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令和５年度（2023 年度）聖ウルスラ学院英智高等学校 

国際（帰国生徒・外国籍生徒）オンライン編入学試験要項 

 

 

１．募集人員：令和５年度は募集人員を定めない。 

２．編入学試験概要 

編入月 試験実施日 出願期間 試験会場 

2023 年 4 月より 

(第１・２学年) 
下記参照 下記参照 オンライン＊ 

＊試験会場の詳細については、事前にメール等で確認させていただきます。 

３．試験日程   

 

４．出願資格  

  以下の（１）および（２）のいずれも満たす者。 

（１）出願・受験時に海外に在住し、かつ、海外で就学している者 

（２）本校の国際編入試の出願資格を満たす者 

   （出願資格については「2022 年度国際編入学試験要項」をご参照ください） 

   ※「国際オンライン編入試」を受験し不合格となった場合、その後「国際編入学試験」への出願すること

は可能です。 

   ※「国際オンライン編入試」で不合格となり、その後「国際編入学試験」を受験する場合、原則として全

ての必要書類を改めて提出してください。ただし、成績や英語資格証明について更新がなく、「国際オン

ライン編入試」で提出・使用した同じ書類を「国際編入学試験」でも引き続き使用することを希望する

場合は、その旨志願者身上書の備考欄に記載することで、それが可能になります。 
 

５．試験区分・方式 

  筆記試験・面接をすべてオンラインで実施します。 

コース 試験区分 方式 選考方法 

尚志コース 

特別志学コース Type１ 

特別志学コース Type２ 

 

専 願 

 

 

Ｂ 

 

・小論文（英語または日本語） 

・面接 

・日本語・数学（下記参照）※ 

※受験者の学習履歴や状況を踏まえ、日本語・数学の試験を追加で課すことがあります。これについては、試験

前に通知いたします。 

※スライド合格制度 

出願資格事前審査書類の提出期間 ～２０２２年１０月 ７日（金）必着 

ＷＥＢ登録期間 ／ 受験料納付期間 ２０２２年１０月２４日（月）～１０月３１日（月） 

書類提出期間 ２０２２年１０月２４日（月）～１１月 ７日（月）必着 

インターネット接続確認作業 ２０２２年１１月１３日（日） 

面接試験 ２０２２年１１月１３日（日） 

筆記試験 ２０２２年１１月２０日（日） 

合格発表 ２０２２年１２月 ２日（金） 
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 Type１コースを受験の場合 ➡ 合否結果が Type２合格 ／ 尚志コース合格の場合もある。 

 Type２コースを受験の場合 ➡ 合否結果が尚志コース合格の場合もある。 

６．インターネット接続確認作業 

  ２０２２年１１月１３日（日）     第一部   １０：００（日本時間） 以降３０分間 

                第二部   １３：００（日本時間） 以降３０分間 

  ※第一部もしくは第二部、どちらかの時間帯で設定します。実施時間については、その前の週までに登録い

ただいたメールアドレスに連絡します。希望制ではありません。 

  ※インターネット接続確認作業時は、保護者が同室いただいてもかまいません。 

７．面接試験について 

   １１月１３日（日）、インターネット接続確認作業に引き続いて順番に実施します。面接試験の時間につ

いては、実施日前の週までに登録いただいたメールアドレスに連絡します。 

   ※最初に志願者本人への面接を行います。この時、保護者の同室は認められません。その後、面接官の指

示に従って、保護者１名に入室していただき、保護者同伴の面接を行います。 

８．筆記試験時間割 （日本時間） １１月２０日（日） 

方式 ９：３０～９：５０ ９：５０～１０：００ １０：００～１１：００ １１：００～ 

        答案送信 

Ｂ 接続準備 諸注意 小論文 （日本語・数学の試験 

        〔各 20分〕➡答案送信） 

  【注意事項】面接試験、筆記試験は出願時に記載した在住国・地域で受験してください。 

９．インターネット接続確認作業までの準備 

   インターネット接続確認作業およびオンライン国際編入試では、Zoom Video Communications が提供す

るＷＥＢビデオ会議サービス「ＺＯＯＭ」を利用いたします。そのために以下の環境が必要になります。（何らかの諸事

情のため、ＺＯＯＭではないサービスを利用したい場合は、事前にお問い合わせください。） 

（１）インターネットに常時接続できる環境 

（２）試験時間帯に周囲との連絡が遮断できる個室などの静寂な環境 

（３）ＷＥＢカメラ、マイク、スピーカーの環境が整ったパソコン 

    ・ＷＥＢカメラとマイクはパソコン内蔵または外付け製品いずれでも構いません。 

    ・パソコンは電源ケーブルを接続して使用してください。 

    ・周囲の状況および受験生の様子を確認にするため、試験監督がＷＥＢカメラの角度や方向の変更を指

示する場合があります。 

（４）カメラまたはカメラ機能付きのスマートフォンやタブレットを使用する場合、答案用紙をスキャンまたは

撮影・メールでの添付送信ができるものに限る。 

（５）ＰＤＦデータをＡ４サイズ紙に印刷できる環境（事前にメールで送信される答案用紙のＰＤＦデータを試

験当日までにＡ４サイズに印刷するため） 

10．受験上の注意事項及び禁止・不正行為 

  ・マスクを外した状態で受験すること   

  ・受験時には受験票を手元に用意すること 

  ・試験に利用する機器、受験票、筆記用具以外のものは、手元や机上に置かないこと 

  ・原則、試験中は退室できません。体調不良等の場合は、試験監督に申し出ること 

  ・他者による「なりすまし受験」やカンニング行為、試験時間中の第三者との会話や連絡（オンライン上を
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含む）、使用する機器以外の機器を操作する行為などの不正行為は行わないこと 

  ・不正行為があった場合は、即時に試験中止を命じ、試験は無効となります。 

  ・試験当日、万が一通信状況が乱れるなどの理由によって、オンライン試験が受験できない事態が発生した

場合、慌てずに本校まで電話で連絡すること。〔試験当日用の電話番号は別途連絡いたします。〕 

  ・試験当日または後日に違反する事案等が判明した場合、合格を取り消すことがあります。また、入学試験

に関わる業務のみに使用することを目的として、本校が試験の様子を録画することがあります。 

11．合格発表 

 (1) 合格発表 

   2022 年１２月２日（金） メールにてご連絡     ※電話での照会には一切お答えできません。 

 (2) 入学金手続き期間（第１学年編入の場合） 

  入学金（１次）納入： 2022 年１２月中に下記の口座への振り込みとなります。 

  ※いったん納入された入学金は、理由の如何に関わらずお返しできません。 

  ※期間内に手続きが完了しない場合は、入学資格を失います。 

  ※入学手続き（２次）の納入期間および入学手続き書類提出期間につきましては、合格後、改めてお知らせ

いたします。 

 (3) 振込口座 

      銀 行：七十七銀 行
しちじゅうしちぎんこう

 南小泉支店
みなみこいずみしてん

 口座番号：普通 9059431 

          銀行番号：七十七銀行 CD：0125 店番 CD：254 

          The 77 Bank, Ltd. Minami Koizumi Branch 

                    スイフトコード：BOSSJPJT  アカウントナンバー：254-9059431 

      銀行住所：〒984-0811 宮 城 県
みやぎけん

仙台市
せんだいし

若林区
わかばやしく

保春院前 丁
ほしゅんいんまえちょう

57-2 (TEL: 022-285-1877) 

                      57-2, Hoshuninmae-cho, Wakabayashi-ku, Sendai, Miyagi, 984-0811 JAPAN 

受取人：学 校
がっこう

法 人
ほうじん

 聖
せい

ウルスラ学 院
がくいん

 理事長 梶 田 叡 一
かじたえいいち

 

    GAKKOUHOUJIN SEIURUSURAGAKUIN RIJICHOU EIICHI KAJITA 

      受取人住所：〒984-0828 宮 城 県
みやぎけん

仙 台 市
せんだいし

若 林 区
わかばやしく

一 本 杉 町
いっぽんすぎまち

1-2 (TEL: 022-286-3557) 

            1-2, Ipponsugi-machi, Wakabayashi-ku, Sendai, Miyagi, 984-0828, JAPAN 

 (4) 学費 

   ［参考］初年度学費（２０２３年度予定） 

    入学手続き   （１次）入学金 50,000 円  （２次）施設設備費 150,000 円 

    主要校納金（月額）  授業料 33,000 円  教育充実費 7,000 円 

               設備費 13,000 円             合計：53,000 円 

     ※就学支援金および奨学金制度に関しては、入学後説明があります。 

          ※上記以外に、制服代、教科書代、研修旅行、諸会費、副教材費等の費用が必要です。 

 (5) その他の入学準備について     個別に対応いたします。 

12．出願に先立つ事前の資格確認について 

  主に、第 1 学年の出願資格③（国際編入試要項参照）についての判断をするため、必要に応じて事前審査を

させていただきます。 

  (1) 申込書類 

    ①国際オンライン入試出願資格確認申請書（本校ホームページより書式をダウンロード） 

    ②中学 2 年～3 年の通知表のコピー（状況に応じて高校 1 年の一部も） 
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    ③志望理由書（英語 または 日本語） 

     ※上記に加えて、添付できる学力資料や英語資格などをお持ちの場合は、そのコピーも同封すること。 

  (2) 出願資格事前審査書類の提出期間      2022 年 10 月 7 日（金）必着 

  (3) 資格確認結果の通知    本校よりメールにてご連絡差し上げます。 

13．出願方法 

  (1) 出願方法 

    出願はＷＥＢ登録を行い、その後出願書類一式を郵送することで完了となります。 

    ※ＷＥＢ登録期間初日に本校ホームページのトップページに出願用バナーが設置されます。バナーから

ＷＥＢ出願サイトにアクセスのうえ、出願してください。 

    ※ＷＥＢ登録期間と書類郵送期間は異なりますので、ご注意ください。 

      ＜本校ホームページ＞ https://www.st-ursula.ac.jp/high/  

    【出願期間】 

 
 
  (2) 出願書類送付先 

    〒984-0828 宮城県仙台市若林区一本杉町 1-2 聖ウルスラ学院英智高等学校 国際入試係宛 

    ※出願書類は、ＷＥＢ出願サイトにて入学願書宛名ラベル（国際オンライン編入試用）を印刷し、角２

号封筒（240mm×332mm）程度の表書きに貼り付け、本校に期間内に郵送ください。郵送は DHL や 

EMS 等記録の残る国際郵便を使用してください。 

  (3) 提出書類   ○印のすべての書類を提出してください。また、△印は該当者のみ提出してください。 

出 願 書 類 

 

備 考 

①編入学試験願書 ○ ＷＥＢ出願サイトにて印刷 

②志願者身上書 ○ ＷＥＢ出願サイトにて印刷 

③成績証明書 △ 過去３年分。最終学年のものは、その学年

の一部でもよい。コピー不可。 

④成績証明書補足調書・修学状況報告書 ○ 該当者のみ・ＷＥＢ出願サイトにて印刷 

⑤入学確約書 △ ＷＥＢ出願サイトにて印刷 

⑥在学証明書 ○ 該当者のみ、「2023 年度国際編入試要項」

を参照 

⑦卒業または卒業見込み証明書 △ 該当者のみ、「2023 年度国際編入試要項」

を参照 

⑧住民票の写し △ 外国籍生徒のみ 

⑨在留カードまたは外国政府発行のパスポートの写し △ 外国籍生徒のみ 

⑩各種資格証明書の写し △   

 
  (4) 検定料及び納入方法  検定料：14,000 円 

・期間内に、ＷＥＢ出願システムのクレジットカード払いで納付するか、または、 

最寄りの銀行から 11．合格発表 (3) 振込口座にお振込みください。 

  (5) 受験票 

    受験票は、ＷＥＢ登録、受験料納入完了、及び出願書類到着確認後、メールの添付ファイルでお送りし

ます。受験時に手元にあるよう準備してください。 

ＷＥＢ  登録期間 ： ２０２２年１０月２４日（月）～１０月３１日（月） 

書 類 提 出 期 間 ： ２０２２年１０月２４日（月）～１１月 ７日（月）必着 

https://www.st-ursula.ac.jp/high/

