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■ 入試日程・募集人員・入試科目

■ 入試内容・出願手続き・入学手続き
◇ 一般入試〈２科・アクティブ・４科入試〉

入試科目

第１学年（男・女） 70名　2022年３月に小学校卒業見込みの児童

入試日程

募集人員
出願資格

10名30名 20名 10名

第４回第１回 第２回 第３回

４科２科 アクティブ

２月４日（金）２月１日（火） ２月２日（水） ２月３日（木）

２科
アクティブ
適性検査型A

２科・４科
アクティブ
適性検査型B

２科

入試内容
・国語、算数
（各50分、各100点満点）

・面接（受験生のみ）
・理科、社会
（２科目で50分、各50点満点）

・面接（受験生のみ）

・国語、算数
（各50分、各100点満点）

・国語または算数から１科目選択
（50分、100点満点）

・アクティブシートに関する面接
（受験生のみ）

・アクティブシートの記入（40分）

２科

出願手続き
（WEB出願）

合格発表

入学手続き

【 WEB発表 】 試験当日 18：00～ ※校内掲示はありません。

★WEB出願（ID登録・出願情報の入力・受験料の支払い）後、下記期間に受験票を発行し、
　下記必要書類を試験当日に持参してください｡

【出願期間】 12月20日（月）～各試験日前日 20：00 ※本校HPの専用バナーからアクセスしてください。

【納入期間】 合格発表日～２月７日（月）

【受験票発行】 １月10日（月）～各試験日当日
【必要書類】

【複数回出願・受験】 一度の受験料で、最大２回まで受験が可能です。

① 受験票（本人控）
② 受験票（学校控）
③ 小学６年次の通知表のコピー

｝プリントアウトし、受験生の顔写真を貼付してください。
【 受 験 料 】 23,000円 ※一旦納入された受験料の返金はできません。

【手続き方法】 本校HPの「入学金決済サイト」にて期間内に手続きをしてください。
※クレジットカード決済、コンビニエンスストア支払い、ペイジー（金融機関ATM・ネットバンキング）をご利用いただけます。
　また、お支払いには別途手数料が発生します。
※万が一、入学を辞退される場合は、本校所定の辞退届けを提出していただきます。なお、一旦納入された入学金は、
　いかなる事由があっても返金できません。

※納入金のお支払いと、「合格証明書」等を本校でお受け取りになることで入学手続きが完了となりますので、
　受験票をご持参の上ご来校ください。

【合格証明書受取日】 合格発表日～２月７日（月） 10：00～15：00 ※２月６日（日）を除く



■ 特待制度

◇ 適性検査型入試（白鷗・大泉・両国型）

種類
特待内容

入学手続き時の免除額 入学後の特典

Ⅰ 370,000円 免除
（入学金 220,000円・施設設備費 150,000円）

100,000円 免除
（施設設備費のうち100,000円を免除）

エデュケーショナルスカラシップ A として
年額 300,000円 給付220,000円（入学金）免除

150,000円（施設設備費）免除 エデュケーショナルスカラシップ B として
年額 150,000円 給付

エデュケーショナルスカラシップ S として
年額 420,000円 給付

 

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

◇ 学力試験・適性検査の結果に応じた特待制度

◇ 入学金等軽減規定について
①受験生の兄弟姉妹が本学院*に在籍している場合は「特待Ⅱ」を付与します。
②祖母・母・兄姉が本学院*の卒業生である場合は「特待Ⅲ」を付与します。

-

適性検査型A 適性検査型B

入試内容
・適性検査Ⅰ（45分）

・適性検査Ⅱ（45分）

・適性検査Ⅲ（30分）

・適性検査Ⅰ（45分）

・適性検査Ⅱ（45分）

出願手続き
（WEB出願）

合格発表

入学手続き

★WEB出願（ID登録・出願情報の入力・受検料の支払い）後、下記期間に受検票を発行し、
　下記必要書類を試検当日に持参してください｡

【出願期間】 12月20日（月）～各試検日前日 20：00 ※本校HPの専用バナーからアクセスしてください。

【納入期間】 合格発表日～２月10日（木）

【受検票発行】 １月10日（月）～各試検日当日
【必要書類】 ① 受検票（本人控）

② 受検票（学校控）｝プリントアウトし、受検生の顔写真を貼付してください。

【手続き方法】 本校HPの「入学金決済サイト」にて期間内に手続きをしてください。
※クレジットカード決済、コンビニエンスストア支払い、ペイジー（金融機関ATM・ネットバンキング）をご利用いただけます。
　また、お支払いには別途手数料が発生します。
※万が一、入学を辞退される場合は、本校所定の辞退届けを提出していただきます。なお、一旦納入された入学金は、
　いかなる事由があっても返金できません。

※納入金のお支払いと、「合格証明書」等を本校でお受け取りになることで入学手続きが完了となりますので、
　受検票をご持参の上ご来校ください。

【合格証明書受取日】 合格発表日～２月10日（木） 10：00～15：00 ※２月６日（日）を除く

【 WEB発表 】 試検当日 18：00～
※適性検査Ⅰの結果を試検当日にフィードバックします。　※校内掲示はありません。

受検料
※一旦納入された受検料の返金はできません。

10,000円 7,000円

＊武蔵野中学校・武蔵野高等学校・武蔵野学院大学
　・武蔵野短期大学・武蔵野学院大学大学院



■ 試験当日の時程
◇ ２科・アクティブ・４科入試

◇ 適性検査型入試

※9：00までに集合してください。

■ 試験当日について

■ 入学手続き時納入金 ■ 授業料等（年額）
入学金

施設設備費

父母会入会金

生徒会入会金

合　計

220,000円

150,000円

30,000円

20,000円

420,000円

授業料

施設維持費

父母会費

生徒会費

合　計

456,000円

48,000円

36,000円

12,000円

552,000円

※入学後、家計急変により就学が
困難となった場合、授業料等を
免除する制度があります。

※この他に、制服等の購入費、各学
年毎の積立金が必要となります。

11：20～

面 接

10：20～11：10

算 数

9：20～10：10

国 語

9：00～9：10

出席確認等

２月１日（火）・２月２日（水）・２月３日（木）・２月４日（金）

２科

11：10～

面 接

10：20～11：00

アクティブシートの記入

9：20～10：10

国語 または 算数

9：00～9：10

出席確認等

２月１日（火）・２月２日（水）

アクティブ

11：10～11：40

適性検査Ⅲ

10：15～11：00

適性検査Ⅱ

9：20～10：05

適性検査Ⅰ

9：00～9：10

出席確認等

２月１日（火）

適性検査型A

10：15～11：00

適性検査Ⅱ

9：20～10：05

適性検査Ⅰ

9：00～9：10

出席確認等

２月２日（水）

適性検査型B

12：20～

面 接

11：20～12：10

理科・社会

10：20～11：10

算 数

9：20～10：10

国 語

9：00～9：10

出席確認等

２月２日（水）

４科

◇ 持ち物
◎受験票（本人控）
◎受験票（学校控）
◎筆記用具（定規・コンパス・分度器は不要）　※上履きは不要です。

◇ 注意事項
◎携帯電話、ウェアラブル端末等の電子機器の使用は禁止です。持っている受験生は、必ず電源を切り、鞄にしまってください。
◎出席停止が認められる感染症に罹患し、試験を受験できなかった場合は、第４回（２月４日）の試験までに、
　可能な限り振替受験を認めます。手続きについては、本校HPに掲載いたします。
◎自然災害等により交通機関に混乱が生じた場合は、本校HPをご確認ください。
◎入試に関する情報を、出願時にご登録いただいたメールアドレスや本校HPを通じてお知らせする場合があります。
◎保護者控室をご用意しています。試験中は、控室でお待ちいただけますが、外出されて試験終了までに戻られても結構です。



WEB出願 手続きの流れ

パソコン・スマートフォン・タブレット端末からアクセスすることができます。

メールアドレスをIDとして登録してください。なお、緊急連絡時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。
学校説明会の予約等ですでに「mirai compass」で共通IDを登録済みの場合は、そのIDをご使用になれます。

受験生の顔写真データをアップロードしてください。（デジタルカメラ・スマートフォンで撮影した写真も可）
アップロードしない場合は、受験票印刷後に受験生の顔写真を貼付してください。（写真サイズ：縦4cm×横3cm）

顔写真データをアップロードしない場合は、印刷された受験票（本人控・学校控）に受験生の顔写真を貼付してください。

登録したID（メールアドレス）でログインしていただくとマイページが表示されますので、志願者情報を入力し、
出願する試験を選択してください。（受験区分・入試日程に注意）

受験料のお支払いは、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー（金融機関ATM・ネットバンキング）を
ご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。なお、お支払いには別途手数料がかかります。

各入試日程の出願期間内に受験料のお支払いを済ませてください。出願期間後のお支払いは受け付けません。また、
受験料決済後の申し込み内容の間違いによる取り消し、受験区分の変更、及び返金は一切できませんのでご注意ください。

受験料のお支払い完了後、受験票発行期間になりましたら、マイページより受験票の印刷が可能となります。
ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。

本校ホームページ

ログイン/マイページ

出願情報の入力

受験料支払いの方法選択

受験料のお支払い

受験票の印刷

顔写真の貼付

ID（メールアドレス）登録

出願書類の提出

顔写真データ
アップロード（任意）

※受験票は本校から発送しませんので、必ず自宅等で印刷し、受験生の顔写真を貼付の上、
上記①～③の書類を試験当日にお持ちください。

出願期間が近くなりましたら、本校HPに出願サイトにリンクするバナーを設置します。（11月中旬の予定）

学校公式キャラクター
ムサシノ・イングリッス
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願 
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出願サイト

【受験票発行】 1月10日（月）～各試験日当日

①受験票（本人控）　②受験票（学校控）　③小学6年次の通知表のコピー
※適性検査型入試を出願した場合は不要

■ 合格発表について（WEB発表の照会方法）
各試験日当日の18：00から、WEB発表を行います。本校HPの合格発表バナーからアクセスしてください。
その際、「ログインID」と「パスワード」を入力する画面が表示されますので、半角数字で入力してログインしてください。

■ 感染症対策について
本校では東京都からの発令に準じて予防対策を行っております。予防対策の具体的内容は本校HPに掲載しますので、
ご確認ください。また、社会状況の変化に応じて、募集要項の内容を変更させて頂く可能性もあります。変更の際は、
本校HPにてお知らせいたします。

※生年月日は、出願時に登録されたデータに基づき作成しております。登録されたデータに間違いがある場合は、正確な情報が
　得られない場合があります。
※電話等での合否のお問い合わせにはお答えできません。

ログインID 受験番号（５桁） 例：受験番号11008の場合のログインIDは、「11008」となります。

パスワード 生年月日（８桁） 例：2009年４月25日生まれの場合のパスワードは、「20090425」となります。



TEL：03-3910-0151（代）　https://www.musashino.ac.jp/mjhs/
〒114-0024 東京都北区西ヶ原4-56-20

MUSASHINO JUNIOR HIGH SCHOOL
武蔵野中学校
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