)～１月16日(火) １月19日(金) １月19日(金)発送

一般入学試験Ⅱ 12月21日(木)～１月19日(金) １月21日(日) １月21日(日)発送

岩国会場入学試験 12月21日(木)～１月５日(金) １月６日(土) １月９日(火)発送

■出願資格

専願入学試験
一般入学試験Ⅰ

2018年３月小学校卒業見込みの女子
一般入学試験Ⅱ
岩国会場入学試験

グローバル入学試験 2018年３月小学校卒業見込みの女子

【Ｅ方式】次の(ｱ)(ｲ)(ｳ)のいずれかに該当する者
(ｱ) 原則として、外国に在留し現地の学校に在籍した者
(ｲ) 海外経験などを通して高い英語力を身に付けている者
(ｳ) 英語検定資格などを取得している者

【Ｔ方式】次の(ｴ)(ｵ)のいずれかに該当する者
(ｴ) 芸術面で特に優れている者
(ｵ) スポーツ面で特に優れている者

※グローバル入学試験を希望する場合は、必ず事前に本校へご連絡ください。

■他校との併願について

専願入学試験 入学試験に合格した場合、必ず本校に入学してください。
グローバル入学試験

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

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。

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。

岩国会場入学試験 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。
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■出願手続

出願期間
専願入学試験

2017年12月21日(木)9:00 ～ 2018年１月12日(金)15:00
グローバル入学試験

一般入学試験Ⅰ 2017年12月21日(木)9:00 ～ 2018年１月16日(火)15:00

一般入学試験Ⅱ 2017年12月21日(木)9:00 ～ 2018年１月19日(金)15:00

岩国会場入学試験 2017年12月21日(木)9:00 ～ 2018年１月５日(金)12:00

※グローバル入学試験に出願する場合は、必ず事前に本校へご連絡ください。

受験料 19,000円（１回の受験料で複数回受験可能）
専用用紙で振り込んでください。
※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。

ただし、「さんじょでチャレンジ」に参加し、スタンプが押されているスタンプカードを
お持ちの場合は、ご来校の上、直接事務室で受験料をお支払いください。

出願方法 出願はすべてインターネットでの受付となります。
山陽女学園中等部ホームページの出願サイトから下記の手順で行ってください。

インターネット出願の手順

受験料19,000円を、この冊子に綴じてある「受験料振込依頼書」で振り込ん
①受験料を振り込む でください。複数回受験する場合でも受験料は19,000円です。

＊「さんじょでチャレンジ」に参加し、スタンプが押されているスタンプカ
ードをお持ちの場合は、ご来校の上、直接受験料をお支払いください。

山陽女学園中等部のホームページを開いてください。
②出願サイトに

＊アドレス「http://www.sanyo-jogakuen.ed.jp/」を入力するか、
入力する

「山陽女学園」で検索してください。
出願サイトを開き、すべての必要事項を入力してください。
＊１度の入力で複数回の試験に出願できます。

①で受験料が支払われ、②で正しく入力されたことを本校で確認したのち、
③受験票・写真票を

受験票と写真票をＰＤＦファイルで、②で登録されたアドレスにメール添付
受け取る

にして送ります。
受験票と写真票を受信したら、受け取った旨を本校宛てに返信してください。

③で受信したＰＤＦファイルの受験票と写真票を、各自でＡ４サイズの紙に
④受験票・写真票を

プリントアウトしてください。
プリントアウトする

＊万一、②で入力した内容と異なる場合には、本校入試担当者まで速やかに
連絡してください。

④でプリントアウトした受験票と写真票を、試験当日に忘れず持参してくだ
⑤受験票・写真票を

さい。
試験当日に持参する

＊写真票には受験者の顔写真(タテ４cm×ヨコ３cm)を貼っておいてくださ
い。

＊写真票は１回目の試験の時に回収します。２回目以降受験する場合は、受
験票のみを持参してください。
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■入学試験

１．専願入学試験

試験日 2018年１月17日(水)

試験会場 本校教室

試験内容 総合問題（国語・算数・社会・理科の全分野にわたって出題します。）
レクチャー＆テスト（レクチャー<授業>を受けていただき、その内容に基づいてテスト

をします。）
面接（受験生のみ）

試験時間割
8:30 8:50～9:30 9:45～11:15 11:25～

集合 総合問題(40分) レクチャー＆テスト(90分) 面接

２．グローバル入学試験

試験日 2018年１月17日(水)

試験会場 本校教室

試験内容 総合問題（国語・算数・社会・理科の全分野にわたって出題します。）
【Ｅ方式】英語力の確認（面接の中に簡単な英会話を含みます。）
【Ｔ方式】実技等（個別に連絡します。）
面接（受験生・保護者） ※保護者１名が面接に同席してください。

試験時間割
8:30 8:50～9:30 9:45～

集合 総合問題(40分） 面接、実技等

３．一般入学試験Ⅰ

試験日 2018年１月19日(金)

試験会場 本校教室

試験内容 国語、算数、社会、理科（各教科100点・計400点）

試験時間割
8:30 8:50～9:30 9:45～10:25 10:40～11:20 11:35～12:15

集合 国語(40分) 算数(40分) 社会(40分) 理科(40分)

４．一般入学試験Ⅱ

試験日 2018年１月21日(日)

試験会場 本校教室

試験内容 国語、算数（各教科100点・計200点）

試験時間割
9:00 9:20～10:00 10:15～10:55

集合 国語(40分) 算数(40分)
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■入学試験

１．専願入学試験

試験日 2018年１月17日(水)

試験会場 本校教室

試験内容 総合問題（国語・算数・社会・理科の全分野にわたって出題します。）
レクチャー＆テスト（レクチャー<授業>を受けていただき、その内容に基づいてテスト

をします。）
面接（受験生のみ）

試験時間割
8:30 8:50～9:30 9:45～11:15 11:25～

集合 総合問題(40分) レクチャー＆テスト(90分) 面接

２．グローバル入学試験

試験日 2018年１月17日(水)

試験会場 本校教室

試験内容 総合問題（国語・算数・社会・理科の全分野にわたって出題します。）
【Ｅ方式】英語力の確認（面接の中に簡単な英会話を含みます。）
【Ｔ方式】実技等（個別に連絡します。）
面接（受験生・保護者） ※保護者１名が面接に同席してください。

試験時間割
8:30 8:50～9:30 9:45～

集合 総合問題(40分） 面接、実技等

３．一般入学試験Ⅰ

試験日 2018年１月19日(金)

試験会場 本校教室

試験内容 国語、算数、社会、理科（各教科100点・計400点）

試験時間割
8:30 8:50～9:30 9:45～10:25 10:40～11:20 11:35～12:15

集合 国語(40分) 算数(40分) 社会(40分) 理科(40分)

４．一般入学試験Ⅱ

試験日 2018年１月21日(日)

試験会場 本校教室

試験内容 国語、算数（各教科100点・計200点）

試験時間割
9:00 9:20～10:00 10:15～10:55

集合 国語(40分) 算数(40分)
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５．岩国会場入学試験

試験日 2018年１月６日(土)

試験会場 シンフォニア岩国（山口県民文化ホールいわくに） 山口県岩国市三笠町1-1-1

試験内容 国語、算数、社会、理科（各教科100点・計400点）

試験時間割
9:50 10:00～10:35 10:45～11:20 11:30～12:05 12:15～12:50

集合 国語(35分) 算数(35分) 社会(35分) 理科(35分)

※開場は9:00です。9:00までは建物内に入ることはできません。

■受験上の諸注意

１．受験票を必ず持参してください。
２．１回目の受験時には、受験生の顔写真を貼った写真票を必ず持参してください。
３．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。
４．遅刻した場合は、受付で指示を受けてください。
５．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。
６．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。
７．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。
８．上履き、靴袋を持参してください。ただし、岩国会場は上履き、靴袋は必要ありません。
９．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。
10．昼食は必要ありません。

付き添いの方は、試験場に立ち入ることはできませんが、建物内に休憩・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

専願入学試験
2018年１月17日(水)発送

グローバル入学試験

一般入学試験Ⅰ 2018年１月19日(金)発送

一般入学試験Ⅱ 2018年１月21日(日)発送

岩国会場入学試験 2018年１月９日(火)発送

本人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度の出願入力、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、受験する試験の欄すべてに入力して出願してください。
２回目以降の受験結果によって、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。
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■入学手続

手続期間
専願入学試験

2018年１月18日(木)～１月26日(金)
グローバル入学試験

一般入学試験Ⅰ 2018年１月22日(月)～１月30日(火)

一般入学試験Ⅱ 2018年１月22日(月)～１月30日(火)

岩国会場入学試験 2018年１月10日(水)～１月16日(火)

納入金 入学に関する諸費用

入学金 施設設備費 合計

専願入学試験合格者
グローバル入学試験合格者 150,000円 50,000円 200,000円
一般入学試験専願合格者

一般入学試験併願合格者
200,000円 50,000円 250,000円

岩国会場入学試験合格者

岩国会場入学試験の合格者は、入学申込金として60,000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190,000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

入学金 施設設備費 合計

専願入学試験合格者
グローバル入学試験合格者 10,000円 50,000円 60,000円
一般入学試験専願合格者

一般入学試験併願合格者
30,000円 50,000円 80,000円

岩国会場入学試験合格者

手続方法 専願入学試験合格者
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

グローバル入学試験合格者
り込むとともに、入学確約書を提出してください。

一般入学試験合格者

岩国会場入学試験合格者 合格通知に同封の専用用紙で、１月16日(火)までに入学申
込金を振り込んでください。
本校への入学を決定されたら１月26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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一般入学試験専願合格者

一般入学試験併願合格者
30,000円 50,000円 80,000円

岩国会場入学試験合格者

手続方法 専願入学試験合格者
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

グローバル入学試験合格者
り込むとともに、入学確約書を提出してください。

一般入学試験合格者

岩国会場入学試験合格者 合格通知に同封の専用用紙で、１月16日(火)までに入学申
込金を振り込んでください。
本校への入学を決定されたら１月26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

2018年３月３日(土)
入学までに準備することの説明の後、制服の採寸、物品の購入をしていただきます。

■学費

授業料 26,600円
施設維持費 9,900円
文化体育費、生徒会費等 2,000円

■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

20,000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り、山陽女学園高等部への進学
を希望する者を対象に、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) 一般入学試験Ⅰまたは岩国会場入学試験の受験者

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】 ①一般入学試験Ⅰまたは岩国会場入学試験を受験する者
②山陽女学園高等部に進学する意志のある者
③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
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 本校入学試験の合計偏差値70以上の者

Ｂ特待生 本校入学試験の合計偏差値65以上の者

Ｃ特待生 本校入学試験の合計偏差値60以上の者

(2) グローバル入学試験の受験者

優れた技能を持ち、本校入学後もその技能を生かして活躍しようとする者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グローバル入学試験を受験する者
②山陽女学園高等部に進学する意志のある者
③技能が優れ、本校入学後も優れた技能を生かして活躍しようとする者
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

技能や本校入学試験の結果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

※専願入学試験および一般入学試験Ⅱは特待生制度の審査対象になりません。

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：授業料および施設維持費を全額免除

Ｂ特待生 入学時：入学金を全額免除
入学後：授業料を半額免除

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

グローバル入学試験合格者 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。ま
一般入学試験Ⅰ合格者 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。

岩国会場入学試験合格者 Ｂ特待生およびＣ特待生該当者は、１月16日(火)までに入学申込金
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、１月26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６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


