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森村学園中等部高等部 編入学試験 募集要項 

令和３年（２０２１年）６月 

 

【出願資格】 

①受験時において海外に居住し、滞在国の学校に募集該当学年の学籍を有しており、かつ入学後は保護者の

もとから通学できる者 

②編入学時点での本校の学習進度に順応できること。（「前年度 各学年の使用教材と学習内容」の項を参照し

てください。） 

③原則として、帰国後１４日間の自宅等での待機を経た上で、健康状態に問題がない者（応相談）。 

 

【出願手続】 

募集学年 令和３年度 中等部２年・中等部３年・高等部１年・高等部２年 

募集人員 それぞれ若干名 

試験日 令和３年 ７月１０日（土） 

受験科目等 国語・数学・英語 および 生徒面談・保護者面談 

出題 当該学年の検定教科書に基づき、標準的および発展的な問題を出題する 

出願期間 令和３年 ６月１９日（土） ～ ７月３日（土） 

出願方法 インターネット出願 

提出書類 

①受験票・志願票 ②健康観察票（受験生用・保護者用） ③海外在留証明書 ④在学証明書  

＊試験当日、受付にてすべての書類を提出してください。 

＊健康観察票と海外在留証明書は、本校所定のものとします。本校ホームページからダウ

ンロード、プリントアウトしてご利用ください。 

＊在学証明書は、在学校が発行するものに限ります。 

出願手続 
本校ホームページにある「インターネット出願サイト」のバナーより、指定期日内（最終日は

23:59まで）に手続きを進めてください。 

検定料 25,000円 

検定料 

支払方法 

インターネット決済 

＊本校ホームページにある「入学金決済サイト」のバナーを利用し、指定期日内（最終日は

23:59まで）に決済を完了してください。 

 

【試験時間割】 

受付時間 7:50～8:30 

１時間目 8:50～9:40    国語 

２時間目 9:55～10:45   数学 

３時間目 11:00～11:50   英語 

面接 12:00～      [生徒・保護者ともに１０分～１５分程度] 
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【試験当日の注意事項】 

１） 7:40から試験会場に入場できます。（受付開始は 7:50） 

２） 受験票・志願票、健康観察票、海外在留証明書、在学証明書、筆記用具（シャープペンやラインマーカーは

使用可）、上履き、下足袋を持参してください。なお、時計は使用できません。 

３） 当日の体温の状態や、「健康観察票」の質問事項に１つでも「はい」の項目がある場合は、受験できません。 

４） 自己都合で試験開始より２０分以上遅刻した場合は、受験できません。 

５） 携帯電話やスマートフォン等は、電源をオフの状態にして鞄に入れ、入場してください。 

６） 入場後、受験生は全試験が終わるまで会場から出ることはできません。 

７） 休み時間に飲み物をとってもかまいません。（軽食をとることはできません。） 

８） 保護者の方も健康観察票をご記入の上、持参してください。 

９） 駐車場の準備がありませんので、車での来校はできません。 

 

【合格発表・入学手続期間】 

＊合格発表（ホームページ発表）  ７月１０日（土）１８：００ ～ ７月１１日（日）１２：００ 

＊入学手続期間            ７月１０日（土）１８：００ ～ ７月１１日（日）２３：５９ 

    

【入学手続について】 

本校ホームページ「入学金決済サイト」のバナーをクリックし、入学金（250,000円）と施設維持費

（156,000円）の合計 406,000円を、上記の入学手続期間内に納入してください。入学を辞退された場合

でも入学金の返金はございません。 

 

【入学ガイダンス・制服採寸・物品販売について】 

  ＊日時      ７月１２日（月） １３：００～１４：３０ 

  ＊場所      １階 １０１教室 

  ＊当日の流れ  １３：００～１３：４０ 入学ガイダンス  13：45～１４：３０ 制服採寸・物品販売 

  ＊持ち物     身分証明用写真（40mm×30mm） ３枚 

・私服で構いません  ・記名した封筒に入れて、受付で提出してください。 

 

【購入していただく物品について】 

品名 取扱業者 販売場所 お届け日 支払い 

制服採寸・関連商

品の販売 
ヨシザワ 校内出張店舗 

当日お知らせ 

します 
現金払い 

体操着・体育館シ

ューズ・バックパッ

ク通学カバン 

アディダス インターネット販売 
販売用チラシに 

記載しています 

クレジット払い 

代引き宅配 

その他の通学カバ

ン・上履き等 
シダックス 購買 当日手渡し 現金払い 
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＊制服取扱い業者は、ヨシザワと髙島屋（横浜店・玉川店）の２社です。髙島屋での制服購入をご希望の場合

は、店舗のみでの直接注文になります。 

＊通学カバンは６種類あります。当日は、全種類展示いたしますが、そのうち「当日手渡し」できるのはシダッ

クスの取扱商品です。 

 

【価格一覧】（価格はすべて消費税込み価格です。） 

＜ヨシザワ＞ 通常は校内の出張店舗で注文・販売（入学ガイダンス当日の販売はございません。） 

 

 

＜髙島屋（横浜店・玉川店）＞ こちらの商品は、常時各店舗のみでの直接注文・販売となります。 

 
 

＜アディダス＞                                 ＜シダックス＞ 

 

 

男子商品 価格 指定 女子商品 価格 指定

校章 1,100 〇 冬制服上下 44,704 〇

冬制服上下 38,819 〇 冬制服上着 24,024 （〇）

冬制服上着 25,476 (〇) 冬制服スカート（白吊り付） 20,680 （〇）

冬制服スラックス 13,343 (〇) 夏制服上着半袖 12,243 〇

夏制服スラックス 10,978 〇 夏制服上着長袖 13,728 任意

指定セーター（黒または紺） 7,392 任意 夏制服スカート（白吊り付） 18,480 〇

指定カーディガン（冬用） 9,350 任意 指定セーター（黒または紺） 7,392 任意

指定サマーカーディガン 8,668 任意 指定カーディガン（冬用） 9,350 任意

指定長袖ボタンダウンシャツ 4,433 〇 指定サマーカーディガン 8,668 任意

指定半袖ボタンダウンシャツ 3,993 〇 靴下ハイソックス 814 〇

ネクタイ（セーラー用スカーフ） 3,003 〇

男子商品 価格 指定 女子商品 価格 指定

冬制服上下 38,940 〇 冬制服上下 42,460 〇

冬制服上着 25,300 （〇） 冬制服上着 22,770 （〇）

冬制服スラックス 13,640 （〇） 冬制服スカート 19,690 （〇）

夏制服スラックス 10,890 〇 夏制服上着半袖 12,760 〇

夏制服スカート 17,270 〇

白吊り（アンダーベスト） 2,310 〇

ネクタイは取扱いなし（ヨシザワで購入してください）

男女共通商品 価格 指定

上履き 2,240 〇

上履き（特大29㎝・30㎝） 2,960 〇＊

指定カバンB（青・布製タイプ） 5,680 〇＊

指定カバンC（ボストンバッグタイプ） 5,060 〇＊

男子指定カバンA（3ウェイタイプ） 8,200 〇＊

女子指定カバンD（紺・人工皮革） 5,060 〇＊

性別指定商品

現金での支払いのみとなります。

男女共通商品 価格 指定

ジャケット 7,769 〇

ストレートパンツ 5,503 〇

半袖Tシャツ 3,021 〇

ハーフパンツ 4,424 〇

長袖Tシャツ 3,561 任意

体育館シューズ 4,208 〇

柔道着 4,532 任意

バックパック(L) 11,420 〇＊

バックパック(M) 10,469 〇＊

レインカバー 1,133 任意

新入学時送料は820円となります。追加注文時送料は770円と
なります。
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【服装・持ち物規定】 

 

 

【教科書】 

教科書は、始業式（４月８日）に全科目一括してお渡しします。 

高等部生の教科書代は、別途お支払いいただきます。 

この他に各教科で使用するテキスト等は、授業開始後に配布します。 

 

【入学手続後にかかる金額（令和３年度実績）】 

（１）学費 

  ＊授業料   

582,000円（年額） （内訳： 月額 48,500円） 

     ・納入は全額一括払いか分割払い(年 11回払い)を選択できます。 

  ＊冷暖房費・PTA会費・生徒会費 

  18,000円（年額） （内訳： 冷暖房費 10,000円 PTA会費・生徒会費各 4,000円） 

  ＊生徒会入会金 

     2,500円 （入学初年度のみ） 

  ＊預り金 

     中２ 1３5,000円  中３ ９０，０００円  高１ １８0,000円  高２ ２２0,000円 

     上記金額には、教材費・クラス費の他、防災備蓄費等 3,000円、中２イングリッシュキャンプ費用、中３

修学旅行費用、高１研修旅行費用・高２修学旅行費用を含みます。なお、年度末に会計報告、個人清算

を行います。 

  ＊寄付金のお願い 

     １口 ５０，０００円  ４口以上（任意）のご寄付をお願いしております。 

 

 

 

男子 女子 指定商

冬制服
指定の学生服（左襟に校章をつける）
制服の下に指定Yシャツを着用

冬用指定セーラー服
ヨシザワ

高島屋（横浜店・玉川店）

夏制服
指定Yシャツ
指定グレーズボン

夏用指定セーラー服

セーター・カーディガン

コート
ヨシザワでコートの注文

も可能

ブレザー 指定の濃紺ブレザー【ただし任意】 ヨシザワ

靴下 白または地味な色のもの【指定なし】 指定ハイソックス ヨシザワ（男子靴下除く）

通学カバン シダックス・アディダス

通学用靴

校内使用靴 ①アディダス

体育館用靴

体操着

指定の体育館シューズ

指定の体操着
アディダス

黒または紺の指定セーター・カーディガン

濃紺・濃いグレー・黒の学生用コートまたはダッフルコート　【指定なし】

ヨシザワ

指定カバン（６種類の中から１つ選択）

黒または茶の革製短靴（バックスキン・エナメルは不可）【指定なし】

①指定の校内用靴（上履き）　②グラウンド用運動靴　【②指定なし】
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（２）同窓会入会金 

    ５，０００円（入学月に納入していただきます。） 

 

（３）施設維持費 

    ２年目以降も年額 120,000円（月額 10,000円）を納入していただきます。 

 

（４）２in1PC 

    生徒１人１台の 2in1PC（Microsoft Surface Go2）を購入していただきます。 

価格はおよそ 100,000円（予定）です。 

学校指定の機種を購入していただくことになります。詳しくは、入学ガイダンスでお知らせします。 

 

【前年度 各学年の使用教材と学習内容】 

＜中等部２年＞ 

 国語 

 ○ 国語Ⅰ・Ⅱ共通 （「国語２」学校図書、「最新国語資料集」明治図書） 

 ○ 国語Ⅰ（「高校漢字必携」（第一学習社） 「中学書写」光村図書） 

 ○ 国語Ⅱ 

  「ことばの海に船出して」（本校オリジナル口語文法テキスト） 

    接続詞/感動詞/助動詞/助詞/品詞の識別/口語文法の総復習/古文入門 

 

 社会 

○ アジア史   （オリジナルプリントおよび VTR教材） 

  旧石器・縄文時代／中国文明／弥生時代／三国時代／古墳時代／隋・推古朝／唐・乙巳の変/    

大化改新／壬申の乱／遣唐使／鎮護国家／平安京遷都／東北侵略戦争／摂関政治／荘園・武

士 ／院政～保元の乱／平治の乱／平氏政権／治承寿永の乱／承久の乱／モンゴル～蒙古襲来 

  ／南北朝動乱／応仁の乱／鉄砲・キリスト教伝来／天下統一／豊臣政権崩壊／「鎖国」外交 

  ／文治政治／商品経済／享保改革／田沼～寛政改革／内憂外患 

○ 世界史  （「新しい社会 歴史」（東京書籍） オリジナルプリントおよび VTR教材） 

  農耕・牧畜の始まり／メソポタミア文明／エジプト文明／インダス文明／アケメネス朝ペルシャ 

  ／古代ギリシャ／ヘレニズム時代／古代ローマ／バックスロマーナ／キリスト教の成立／ 

  ゲルマン人の大移動／イスラーム教の成立／イスラーム社会の広がり／封建制／ヨーロッパの膨 

張／百年戦争と中央集権化／ルネサンス／大航海時代／中南米侵略と世界の一体化／宗教改 

革／オスマン帝国の拡大／主権国家体制の成立／17世紀の危機／フランス絶対王政／イギリ 

スの革命と議会政治／アメリカ植民／アメリカ独立戦争／フランス革命／産業革命／資本主義 

社会の成立 

 

 数学 

○ 数学α （「体系数学１，２〈代数編〉」・「体系問題集 数学１，２」すべて数研出版） 
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    第５章 １次関数の利用 第６章 資料の整理と活用 ／ 第１章 式の計算 

    第２章 平方根 第３章 ２次方程式 第４章 関数 第５章 確率 

○ 数学β （「体系数学２〈幾何編〉」・「体系数学問題集２〈幾何編〉」すべて数研出版） 

    第１章 相似と図形 第２章 線分の比と計量  第３章 円 第４章 三平方の定理 

 

理科 

○ 理科 第１分野・第２分野共通 

  （「理科の世界２」（大日本図書） 「理科便覧」（浜島書店） 「学習の達成」（新学社）） 

    第１分野 物質の成り立ち／いろいろな化学変化／化学変化と物質の質量／ 

        化学変化と熱の出入り／電流と回路／静電気と電子／電流と磁界 

   第２分野 動物の生活と生物の進化／気象の仕組みと天気の変化 

 

 英語 

○ 英語Ⅰ New Treasure Stage1・2（Z会出版） 検定教科書New Crown（三省堂） 

○ 英語Ⅱ English DiscoverⅠ・Ⅱ（教育開発出版）  

 

＜中等部３年＞ 

 国語 

○ 国語Ⅰ・Ⅱ共通  （「最新国語資料集」明治図書） 

○ 国語Ⅰ  

   （「国語３」（学校図書） 「漢検漢字学習トレーニング」（漢検協会） 「中学書写」（光村図書）） 

○ 国語Ⅱ 

  （「待ち待ちて今は咲きけり」（本校オリジナル古典テキスト） 「百人一首」（京都書房） 体系古典文

法（数研出版）） 

   ［古文］古典文法（用言・助詞・助動詞・品詞分解）、徒然草・宇治拾遺物語・古今著聞集・枕草子・

方丈記・徒然草・十訓抄・更級日記の一部読解、百人一首 

   ［漢文］訓読法基礎、再読文字、句形（否定形・禁止形・疑問形・反語形）、漢文読解 

 

 社会 

 ○ 近現代史 （「新しい社会(歴史)」（東京書籍） オリジナルプリントおよび VTR教材） 

      戦国・安土桃山時代/江戸時代/ヨーロッパの進出とアジア/南北戦争/開国から倒幕へ/明治 

維新/自由民権運動と帝国議会/日本のアジア進出/帝国主義と植民地/第一次世界大戦/ 

大正デモクラシー/世界恐慌 

 ○ 公民 （「社会科 中学生の公民」（帝国書院） オリジナルプリントおよび VTR教材） 

    政治、法の役割／人権思想とその発展／日本国憲法の三大原則／基本的人権 

    裁判の仕組み／民主主義の政治／平和主義／国際連合／世界と日本の動き 
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 数学 

○ 数学α （「体系数学３〈数式・関数編〉」・「体系問題集 数学３」すべて数研出版） 

    第１章 数と式  第２章 複素数と方程式 第３章 ２次関数とグラフ 

○ 数学β （「体系数学３〈論理・確率編〉」・「体系数学問題集 数学３」すべて数研出版） 

    第１章 集合と論理  第２章 確立  第３章 データの分析  第４章 式と証明  

 

 理科 

○ 理科 第１分野・第２分野共通 

  （「理科の世界３」（大日本図書） 「理科便覧」（浜島書店） 「学習の達成」（新学社）） 

    第１分野 水溶液とイオン／酸、アルカリとイオン／力のはたらき／物体の運動 

        仕事とエネルギー／大切なエネルギー資源 

   第２分野 生命の連続性／自然界のつり合い／自然環境と人間の関わり／地球と宇宙 

 

 英語 

○ 英語Ⅰ  （｢NEW CROWN３（三省堂） ｢Almighty Success Coach｣（学友社）｣ 

○ 英語Ⅱ （「Watching NEWS」「聞きトレ 64」「読みトレ」ともに浜島書店）  

 

＜高等部１年＞ 

 国語 

○ 国語総合（現代文） （「新訂国語総合（現代文編）」（第一学習社） 「国語便覧」（数研出版）） 

○ 国語総合（古典） （「新訂国語総合（古典編）」（第一学習社） 「国語便覧」（数研出版） 

                   「漢文学習必携」（京都書房） 「体系古典文法」（数研出版）） 

 

 地歴・公民 

○ 現代社会 （「現代社会」（東京書籍） オリジナルプリントおよび VTR教材） 

○ 世界史A （「世界史A」（実教出版） オリジナルプリント） 

 

 数学 

○ 数学Ⅰ 

  （「体系数学３〈数式・関数編〉」・「体系数学４」・「体系問題集 数学３」・「体系問題集数学４」・ 

「チャート式数学Ⅰ･A」 すべて数研出版、） 

     ・体系数学３より 第５章 三角比 第６章 三角関数 

    ・体系数学４より いろいろな関数 

○ 数学A 

  （「チャート式数学Ⅰ･A」・「体系数学３〈論理・確率編〉」・「体系数学４」・「体系問題集数学４」すべ

て数研出版、オリジナル冊子） 

    ・論理・確率編より 第５章 整数の性質 
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    ・数式・関数編より 第４章 図形と式 

 

 理科 

○ 物理基礎（「物理基礎」（東京書籍） 「リード物理基礎」（数研出版）） 

○ 化学基礎（「化学基礎」（実教出版） 「化学総合資料」（実教出版） 「エクセル化学基礎」（実教出

版） 「化学基礎ドリル」（実教出版）） 

○ 生物基礎（「生物基礎」（東京書籍） 「標準セミナー生物基礎」・「スクエア最新図説生物」  

ともに第一学習社） 

 

 英語 

○ コミュニケーション英語Ⅰ 

  （「CROWN English CommunicationⅠ」・「CROWN 予習サブノート」 

  「ノート・チャンクで英単語 Standard」 すべて三省堂） 

 ○ 英文法 

 （「ZESTER 総合英語」・「同参考書」・「同ワークブック」それぞれ Z会出版 「即興スピーキング」

（アルク）） 

 

＜高等部２年＞ 

 国語 

○ 現代文Ｂ （「現代文Ｂ」（第一学習社） 「漢検漢字学習トレーニング」（漢検協会）  

「頻度順漢字２３００PLUS」（桐原書店）） 

○ 古典Ｂ  （「古典 B 古文編／漢文編」（第一学習社） 「漢文学習必携」（京都書房） 

         「体系古典文法」数研出版、古文単語集） 

○実践国語特講Ａ  （プリント教材）作文の技術、小論文指導 

○古典特講Ａ      （プリント教材）古文の演習問題 

 

 地歴・公民 

○日本史 （「日本史Ｂ」（実教出版） オリジナルプリント） 

○世界史Ｂ（「世界史Ｂ」（東京書籍） オリジナルプリント） 

○地理Ａ  （「よくわかる地理Ａ」（二宮書店） 「地歴高等地図」（帝国書院） プリント教材） 

○政治経済（「高校政治経済」（実教出版） オリジナルプリント等） 

 

 数学 

○ 数学Ⅱ（文系） （「体系数学４」・「体系問題集数学４」すべて数研出版） 

      第２章 微分法  第３章 積分法  数ⅠＡ・Ⅱ総復習 

○ 数学Ⅱ（理系） 

  （「体系数学４」・「体系数学５」・「体系問題集数学４・５」すべて数研出版） 
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    ・体系数学４より 第１章 指数関数と対数関数  第２章 微分法  第３章 積分法 

    ・体系数学５より 第３章 関数  第４章 極限  第５章 微分法  第６章 微分法の応用 

○数学Ｂ   （「体系数学４」・「体系問題集数学４」数研出版） 

    ・体系数学４より 第４章 数列 第５章 平面上のベクトル 第６章 空間のベクトル 

 

 理科 

○ 物理 （「物理・物理基礎」（東京書籍） 「リードα物理基礎・物理」（数研出版）） 

○ 化学   （「化学・化学基礎」「化学総合資料」（実教出版） 「セミナー化学基礎・化学」 

ともに第一学習社） 

○ 生物 （「生物」東京書籍、「セミナー生物基礎・生物」、「スクエア最新図説生物」 

       ともに第一学習社） 

 

 英語 

○ コミュニケーション英語Ⅱ 

  （「CROWN English CommunicationⅡ」・「CROWN 予習サブノート・

Workbook(Advanced)」 すべて三省堂 

「Vintage」（いいずな書店） 「チャンクで覚える英単語 Standard」（三省堂） プリント教材） 

○ 英語総合Ａ （「現代英語聴本 Listening Practice（茅ヶ崎方式英語会） プリント教材） 

○ 英語特講   （「seek neo 4」（第一学習社） プリント教材） 

 

 

 

 

 

 


