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TEL.047-371-1120 FAX.047-371-1128 

〒272-8533 千葉県市川市国府台2-3-1 

https://www.wayokonodai.ed.jp/ 



入学試験スケジュール

入試区分 推薦入学試験 一般入学試験　第1回 一般入学試験　第2回

募集定員 40名 40名 20名

11月1日（日）10:00～ 12月2日（水）10:00～ 12月2日（水）10:00～

　11月25日（水）13:00 　　1月16日（土）13:00 　　1月23日（土）13:00

出願方法

　・志望理由書

　・推薦書

11月27日（金）必着　

12月1日（火） 1月20日（水） 1月24日（日）

集合　8:20 集合　8:20 集合　8:20

12月1日（火）15:00 Web：1月20日（水）21:00 Web：1月24日（日）21:00 

結果票　手渡し 掲示：1月21日（木）10:00 掲示：1月25日（月）10:00 

書類渡し 12月1日(火)15:00～16:00 1月21日(木)～2月6日(土) 1月25日(月)～2月6日(土)

入学手続き 12月4日（金）まで

注意事項

　・入試前日までにスケジュールの変更等が生じた場合は、本校Webサイトでお知らせします

　・入試当日のスケジュール等の変更は、本校Webサイトおよびメールにて連絡します

2月7日（日）まで

入学予定者説明会　令和3年2月8日（月）

書類送付

出願期間

試験日

インターネット出願

合格発表

なし



生徒募集要項

１．入学試験概要

入試区分 試験日 募集定員 面接

国語・算数

国語・算数・英語(リスニング)

探求型テスト 探求課題 なし

2科目 国語・算数

3科目 国語・算数・英語

4科目 国語・算数・理科・社会

2科目 国語・算数

4科目 国語・算数・理科・社会

２．推薦入学試験

募集定員 40名

1.　令和3年3月小学校卒業見込みで、本校を第1希望とする女子児童

2.　本人及び保護者共に本校の教育方針に賛同し、中高一貫教育を希望する意志があること

3.　人物・学習成績について推薦に充分値し、本校での生活に支障がないこと

出願期間 11月1日（日）10：00　～　11月25日（水）13：00

出願方法 インターネット出願 ※1

出願書類 志望理由書・推薦書　（郵送）　11月27日（金）必着 ※2

入学検定料 25,000円 ※3

試験日・時間 12月1日（火） 集合　8：20 ※4

試験会場 本校

基礎学力テスト 国語・算数（各40分、各100点）

基礎学力テスト 国語・算数・英語（国算：各40分、各100点　英語：30分、120点）

探求型テスト 探求課題（休憩含む100分：評価項目を設け総合的に判定） （面接なし）

願書、受験票、上履き、筆記用具（シャープペンシル、マーカーペン可　定規不要） ※5

※　筆入れ・下敷き・携帯電話は使用不可　時計は時計機能の物に限り使用可

※1　インターネット出願詳細ページ：https://www.wayokonodai.ed.jp/admission/junior/

※2　小学校からの書類は一切必要ありません　推薦書は保護者に書いていただきます

※3　複数回の出願（推薦入試・一般入試第1・2回）が可能です　手数料はご負担願います

※4　試験と並行して保護者説明会を行います

※5　探求型テストの受験生は、必要に応じて発表用メモを持参してください

グループ面接

（本人）

受験科目

推薦入学試験 12月1日（火） 40名
基礎学力テスト

グループ面接

（本人）

1月20日（水） 40名

なし

1月24日（日） 20名

出願資格

一般入学試験

　　　　第1回

一般入学試験

　　　　第2回

試験科目
[3つの型から1つを選択]

持ち物

３．一般入学試験

入試区分

募集定員

1.　令和3年3月小学校卒業見込みの女子児童

2.　本人及び保護者共に本校の教育方針に賛同し、本校での生活に支障がないこと

出願方法 インターネット出願 ※1

入学検定料 25,000円 ※3

試験日

試験会場 本校

2科目 国語・算数（各50分、各100点）

3科目(20日のみ) 国語・算数・英語（国算：各50分、各100点　英語：30分、60点）

4科目 国語・算数・理科・社会（国算：各50分、各100点　理社：各30分、各60点）

願書、受験票、上履き、筆記用具（シャープペンシル、マーカーペン可　定規不可）

※　筆入れ・下敷き・携帯電話は使用不可　時計は時計機能の物に限り使用可

４．帰国生入学試験

募集定員 若干名

1．令和3年3月小学校卒業見込みで、小学5年生以降に帰国した女子児童

2.　本人及び保護者共に本校の教育方針に賛同し、本校での生活に支障がないこと

出願手続き 希望者は事前に電話にてご連絡ください

入学検定料 25,000円

試験日 12月1日（火）

試験会場 本校

試験科目 基礎学力テスト 国語・算数（各40分、各100点） 個人面接（10分程度）

5．合格発表

第1回 第2回

40名 20名

試験科目

持ち物

出願資格

1月20日（水）　集合　8：20 1月24日（日）　集合　8：20

12月2日（水）10：00～

1月16日（土）13：00

12月2日（水）10：00～

1月23日（土）13：00
出願期間

出願資格



　　　 

入試形態 推薦入学試験 一般入学試験　第1回 一般入学試験　第2回

　12月1日　15:00 　Web：1月20日　21:00 　Web：1月24日　21:00

　結果票手渡し 　掲示：1月21日　10:00 　掲示：1月25日　10:00

書類渡し 　12月1日　15:00～16:00 　1月21日　～　2月6日　※6 　1月25日　～　2月6日　※6

合格発表

３．一般入学試験

入試区分

募集定員

1.　令和3年3月小学校卒業見込みの女子児童

2.　本人及び保護者共に本校の教育方針に賛同し、本校での生活に支障がないこと

出願方法 インターネット出願 ※1

入学検定料 25,000円 ※3

試験日

試験会場 本校

2科目 国語・算数（各50分、各100点）

3科目(20日のみ) 国語・算数・英語（国算：各50分、各100点　英語：30分、60点）

4科目 国語・算数・理科・社会（国算：各50分、各100点　理社：各30分、各60点）

願書、受験票、上履き、筆記用具（シャープペンシル、マーカーペン可　定規不可）

※　筆入れ・下敷き・携帯電話は使用不可　時計は時計機能の物に限り使用可

４．帰国生入学試験

募集定員 若干名

1．令和3年3月小学校卒業見込みで、小学5年生以降に帰国した女子児童

2.　本人及び保護者共に本校の教育方針に賛同し、本校での生活に支障がないこと

出願手続き 希望者は事前に電話にてご連絡ください

入学検定料 25,000円

試験日 12月1日（火）

試験会場 本校

試験科目 基礎学力テスト 国語・算数（各40分、各100点） 個人面接（10分程度）

5．合格発表

第1回 第2回

40名 20名

試験科目

持ち物

出願資格

1月20日（水）　集合　8：20 1月24日（日）　集合　8：20

12月2日（水）10：00～

1月16日（土）13：00

12月2日（水）10：00～

1月23日（土）13：00
出願期間

出願資格



6．入学手続き

7．学費

　●入学時納入金　　　　　300,000円

　●学納金（年額）   　　　504,000円 （授業料・施設費・校友会費・後援会費等）

　●学年積立金（3カ年）　 550,000円 （副教材、行事費等）

留意事項   学費は令和2年度のものです　令和3年度以降に変更することがあります

8．奨励金

奨励金制度 　●入学後の学業成績による学業奨励金 100,000円 若干名

※1　インターネット出願詳細ページ：https://www.wayokonodai.ed.jp/admission/junior/

※3　複数回の出願（推薦入試・一般入試第1・2回）が可能です　手数料はご負担願います

※6　書類の受け渡し時間　掲示の合格発表当日は10：00～16：00、その後は9：00～16：00（日曜・祝日を除く）

学費

入試形態 推薦入学試験 一般入学試験　第1回 一般入学試験　第2回

入学時納入金

納入期限 　12月4日（金）まで

　●銀行振り込み（ATM利用可）

　　本校所定用紙に必要事項を記入し、銀行口座またはATMにてお振り込みください

　●事務室窓口

　　受付　9：00～16：00　（日曜日・祝日は除く）

　・入学時納入金の納入をもって入学手続き完了とします

　・納入された入学時納入金はお返しできません

納入方法

入学予定者

説明会

留意事項

　令和3年2月8日（月）

　300,000円　（一括納入）

　2月7日（日）まで



9．インターネット出願

ユーザー登録 　11月1日（日）10:00～

出願期間 　「2．」または「3．」を参照 ※7

　１．出願サイトへアクセス 本校webサイトからアクセス（12月1日～）

　２．メールアドレス登録 確認しやすいアドレスをご登録ください

　３．出願情報入力 個人情報、出願入試日等を入力してください

　４．支払い方法選択 クレジットカード支払い、またはコンビニ支払いをお選びください　  　　　　 ※8

　５．願書・受験票印刷 支払いが完了すると出願サイトにて願書・受験票の印刷が可能となります

　６．写真貼付 願書と受験票に受験者の写真(4cm×3cm)を貼り付けてください　　　 ※9

写真の裏面に氏名をご記入ください

　７．書類の送付 【推薦受験者のみ】　志望理由書・推薦書を郵送してください

　８．入試当日 受験票をお持ちの上、ご来校ください

　１．受験番号のついた願書・受験票（入試当日持参）

　　　　願書・受験票の顔写真は、最近3ヶ月以内のもので上半身

　　　　(正面、脱帽、背景・枠なし、スナップ写真不可、カラー白黒いずれも可）

　２．志望理由書・推薦書（推薦受験者のみ）

　　　　・本校Webサイトより記入用紙をA4サイズにプリントアウトしたものにご記入ください

　　　　・本校Webサイトへは11月1日に掲載します

　　　　・長3封筒で簡易書留郵便にて郵送してください　（11月27日（金）必着）

　　　　(書類が到着したら、本校より確認メールをお送りします）

　本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は、本校入学試験および

　統計的資料作成以外の目的には使用しません

10．Q. & A.

　・テーマに基づいて、事前に自分で調べてきたものを発表する形のテストです

　・令和3年度入試のテーマは「日本」です

　・詳細は右のQRコードよりご参照ください

　本校を志望した理由や学校生活などについて聞きます

　本校からの問いに対する回答が適切であるかを重視します

※　服装は特にあらたまったものにする必要はありません

※7　出願後の変更はできません

※8　手数料はご負担願います

※9　顔写真をアップロードし受験票に反映させることも可能です

※8　詳細は別ファイル「インターネット出願の流れ」をご覧ください

探求型テストは

どのようなものですか

推薦入試の

面接では

どのようなことが

聞かれますか

出願の流れ

個人情報の取扱い

出願書類



 

アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

バス 
● JR  市川駅北口  京成バス①番（松戸車庫行き）約10分 

● JR  松戸駅西口  京成バス③番（市川行き） 

● 北総線 矢切駅 京成バス（市川行き） 

徒歩 

● 京成  国府台駅徒歩 約10分 

約20分

約 7 分 

和洋女子大前 

で 下車 

←東京 ＪＲ常磐線 
松戸 

柏→ 

←高砂 
北総鉄道 

国立国府台病院 

和洋女子
大学 

和洋女子大前 

市営スポーツセンター 

千葉商大 

和洋国府台女子中学校 

京成電鉄 

←東京 

国道１４号線 

ＪＲ総武線 
市川 

千葉→ 

市川真間 

国府台 江戸川 

矢切 新柴又 


