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生徒募集要項
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1　入学試験について
（1）1次【入試日2020年2月10日（月）】
［出願区分 ・ 資格］ 推薦　2020年3月中学校卒業見込みの者

　　　本校を第1志望とし中学校長の推薦を受けた者
専願　2020年3月中学校卒業見込み、またはすでに中学校を卒業した者
　　　本校を第1志望とする者
併願　2020年3月中学校卒業見込み、またはすでに中学校を卒業した者

入学後、本校へ通学可能な地域に保護者とともに居住する者

［募集コース・人数］ アグネス国際進学（AS）コース 推薦・専願・併願  女子約40名
幼児教育進学（CS）コース 推薦・専願・併願  女子約20名
エクスパート特進（ES）コース 推薦・専願・併願  女子約20名
立命館進学（RS）コース 推薦・専願  女子約60名（専願若干名）
※全コース共に内部進学生を含みます。

［志 望 コ ー ス］ 専願・併願は、出願時にコースを志望順に第4志望まで選ぶことができます。
・推薦は、コースへの推薦となるため第1志望のみとなります。
・第1志望が専願の場合、志望順位下位を併願にできます。
・第2志望以降の記入がある場合、志望順に合否判定をします。
　合格になった志望順位以降の合否判定はしません。
・志望順位による有利、不利はありません。

［出 願 期 間］ 2020年1月15日（水）〜1月31日（金）…持参または郵送（消印有効）
［事務部受付時間　9:30〜16:00（土曜日は12:00まで　日曜日を除く）］
※出願についての説明は、本要項3ページ「2　出願について」をご覧ください。

［入 　 試 　 日］ 2020年2月10日（月）

［入 試 会 場］ 本校　〒602-8013　京都市上京区下立売通烏丸西入ル五町目町172-2

［入 試 科 目］ 全コース共通
出　願　区　分 入　　　試　　　科　　　目

推薦 国語・数学・英語　　　　　　
専願・併願 国語・数学・英語・理科・社会

国語・数学・英語……各60分・100点
理科・社会……………各50分・100点

※英語にはリスニングが含まれます（約10分）。

［面 　 　 　 接］ 全コースの推薦・専願受験者に約3分の個人面接を実施します。

［入 試 時 間 割］ 全コース共通
時　間 推　薦 専　願 併　願

8:45〜 点呼・説明と注意
9:00〜10:00 英　語

10:15〜11:15 国　語
11:30〜12:30 数　学
12:30〜13:10 昼食休憩
13:15〜14:05 面　接 理　科
14:20〜15:10 社　会
15:25〜 面　接

推薦・専願は各自の面接終了後に、併願は学科試験終了後に解散となります



2

［持 　 ち 　 物］ 受験票・筆記用具（鉛筆、シャープペンシル）・消しゴム・昼食
※上履きは必要ありません。

［合 格 発 表］ 2020年2月12日（水）16：00から本校ホームページにて行います。
同時に（2月12日（水））郵送で合否を通知します。
・入学試験終了後に合格発表についての案内を配付します。
・学内掲示はしません。また、電話による合否のお問い合わせにはお答えできません。

［入 学 手 続 き］（1） 入学手続きに必要な費用を、期日までに納入してください。
　・入学試験終了後に入学手続きについての案内を配付します。

　　　 お支払いは、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ATM
で可能です。

　　　内訳：入学金100,000円、施設費20,000円
※一旦納入された入学手続きに必要な費用は返還しません。

（2） 入学手続きの締切
　推薦・専願　2020年2月14日（金）24：00まで
　併願　　　　2020年3月23日（月）24：00まで

（3） 姉妹同時在籍、および同窓生子女入学に伴う入学手続き費用減免制度があります。本要
項5ページ 「4　入学手続き費用減免制度について」をご覧ください。

（2）1.5次【入試日2020年2月22日（土）】
［出願区分 ・ 資格］ 専願　2020年3月中学校卒業見込み、またはすでに中学校を卒業した者

　　　本校を第1志望とする者
併願　2020年3月中学校卒業見込み、またはすでに中学校を卒業した者

入学後、本校へ通学可能な地域に保護者とともに居住する者

［募集コース・人数］ アグネス国際進学（AS）コース 女子若干名
幼児教育進学（CS）コース 女子若干名
エクスパート特進（ES）コース 女子若干名

［志 望 コ ー ス］ 出願時にコースを志望順に第3志望まで選ぶことができます。
・第1志望が専願の場合、志望順位下位を併願にできます。
・第2志望以降の記入がある場合、志望順に合否判定をします。
　合格になった志望順位以降の合否判定はしません。
・志望順位による有利、不利はありません。

［出 願 期 間］ 2020年2月12日（水）〜2月21日（金）…本校事務部へ持参
［事務部受付時間　9:30〜16:00（土曜日は12:00まで　日曜日を除く）］
※出願についての説明は、本要項3ページ「2　出願について」をご覧ください。

［入 　 試 　 日］ 2020年2月22日（土）

［入 試 会 場］ 本校　〒602-8013　京都市上京区下立売通烏丸西入る五町目町172-2

［入 試 科 目］ 全コース共通
出　願　区　分 入　　　試　　　科　　　目

専願・併願 国語・数学・英語

国語・数学・英語……各60分・100点

※英語にはリスニングが含まれます（約10分）。
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［面 　 　 　 接］ 全受験者に約3分の個人面接を実施します。

［入 試 時 間 割］ 全コース共通
時　間 専　願 併　願

8:45〜 点呼・説明と注意
9:00〜10:00 英　語

10:15〜11:15 国　語
11:30〜12:30 数　学
12:40〜 面　接

面接が終了した受験生から解散となります。

［持 　 ち 　 物］ 受験票・筆記用具（鉛筆、シャープペンシル）・消しゴム
※上履きは必要ありません。

［合 格 発 表］ 2020年2月25日（火）16：00から本校ホームページにて行います。
同時に（2月25日（火））郵送で合否を通知します。
・入学試験終了後に合格発表についての案内を配付します。
・学内掲示はしません。また、電話による合否のお問い合わせにはお答えできません。

［入 学 手 続 き］（1） 入学手続きに必要な費用を、期日までに納入してください。
　・入学試験終了後に入学手続きについての案内を配付します。
 　　　 お支払いは、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応金融機関ATM

で可能です。
　　　内訳：入学金100,000円、施設費20,000円
※一旦納入された入学手続に必要な費用は返還しません。

（2） 入学手続きの締切
　専願　2020年2月27日（木）24：00
　併願　2020年3月23日（月）24：00

（3） 姉妹同時在籍、および同窓生子女入学に伴う入学手続き費用減免制度があります。本要
項5ページ「4　入学手続き費用減免制度について」をご覧ください。

2　出願について
［考 　 査 　 料］ 20,000円

入学願書（ミシン目で切り外さず）のⒶ票に氏名と住所をⒸ票・Ⓓ票に必要事項を記入し、金
融機関にて考査料を振り込み、Ⓐ票・Ⓒ票・Ⓓ票に収納印を受けてください。下記の金融機
関からの振込手数料は無料扱いとなります。
1.5次入試の考査料は、出願時に本校事務部窓口にて現金で納入していただくことも可能で
す。
※一旦納入された考査料は返還しません。

【振込手数料が無料扱いとなる金融機関】
　　　京都銀行・滋賀銀行・京都中央信用金庫・三菱UFJ銀行

［出 願 方 法］ 必要な出願書類一式を所定の出願封筒に入れ、下記方法で出願期間内に提出してください。
　1次 出願 本校事務部へ持参、または簡易書留での郵送
　1.5次 出願 本校事務部へ持参
※持参の場合は、出願封筒への切手の貼付は不要です。
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［出 願 書 類］（1） 入学願書・受験票
　　① Ⓐ票・Ⓑ票に必要事項を楷書で記入してください。試験日程、出願区分およびコース

の所定欄に、それぞれ○印を記入してください。
　　② Ⓐ票・Ⓑ票それぞれに同じ写真（縦4.5cm×横3.5cm）を貼付してください。写真は白黒・

カラーいずれも可です。
　　※提出はⒶ票・Ⓑ票のみです。Ⓒ票は各自で保管してください。

（2） 報告書
　在籍または卒業中学校が作成したもので、必ず中学校で厳封されたものを提出してください。

（3） 送付ラベル（合否結果通知書郵送用）
　合否結果通知書郵送先の郵便番号・住所・氏名を記入してください。

（4） 推薦書…推薦での出願者のみ提出
　所定の用紙を用いて、在籍中学校で作成してください。

（5） 受験票返送用封筒1枚…郵送による出願の場合のみ提出
　速達料金分の切手を貼付の上、受験票返送先の郵便番号・住所・氏名を記入してください。

（6） 入学手続費用の免除についての申請書…該当される出願者のみ提出
　　※申請用紙は該当者に別途配付します。本要項5ページをご覧ください。

3　入試に関する注意事項
（1） 入試前日の受験場の下見はできません。
（2） 入試日の開門は午前7時45分です。
（3） 入場の際、受験票を入口で提示してください。
（4） 第1時限試験に20分以上遅刻した場合は受験できません。第2時限以降の遅刻は認めません。
（5） 次の①〜③は使用禁止です。必ずカバンの中に入れてください。
　　①携帯電話、スマートフォン、計算機能等のある機器類、電子辞書等
　　②筆箱、下敷き、定規類、コンパス、公式や法則等の記入のある文具類
　　③その他、受験場にて指示されたもの

（6） その他
　　①病気、事故等により受験できない場合、および遅刻の場合は、必ず入学センターへ連絡してください。
　　　TEL 075-414-8101（入学センター）
　　②体調不良などにより保健室受験を希望する場合は、本校教職員に申し出てください。
　　③保護者控室を準備しています。
　　④本校には自家用車の駐車スペースはございません。
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4　入学手続き費用減免制度について
姉妹同時在籍、および同窓生子女入学に伴う入学手続き費用の減免制度があります。該当される方は、必ず出願前に
入学センターにて申請用紙を受け取り、出願時に出願書類とともに提出してください。詳しくは、下記までお問い合
わせください。
TEL 075-414-8101（中高入学センター）

　【姉妹同時在籍に伴う入学手続き費用減免制度】
　　 平安女学院高等学校の入学時において、その入学年度に姉妹のいずれかが本校（中学校または高等学校）に在籍す

る場合、申請により入学金を減免する。

　【同窓生子女入学に伴う入学手続き費用減免制度】
　　 入学年度において、曾祖母、祖母、母、姉妹（18歳以上）のいずれかが平安女学院中学校・高等学校・短期大学（部）・

大学の卒業生である場合、申請により入学金を減免する。

5　エディの奨学生制度について
アグネス国際進学（AS）コース、幼児教育進学（CS）コースに「エディの高大連携奨学生」、エクスパート特進（ES）コー
スに「エディの奨学生」制度があります。希望される方は、必ず出願前に入学センターにご相談のうえ、入学願書の所
定の欄に記入してください。この制度の適用者には、合格発表とあわせて通知します。

〈エディの高大連携奨学生〉
　【アグネス国際進学（AS）コース入学生】
　　（1） 資格　 本校を第一志望とし、アグネス国際進学（AS）コースから平安女学院大学もしは同大学短期大学部に進学

を希望する、特に成績（評定）優秀と認められた者
　　（2） 給付　授業料・教育充実費の全額または半額を給付
　　（3） 条件　確約書の提出
　【幼児教育進学（CS）コース入学生】
　　（1） 資格　 本校を第一志望とし、幼児教育進学（CS）コースから平安女学院大学子ども教育学部もしくは同大学短期

大学部保育科に進学を希望する、特に成績（評定）優秀と認められた者
　　（2） 給付　授業料・教育充実費の全額または半額を給付
　　（3） 条件　確約書の提出

〈エディの奨学生〉
　【エクスパート特進（ES）コース入学生】
　　（1） 資格　次のいずれかに該当する者
　　　　　　　A：推薦受験希望者のうち、特に成績（評定）優秀と認められた者
　　　　　　　B：全受験生のうち、入学試験で成績優秀と認められた者
　　（2） 給付　授業料・教育充実費の全額または半額を給付
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6　学費納入について
学費および保護者会費の1学期分を3月23日（月）までに金融機関にて納入してください。
　　〈参考：2019年度の学費および保護者会費（年額）〉
　　　学費：授業料　580,000円　　教育充実費　175,000円　　保護者会費：15,000円
　　　※教材費・修学旅行費等は別途徴収します。

7　招集日
1次推薦・専願合格者招集日 2020年2月15日（土） 書類提出・制服採寸・指定品購入申込み
1.5次専願合格者招集日 2020年2月29日（土） 書類提出・制服採寸・指定品購入申込み
入学者説明会 2020年3月25日（水）
※併願入学者は、入学者説明会実施日に制服採寸・指定品購入申込みをします。

8　入学試験カレンダー
月日（曜日） 1次入学試験 1.5次入学試験

1月15日（水） 出願開始
1月31日（金） 出願締切
2月10日（月） 入学試験
2月12日（水） 合格発表 出願開始
2月14日（金） 入学手続き締切（推薦・専願合格者）
2月15日（土） 推薦・専願合格者招集日
2月21日（金） 出願締切
2月22日（土） 入学試験
2月25日（火） 合格発表
2月27日（木） 入学手続き締切（専願合格者）
2月29日（土） 専願合格者招集日
3月23日（月） 併願者：入学手続締切　学費等の1期分納入期限
3月25日（水） 入学者説明会



お問合せ

TEL:075-414-8101    FAX:075-414-8109
〒602-8013　京都市上京区下立売通烏丸西入五町目町172-2
URL  http://www.jh.heian.ac.jp/
E-mail stagnes-hj@heian.ac.jp （24時間受付）

入学センター


