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生徒募集要項
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2022年度入試〈5つの特長〉

特待生制度
本校では成績優秀者の就学を経済的に支援すべく、特待生制度を設けております。特待生は特進選抜入試、特待入試、適性検査型入試、チャレンジ
入試の成績上位者に合格を通知いたします。また１月１１日（火）の特待入試では他の日程に比べて特待合格範囲が広がります。

特待生
合格区分

優遇内容
特待生合格の目安

1/10午後
特進選抜入試

1/11午後
特待入試

1/14午前
特進選抜入試

1/14午後
適性検査型入試

1/25午前
チャレンジ入試

特待生A 入学金と原則3年間の授業料相当額を奨学金形式で交付 上位8％程度 上位15％程度 上位8％程度 上位8％程度 上位8％程度

特待生B 入学金相当額を奨学金形式で交付 なし 得点率70％程度 なし なし なし

※特待生Aについては、毎年審査を行い、基準を満たした生徒が継続となります。
※入学金相当額の優遇につきましては入学後、4月に奨学金形式で交付いたします。

早期手続者入学金減額制度
早期手続Ａ
1月18日（火）までに入学手続をされた方
お支払いいただいた入学金のうち 125,000円を奨学金形式で交付いたします。
早期手続Ｂ
1月28日（金）までに入学手続をされた方
お支払いいただいた入学金のうち 50,000円を奨学金形式で交付いたします。
卒業生入学金減額
上記早期手続A・早期手続Bのいずれかで手続をした方を対象に、今回入学された生徒のご両親のいずれかが西武台高校の卒業生であるかを確認さ
せていただいております。該当される場合には、お支払いいただいた入学金のうち125,000円をさらに奨学金形式で交付いたします。

※入学金減額制度につきましては入学後、4月に奨学金形式で交付いたします。

兄弟姉妹入学金減額制度
西武台新座中学校に兄弟姉妹が既に在籍しており、今回入学することで兄弟姉妹同時在籍となる場合、入学金相当額を奨学金形式で交付いたし
ます。また、双子などで兄弟姉妹が同時入学する場合には、1人分の入学金相当額を奨学金形式で交付いたします。
※入学金減額制度につきましては入学後、4月に奨学金形式で交付いたします。

5 チャレンジ入試
1月25日（火）午前のチャレンジ入試は、初めての受験、及び上位コースや特待合格へチャレンジする等
ステップアップ可能な入試です。それまでの合否や受験有無に関わらず特待合格・特進選抜クラス・
特進クラス全ての合格が出る入試です。

4
特待入試は

合格範囲が拡大
1月11日（火）午後の入試は特待入試です。（合格範囲が拡大）
特待生については、下記参照ください。

3 全日程で特待生合格を発表
計5回で特待生合格を出します。（詳細は下記参照）
一般合格した受験生も含めてぜひチャレンジしてください。
※帰国生入試を除く。

1

適性検査型入試・帰国生入試を実施
従来の一般入試に加え、今年度より適性検査型入試・帰国生入試を実施
いたします。より自分に合った入試方法を選択頂けるようになりました。

2

一般入試ではすべての入試で
2科目・4科目選択可能 

一般入試ではすべての入試で2科目受験（国語・算数）または
4科目受験（国語・算数・社会・理科）をお選びいただけます。
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12月 1日（水） 願書受付開始 願書受付開始 願書受付開始 願書受付開始 願書受付開始

12月  2日（木）
～ 7日（火）

12月  8日（水） 願書受付締切
１５：００まで

12月12日（日）
入学試験

（午前または午後）
※窓口なし

12月13日（月） 合格発表
（直接連絡）

12月14日（火）
～１月 8日（土）

１月  9日（日） 願書受付締切
１５：００まで

１月１0日（月）
窓口出願：試験日集合時刻３０分前まで
入学試験（午前・午後）
合格発表（ホームページ）

願書受付締切
１５：００まで

１月１1日（火）
合格発表（掲示）

午前・午後入試ともに　８：００～
入学手続開始

（窓口にて９：００～１6：3０）

合格発表（掲示）
午前・午後入試ともに　８：００～

入学手続開始
（窓口にて９：００～１6：3０）

窓口出願：試験日集合時刻３０分前まで
入学試験（午前・午後）

合格発表（ホームページ）

早期手続 Ａ
手続期間

受付時間 ９：００～１6：3０

１月１2日（水）
合格発表（掲示）

午前・午後入試ともに　８：００～
入学手続開始

（窓口にて９：００～１6：3０）

１月１3日（木） 願書受付締切
１５：００まで

１月１4日（金）
窓口出願：試験日集合時刻３０分前まで
入学試験（午前・午後）
午前入試合格発表（ホームページ）

１月１5日（土） 午後（適性）入試合格発表
（ホームページ） 窓口　休み

１月１6日（日） 窓口　休み

１月１7日（月）
合格発表（掲示）

午前・午後（適性）　８：００～
入学手続開始（窓口にて９：００～１6：3０）

１月１8日（火）

１月１9日（水）
早期手続 B

手続期間
受付時間 ９：００～１6：3０

１月20日（木）

１月21日（金）

１月22日（土） 窓口　休み

１月23日（日） 窓口　休み

１月24日（月） 願書受付締切
１５：００まで 窓口　休み

１月25日（火）
窓口出願：試験日集合時刻３０分前まで
入学試験（午前）

合格発表（ホームページ） 
１月26日（水） 窓口　休み

１月27日（木）
合格発表（掲示）

午前入試　８：００～
入学手続開始（窓口にて９：００～１6：3０）

１月28日（金）

１月29日（土）
～２月1日（火） 窓口　休み

２月  2日（水） 通常手続期間
受付時間 ９：００～１6：3０

２月  3日（木）

２月  4日（金）

２月  5日（土）
  制服採寸日  （10：００～１2：００）
      入学手続 受付時間
          ９：００～ １2：0０

２月  6日（日） 窓口　休み

２月  7日（月）

２月  8日（火）

２月  9日（水）

２月10日（木） 入学手続締切（窓口にて９：００～１6：００）

出願から入学までのスケジュール

入試日 12月12日（日） 1月10日（月） 1月11日（火） 1月14日（金） 1月25日（火）

合格発表後の日程試験区分 帰国生入試
（午前または午後）

第１回特進入試（午前） 第２回特進入試（午前） 第２回特進選抜入試（午前） チャレンジ入試（午前）

第１回特進選抜入試（午後） 特待入試（午後） 適性検査型入試（午後）

出願方法 インターネット
出願

インターネット
出願

インターネット
出願

インターネット
出願

インターネット
出願

一般入試・適性検査型入試

2月26日（土）
入学予定者と保護者のための

オリエンテーション（制服採寸日）
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2022年度　　入試要項　一般入試

入試日 1月10日（月） 1月11日（火） 1月14日（金） 1月25日（火）

募

　集

試験区分

第1回
特進入試

第1回
特進選抜入試

第2回
特進入試

特待入試
第2回

特進選抜入試
チャレンジ入試

午前 午後 午前 午後
午前

午前
午後：適性検査型入試（詳細はP4）

募集定員（80名） 20名 10名 10名 10名 10名 10名

特待生合格 特待生A
特待生A
特待生B

特待生A 特待生A

スライド合格 特進クラス 特進選抜クラス 特進クラス

入

　試

試験科目 2科目（国算）または4科目（国算社理）選択

試験時間（配点） 国語：50分（100点）　　算数：50分（100点）　　社会・理科：50分（各50点 計100点）

集合
時間

4科目
8：30

14：30
8：30

14：30
8：30 8：30

2科目 15：30 15：30

試験会場
本校

入試実施日には、東武東上線「柳瀬川駅」、JR武蔵野線「新座駅」
西武池袋線/西武新宿線「所沢駅」より本校へのスクールバスを運行します。

出

　願

出願方法 （1）インターネット出願　（2）窓口出願（試験当日のみ）のいずれかの方法を選択（P5を参照）

出願期間 12/1（水）～　試験日集合時刻30分前まで。

検 定 料
21,000円（出願回数2回までは21,000円で受験可能、その後1回ごとに5,000円追加）

※インターネット出願はクレジットカード決済、コンビニ、ペイジー
窓口出願は現金のみ

提出書類 直接提出する書類はありません。

合
格
発
表

ホームページ
1月10日（月）
 19：00から

1月10日（月）
 21：50から

1月11日（火）
 19：00から

1月11日（火）
21：50から

1月14日（金）
 19：00から

1月25日（火）
 19：00から

本校掲示
1月11日（火）
  8：00から

1月12日（水）
 8：00から

1月17日（月）
 8：00から

1月27日（木）
 8：00から

入学手続
手続期間 合格発表日（掲示）～2/10（木）まで

入学金等
入学金　２５０，０００円　　施設設備金１００，０００円

※早期手続者入学金減額制度等を活用することで入学金が軽減されます。（P6を参照）

学納金
金　　額 授業料　月額  ３０，０００円    施設整備管理費　月額  １０，０００円

支払方法 学納金はその他の費用とともに３ヶ月ごと年４回、指定の郵便局口座から自動振替　（詳細はP6を参照）

※特待生制度については、P1を参照
※入学手続き後 【2月17日（木）16:00まで】 入学を辞退された場合、所定の手続により施設設備金のみを返金します。
※一度入金された受験料は理由のいかんを問わず返金には応じかねますのでご了承ください。
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入試要項　帰国生入試・適性検査型入試

入試日 12月12日（日） 1月14日（金）

募

　集

試験区分

帰国生入試 適性検査型入試

午前または午後 午後

募集定員 若干名 10名

特待生合格 特待生A

スライド合格

入

　試

試験科目 右記「帰国生入試」を確認 適性検査Ⅰ・Ⅱ

試験時間(配点) 右記「帰国生入試」を確認
適性検査Ⅰ：45分（100点）
適性検査Ⅱ：45分（100点）

集合時間 右記「帰国生入試」を確認 14:30

試験会場

本校またはオンライン 本校

※ 入試実施日には、東武東上線「柳瀬川駅」、JR武蔵野線
「新座駅」　西武池袋線/西武新宿線「所沢駅」より本校
へのスクールバスを運行します。

出

　願

出願方法 インターネット出願のみ

（1）インターネット出願　
（2） 窓口出願（試験当日の

み）のいずれかの方法を
選択（P5を参照）

出願期間 12月1日（水）～12月8日（水）
12/1（水）～　試験日集合
時刻30分前まで。

検定料
21,000円（出願回数2回までは21,000円で受験可能、そ
の後1回ごとに5,000円追加）
インターネット出願はクレジットカード決済、コンビニ、ペイジー

提出書類 海外在留証明書 直接提出する書類はありません。

合
格
発
表

ホームページ 12月13日（月）13：00～ 1月15日（土）12：00～

本校掲示 1月11日（火）8：00～ 1月17日（月）8：00～

入学手続

手続期間
合格発表日（掲示）～2/10（木）まで

※窓口時間はP2を参照

入学金等
入学金　２５０，０００円　　施設設備金１００，０００円

※ 早期手続者入学金減額制度等を活用することで入学金
が軽減されます。（P6を参照）

学納金

金　　額
授業料　月額  ３０，０００円

施設整備管理費　月額  １０，０００円

支払方法
学納金はその他の費用とともに３ヶ月ごと年４回、指定の郵
便局口座から自動振替　（詳細はP6を参照）

※特待生制度については、P1を参照
※ 入学手続き後 【2月17日（木）16:00まで】 入学を辞退された場合、所定の手続により施設設

備金のみを返金します。
※一度入金された受験料は理由のいかんを問わず返金には応じかねますのでご了承ください。

帰国生入試

・ 帰国生入試の受験を希望される方は、事前に必ず本校まで連絡・
　相談をお願いします。
　電話番号：048-481-1701（担当：広報部  加藤）
　メールアドレス：seibudai.nyuushi@ggl.seibudai.ed.jp
・試験について
　試験科目：事前の作文提出。
 　　　　　 試験当日の面接（来校もしくはオンライン）。日本語または英語。 
　提出書類：海外在留証明書。 
　出願条件：小学校 1 年生以降に、1 年以上海外に在留。 
  出願前に本校まで連絡・相談があること。 
・事前提出課題について
　出願完了後、オンラインにて作文の提出をして頂きます。
・試験当日について
　面接試験を実施します。面接は日本語または英語にて実施いたします。
　来校による面接　 ･･･9：30 に学校集合とします。
　オンラインにて面接･･･個別に面接実施時間を連絡いたします。
・合格コースについて
　試験の結果により「特進選抜コース」または「特進コース」での合格となります。
・合格発表および入学手続きについて
　合格発表は 12 月 13 日（月）に本人に直接連絡いたします。
　合格書類の受け取りおよび入学手続きは、1 月 11 日（火）9:00 より行います。
　詳細は P2とP6をご確認ください。

適性検査型入試
　試験科目：適性検査Ⅰ（作文型）：45 分（100 点） 
　　　　　　適性検査Ⅱ（科目複合型）：45 分（100 点）
・合格コースについて
　試験の結果により「特進選抜コース」または「特進コース」での合格となります。
・特待生について
　試験の結果により「特待生 A」の合格があります。
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出願方法

【インターネット出願】（最も利便性が高い方法ですので、この方法をお勧めしています）

出願期間 12月1日（水）から試験日前日15：00まで　（24時間出願可能です）　※帰国生入試を除く

受験票 出願手続完了後、すぐに自宅で印刷可能となります。

検定料納入 インターネット上でのクレジットカード決済（セキュリティには万全を期しておりますのでご安心ください）、コンビニエンスストア、ペイジー

出願手順

本校ホームページ（「西武台新座」で検索）から以下のようにお進みください。
　　〔中学TOP〕　→　〔入学案内〕　→　〔募集要項〕　→　〔インターネット出願〕
以降は画面の指示に従ってお進みください。検定料の決済終了後「受験票」を印刷して完了となります。
必要事項を入力することで受験票を後日印刷することもできます。

【窓口出願】（試験当日のみ）

出願期間 試験当日7：30から試験当日集合時刻30分前まで。　※帰国生入試を除く

受験票 出願手続時に窓口でお渡しします。

検定料納入 出願手続時に窓口で現金納入してください。

出願手順
「入学試験願書」の必要事項を窓口で記入してください。
「入学試験願書」と検定料（現金）を窓口へ提出してください。

【追加出願】（窓口出願のみ）

出願期間 試験当日7：30から試験当日集合時刻30分前まで。　※帰国生入試を除く

受験票 追加出願手続時に受験票を追加訂正します。必ず出願時の受験票をお持ちください。

検定料納入 追加出願は現金のみの受付となります。

出願手順
本校窓口で「追加出願書」の必要事項を記入してください。
「追加出願書」「受験票」と検定料（現金）を窓口へ提出してください。

◇出願はインターネット出願をご利用ください。
◇複数回の試験へ出願することが可能です。（最多8回まで）窓口出願は試験当日のみとなります。
◇検定料は21,000円で2回目まで受験できます。3回目以降は1回ごとに5,000円となります。
　※一度納入いただいた検定料は原則お返しすることができません。ご了承ください。
◇一度出願をした後の追加出願（受験する試験を追加して出願）は窓口でのみできます。
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合格発表 ・ 入学手続 ・ 学費
【合格発表】

【入学手続】

入学手続き後、2月17日（木）16：00までに入学を辞退された場合、所定の手続により施設設備金のみを返金します。

発表方法
合格者の発表は本校ホームページ（http://www.seibudai.ed.jp/junior/）及び校内掲示で行います。発表時間はP3、4の入試要項
をご確認ください。

合格書類受取期間
合格発表日（掲示）９：００～２月10日（木）１5：００

※窓口休みにご注意ください。詳しくはP２の「出願から入学までのスケジュール」でご確認ください。

入学手続関係書類
・合格者には本校事務窓口にて「合格証」および「入学手続関係書類」をお渡しします。
・受取の際は受験票を必ずお持ちください。

繰り上げ合格 繰り上げ合格の場合、すべての試験終了後2日以内に該当者へ願書に記入した電話番号に直接連絡いたします。

入学手続期間

　　　合格発表日（掲示） ９：００　～　２月10日（木）１6：００
下記の期間で手続をされる場合には「早期手続者入学金減額制度」が適用されます。

 早期手続Ａ ：合格発表日（掲示）９：００　～　１月１8日（火）１6：3０
 早期手続B ：　　 １月19日（水）９：００　～　1月28日（金）１6：3０
　※窓口休みにご注意ください。詳しくはP２「出願から入学までのスケジュール」でご確認ください。

入学金等 入学金２５０，０００円　施設設備金１００，０００円

手続書類 郵便振替払込受付証明書（上記金額の払い込み分）・「入学手続関係書類」に綴り込まれている必要書類

入学金減額
制度について

制　度　名 適　用　条　件 入学金軽減額

早期手続者入学金減額制度 　・適用期間中に手続きを完了
　・本校に入学

早期手続Ａ：１２５,０００円　　
早期手続Ｂ：　５０,０００円　　

卒業生入学金減額
　・早期手続者入学金減額制度適用期間中に手続きを完了
　・ご両親のいずれかが西武台高校の卒業生
　・本校に入学

１２５,０００円　　
（上記軽減額に加算されます）

兄弟姉妹入学金減額制度 　・令和2年４月現在、西武台新座中学校に兄弟姉妹が在籍
　・本校に入学 ２５０,０００円　　

減額制度適用手続 「入学手続関係書類」に綴り込まれている「入学金減額制度適用申込書」に必要事項を記入の上、入学手続き時に提出
（入学金軽減額は4月に指定の口座へ振り込みさせていただきます）

◆毎年かかる費用（年４回分割） ◆入学手続き時にかかる費用（初年度一括）
【学納金等】 （価格は税抜） 【入学金等】

授業料  360,000 円 入学金 250,000 円
施設設備管理費 120,000 円 施設設備金 100,000 円
iPadレンタル 20,000 円 合　計 350,000 円
給食費 79,200 円

合　計 579,200 円 【制服代等】※前年度実績となります （価格は税込）

男子 73,700 円

【諸会費等】 女子 70,070 円

保護者会費 （初年度のみ入会金500円別途） 15,000 円 体育着・シューズ
48,735 円

後援会費 （初年度のみ入会金10,000円別途） 6,000 円 通学バッグ等
生徒会費 （初年度のみ入会金500円別途） 4,800 円 男子合計 122,435 円

合　計 25,800 円 女子合計 118,805 円

◆研修旅行等の積立金は、入学オリエンテーションで詳細説明いたします
【旅行積立】

オリエンテーション合宿 （１年４月） 36,000 円 【入学時振込】 2022.4（１回払い）
スキー教室 （１年冬季） 55,900 円 【自動振替】 2022.6～2022.11（６回払い）
グローバルキャンプ （２年夏季） 55,900 円 【自動振替】 2022.12～2023.5（６回払い）
人間力研修旅行 （３年３月） 450,000 円 【自動振替】 2022.6～2024.11（30回払い）

合　計 597,800 円 前年度実績のため金額が変更となる場合がございます。

◆利用の有無、期間の関係から、毎年集金にさせていただく費用
【集金等】

ザ ジングルズ教材  

約 150,000 円
スクールバスの利用状況、授業、カリキュラム改編にともない教材費用が変更
となりますので、金額は目安となります。

副教材

ベネッセ模試

登下校メールサービス
スクールバス （ご利用の場合）
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感染症り患者への対応
　本校の入学試験では、指定感染症を含む学校保健安全法で出席停止が求められている感染（新型コロナウイルス、インフルエンザ等）に 
り患またはその疑いがあり、治癒していない場合、受験をご遠慮いただきます。
上記感染症により受験をご遠慮いただいた場合、下記の対応をいたします。 
　①発熱や、感染症にり患またはその疑いがあり、治癒していない場合、受験はできません。
　②振替受験を希望する場合は、必ず本校まで連絡をしてください。
　　振替受験は 1 月 25 日までの入試日程で、医師の診断・判断に基づき受験可能とされた場合、受験いただけます。
　③振替入試は一般入試を対象とし、帰国生入試・適性検査型入試は対象外となります。
　④1月25日までに振替受験ができなかった場合、医師の診断証明書があれば、本校と相談の上、日時を指定して受験の対応をします。

入試Ｑ＆Ａ

Ｑ．2科目受験と4科目受験はどちらが有利ですか？（一般入試）
Ａ． どちらが有利というのはありません。ただし、2科目受験生と4科目受験生

全員からまず2科目の合計得点で全合格者の7～8割程度を決定し、残り
の2～3割の合格者は、2科目で合格点に達しなかった4科目受験生の中
から4科目の合計得点で決定するため、4科目受験生は2回チャンスがある
ことになります。

Ｑ．各科目の基準点（足きり点）はありますか？
Ａ． 一般入試では2科目または4科目、適性検査型入試では適性検査Ⅰ・Ⅱ

の合計点で合否を決定しますので、各教科での基準点（足きり点）はあ
りません。

Ｑ． 特進クラス入試と特進選抜クラス入試の問題の難易度は異な
りますか？（一般入試）

Ａ． どちらのクラスの入試も問題の難易度は変わりません。また、いずれの回
も同程度の難易度の問題を出題します。

Ｑ．補欠合格はありますか？
Ａ． 補欠合格の発表は行いません。ただし状況により「繰り上げ合格」を発

表することはあります。

Ｑ． 特進クラスと特進選抜クラスの両方に合格した場合、入学後
のクラスは選ぶことはできますか？

Ａ． 両方のクラスに合格して入学する場合、原則特進選抜クラスへの入学と
なります。

Ｑ．入学手続後、入学を辞退する場合はどうすればよいですか？
Ａ． 2月17日（木）16：00までに所定の辞退届を窓口へ提出してください。

施設設備金をお返しします。

Ｑ．追加出願は、入試の最中でも可能ですか？
Ａ． 追加出願には受験票と追加分の検定料が必要です。お子様が入試の最

中で受験票がお手元にない場合、追加出願はできません。

Ｑ． 入試の合格判定時に優遇（判定優遇・加点優遇）されること
がありますか？

Ａ． 4つの優遇があります。
1つ目は、1月10日（月）の第1回特進クラス入試を含む2回以上の受験をされ

た方には、2回目以降の合格判定時に判定優遇をします。
2つ目は、学校説明会等に3回以上参加して、本校が第1希望の方を判定優

遇します。本校説明会は4月から12月までオンライン説明会を含め8回
程度を実施しています。毎回内容に変化を持たせ、本校教育の取組に
魅力を感じ第1希望で入学したい方を優遇するものです。

3つ目は、本校は英語教育を重視しています。学校説明会以外に、夏休みにイ
ングリッシュ・チャレンジに参加された方を判定優遇します。

4つ目は、英検（公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能
検定）の級を取得されている方を取得級に応じて加点または判定優遇し
ます。

 ＊加点優遇　 3級以上は全得点に15点加点、4級10点加点、5級判
定優遇

　　　　　　　　（加点は、合計点数、特待扱い点数にも入ります）
 ＊判定優遇　合格判定時に考慮する
 ＊英検合格証書のコピーは入学手続き時にご持参ください。

Ｑ． 入学試験日に大雪、災害等が起こった場合はどのように対応
しますか？

Ａ． 入学試験日に、大雪、災害等によりやむをえず入試開始時間を変更する
場合などは、当日午前6時をめどに本校ホームページ（ http://www.
seibudai.ed.jp/junior/）にてお知らせします。

Ｑ． 出願期間中や入学手続期間中にスクールバスの運行はありま
すか？

Ａ． 在校生通学用のスクールバスをご利用いただけます。運行時刻はお電話
でお問い合わせください。
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【午前入試　試験時間】 【午後入試　試験時間】
4科目受験 4科目受験

集合時間 8：30 集合時間 14：30

受験の注意事項説明 8：30 ～ 8：40 受験の注意事項説明 14：30 ～ 14：40

国語（50分） 8：40 ～ 9：30 社会/理科（50分） 14：40 ～ 15：30

算数（50分） 9：40 ～ 10：30 国語（50分） 15：40 ～ 16：30

社会/理科（50分） 10：40 ～ 11：30 算数（50分） 16：40 ～ 17：30

2科目受験 2科目受験

集合時間 8：30 集合時間 15：30

受験の注意事項説明 8：30 ～ 8：40 受験の注意事項説明 15：30 ～ 15：40

国語（50分） 8：40 ～ 9：30 国語（50分） 15：40 ～ 16：30

算数（50分） 9：40 ～ 10：30 算数（50分） 16：40 ～ 17：30

【持ち物】 ・受験票・筆記用具（黒の鉛筆またはシャープペンシル） ・上ばき
 ※持ち込めないもの : 色鉛筆、マーカー、定規類、分度器、コンパス、下敷き、ウェアラブル端末、公式などが印刷された文房具

【注意点】 ・携帯電話は試験会場に持ち込めますが、試験時間中は必ず電源を切りかばんの中に入れるようにしてください。
 ・体調不良の場合は、保健室での受験も可能です。当日係員までお申し出ください。
 ・試験開始時刻に遅刻しそうな場合は、本校にお電話ください。遅刻した場合でも残りの時間で受験が可能です。
 
【付き添いの方へ】 ・付き添いの方の控え室を用意しています。午前入試と午後入試の間の時間も利用できます。（飲食も可能です）
 ・駐車場には限りがあります。なるべく公共交通機関や本校スクールバスをご利用ください。

入試当日
　一般入試　

　適性検査型入試　

適性検査Ⅰ・Ⅱ

集合時間 14：30

受験の注意事項説明 14：30 ～ 14：40

適性検査Ⅰ（45分） 14：40 ～ 15：25

適性検査Ⅱ（45分） 15：40 ～ 16：25

827537　生徒募集要項CC2020.indd   8 2021/09/06   18:06



お問い合わせ:TEL.048-481-1701（代）　〒352-8508 埼玉県新座市中野2-9-1

学校法人 武陽学園 西武台新座中学校・西武台高等学校

試験会場までのアクセス

■柳瀬川駅スクールバス停 ■所沢駅スクールバス停■新座駅スクールバス停
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本校会場（西武台新座中学校）

【各駅スクールバス停】

柳瀬川駅スクールバス停 新座駅スクールバス停 所沢駅スクールバス停

各駅からの所要時間

試験当日は、
「柳瀬川駅」「新座駅」「所沢駅」からスクールバスの送迎を行います。

【スクールバス時刻表】

柳瀬川 新座 所沢

午前 午後 午前 午後 午前 午後

1月10日
1月11日
1月14日
1月25日

1月10日
1月11日
1月14日

1月10日
1月11日
1月14日
1月25日

1月10日
1月11日
1月14日

1月10日
1月11日
1月14日
1月25日

1月10日
1月11日
1月14日

13:30 13:30 7:30 13:20

7:30 13:45 7:30 13:45 7:40 13:40

7:45 14:00 7:45 14:00 14:50※

8:00 14:10 8:00 14:10

8:10 14:45※ 8:10 14:45※

15:10※ 15:10※

※14日の運行なし
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