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感染症に関する入学試験（学力試験・面接試験）対応について

A.　入学試験が感染拡大のため中止になる場合の対応について
感染拡大により、２０２３年１月８日（日）の入学試験が中止になる場合は以下のよう

に対応いたします。

前日の１月７日（土）１２：００に本校公式ホームページで発表いたします。また、
Web出願システム〈プラスシード〉にご登録いただいたメールアドレスへお知らせいたし
ます。

 

B. 受験生が感染・濃厚接触者になった場合の対応について
受験生本人が新型コロナウイルス感染症の感染者または濃厚接触者となり、当日の入学

試験を受験できない場合は、本校までご相談ください。

C.「面接試験」の対応について
寄宿舎申し込み者は受験生本人と保護者の方１名の親子面接試験、その他の方は受験生

本人のみの面接試験となります。
感染症拡大のため「面接試験」が中止となった場合は、実施方法を変更して行います。

その場合は変更内容を、本校公式ホームページで発表いたします。また、Web出願システ
ム〈プラスシード〉にご登録いただいたメールアドレスへお知らせいたします。
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募集定員

１６０名 うち奨学生特別選考枠２０名

募集対象

２０２３年３月小学校卒業見込みの女子 

奨学生特別選考

創立１００周年記念事業 クサベラ・レーメ記念奨学生特別選考（詳細は４ページに記載しています。） 

加点選考

英検加点（詳細は４ページに記載しています。） 

以下の流れで行ってください。（詳細は６ページから記載しています。）

入学試験

日 時：

会 場：札幌（本校）   旭川（アートホテル旭川） 北見（ホテル黒部） 

釧路（ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路） 帯広（北海道ホテル）

（前日の会場下見は行いません。）

試験科目 及び 時間割： 

【２０２２年１１月２１日（月）９：００～１２月２６日（月）１８：００（書類必着）】

出願手続き

「学力試験」及び「面接試験」結果により総合的に合否を判定いたします。

２０２３年度（令和５年度）募集要項

２０２３年１月８日（日）

受付 ８：００～８：４５

学力試験 ９：００～１２：２５　面接試験　１３：００～１５：３０

Ⅰ　　９：００～　９：５０　国語　（５０分１００点）

Ⅱ　１０：０５～１０：５５　算数　（５０分１００点）

Ⅲ　１１：１０～１１：４０　社会　（３０分　５０点）

Ⅳ　１１：５５～１２：２５　理科　（３０分　５０点）

　　１２：２５～１３：００　（各教室にて昼食）

　　１３：００～１５：３０　面接試験（各室受験番号順）

出願情報の登録 入学検定料の納入 出願書類の郵送 出願手続き完了

Web 出願システム
〈プラスシード〉にて

クレジットカード・
Pay - easy・コンビニ決済

簡易書留による郵送 受験票印刷
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      持ち物：受験票（Web出願システム〈プラスシード〉–マイページより各自印刷したもの）

筆記用具  腕時計（アラームは切ります。）

上履  外靴の入れ物  

      諸注意：

ただし、寄宿舎申し込み者は受験生本人と保護者１名の親子面接試験となります。

面接試験は受験生本人のみ。

保護者は受付後、試験終了まで受験生に会うことはできません。予めご了承ください。 

駐車場に限りがあるため、自家用車での来校をお控えください。 

合格発表

　【２０２３年１月１０日（火）１０：００～１月１１日（水）１７：００】

Web出願システム〈プラスシード〉–マイページ上での発表のみとなります。〔出願状況確認ページ〕

よりご確認ください。奨学生特別選考・寄宿生選考結果も同マイページ上での発表となります。  

（電話による合否照会はできませんのでご了承ください。）

＊合格発表に関するマイページの操作等のお問い合わせは、本校職員室までご連絡ください。

　電話：０１１－７０７－５００３（ 1月10日（火）10時〜17時）

また、本校より「合格通知書」「ゆうちょ銀行払込取扱票」を送付いたします。

入学手続き

 【２０２３年１月１０日（火）～２月１０日（金）】

 入学金２５０，０００円をお支払いください。（別途、事務手数料がかかります。） 

一度納入された入学金は返金されませんので、ご注意ください。 

奨学生については、入学後に奨学金２００，０００円を給付いたします。 

  （詳細は、「合格通知書」と共に送付される「入学手続きのしおり」に記載しています。） 

入学後納付金

奨学生Ａについては３年間の授業料が

月額１７,４００円、その他納付金との

合計は月額２０,６５０円となります。

（奨学生特別選考については４ページに

記載しています。） 

授業料         ３７,４００円 

ＰＴＡ会費         ８５０円 

ＰＴＡ特別会費     ２,０００円 

同窓会費 ３００円 

藤波会（生徒会費） １００円 

合計         ４０,６５０円（月額） 

ただし奨学生　と　寄宿生　は　【２０２３年１月１０日（火）～１月１７日（火）】

（定規・コンパス・下敷きは必要ありません。携帯電話の電源はお切りいただきます。）
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創立１００周年記念事業

クサベラ・レーメ記念奨学生特別選考 について

本校は２０２５年に創立１００周年を迎えます。その記念事業として、成績優秀な受験生に返済義務の

ない奨学金を給付します。

・本校の入学試験の総合成績（但し英検加点を含みません。）の優秀であった受験生を対象とします。

・定員と給付額

奨学生Ａ（定員１０名）

入学金のうち２００,０００円と、授業料のうち月２０,０００円を３年間給付。

専願・併願双方の志願者を対象とします。

奨学生Ｂ（定員１０名）

入学金のうち２００,０００円を給付。

専願志願者を対象とします。

・選考の結果は、入学試験合格発表と同時にWeb出願システム〈プラスシード〉–マイページ上にて発表

します。 

・欠員が出た場合、入学手続きの締め切り以降に追加で給付が認められることがあります。

・奨学金は入学後に給付されます。

・奨学生Ａについて、入学後の学校生活において学業成績または学校生活上、本校の奨学生としてふさ

わしくないと判断された場合、給付を打ち切ることがあります。

英検加点選考 について

本校の入学試験の点数に、英検取得級に応じて以下のような加点を行い、合格の選考をします。

・加点該当者と加点点数

Ⅰ 実用英語技能検定準２級相当以上の資格を取得している受験生

入学試験の総合点数に３０点を加点します。

Ⅱ 実用英語技能検定３級相当の資格を取得している受験生

入学試験の総合点数に２０点を加点します。

・Web出願時、「英検加点選考」欄で「Ⅰ」または「Ⅱ」を選択してください。

・日本英語検定協会より発行された「実用英語技能検定合格証明書」（原本）を、出願書類と共に郵送

してください。（受付後、本校より簡易書留にて返却いたします。）

・クサベラ・レーメ記念奨学生特別選考の際には、加点は行いません。
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寄宿舎申し込み について

本校には、自宅が札幌市外にあり、通学が困難な生徒に生活の場を提供し、団体生活を通して円満な

人格と社会性を培うことを目的とする寄宿舎があります。

・申込者が多ければ、入舎できない場合もあります。

・下記の【寄宿舎入舎条件】をお読みになり、同意していただける方のみ、お申し込みください。

・Web出願時、「入学後の住居」欄で「２ 藤学園寄宿舎」をお選びの上、「寄宿舎申込書」に必要事項を

入力してください。

・本校の入学試験の総合成績（英検加点を含みます。）にて選考し、入舎を認めます。

・選考の結果は、入学試験合格発表と同時にWeb出願システム〈プラスシード〉–マイページ上にて

発表します。

・選考にて入舎を認められなかった場合は、専願で合格しても入学を義務づけるものではありません。

・欠員が出た場合、入学手続きの締め切り以降に追加で入舎が認められることがあります。

施設・設備のご案内

札幌市北区北１６条西３丁目２－６ 

TEL 011-746-1901 

１人部屋５５室 ２人部屋９室 

（中１では原則２人部屋、中２では１人部屋

の場合と２人部屋の場合があります。中３か

らは１人部屋です。）

ピアノ室・お茶室・デイルーム 

課外室…家庭教師の指導室としても利用可 

黙学室…中学生の勉強室 

各階に浴室（シャワールーム・ユニットバス）

給湯室 洗濯室 乾燥室 

サービスコーナー…電話・ＦＡＸ・コピー機・

飲料の自動販売機・パソコン 

【寄宿舎入舎条件】

１ 自宅が札幌市外にあり、通学が困難な

生徒であること。 

２ 心身共に健康で、身の周りのことを自

分で行う力があり、共同生活のできる

資質を持っていること。 

３ 寄宿生として、またその保護者として、

寄宿生活の目的を理解すると共に、寄

宿舎のルールを守り、学校及び寄宿舎

の指導によく従うこと。 

４ 緊急時（伝染性の疾病など）には、保護

者（または保護者に代わる親族）が、寄

宿舎まで迎えに来ること。 
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出願手続きの詳細

なお、インターネットに接続できる環境がない場合等は、本校事務室にご相談ください。 

出願前の準備

はじめに以下をご準備ください。 

本校公式ホームページから[受験生の方はこちら＞募集要項]に入り、

Web 出願システム〈プラスシード〉の URL をクリックして、<プラスシード>への新規

登録（仮登録→本登録）を行ってください。

注意：本登録時、保護者ではなく、受験生本人の名前を入力してください。

登録が完了すると、〈プラスシード〉より「会員登録完了のお知らせ」メールが届きます。

STEP
１

STEP
2

□ インターネット環境

□ プリンター・Ａ４用紙４枚

（志望理由書、受験票等を印刷します。コンビニネットプリントサービスもご利用できます。） 

□ 受験生顔写真データ（出願システムに登録します。データファイルをご準備ください。）

□ メールアドレス

（常に確認できるアドレスをご登録ください。） 

（ドメイン名「＠seed.software」のメールを受け取れるよう、設定等をご確認ください。） 

□ 入学検定料の納入方法の確認

（クレジットカード・Pay-easy（金融機関ATM・インターネットバンキング）・コンビニ決済の中から納入方

法を予め決めてください。） 

□ 入学検定料１５，０００円（別途、事務手数料がかかります。）

□ 出願用の封筒（長形３号封筒をご用意ください。ただし、英検加点該当者のみ角形２号封筒となります。）

すべての手続きを【２０２２年１２月２６日（月）１８：００（書類必着）】まで

に行ってください。

Web 出願システム〈プラスシード〉へのマイページ登録

【２０２２年１１月１日（火）９：００～】

※すでに〈プラスシード〉に登録されている方は にお進みください。
STEP
３

出願情報の登録

STEP 1 2 3 5 76 84

入学検定料の納入 出願書類の郵送 出願手続き完了
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Web 出願サイト〈プラスシード〉–マイページにログインします。 

［入試日程一覧］より、［入試日程一覧］より、「２０２３年度中学入試」を選択し、出願情報を入力、送信して

ください。 

注意：送信後は内容の変更ができません。確認画面で内容を必ず確認してください。

出願情報の登録が完了すると、〈プラスシード〉より「出願完了のお知らせ」メールが

届きます。 

入学検定料の納入

選択した納入方法で、入学検定料１５，０００円をお支払いください。（別途、事務手数 

料がかかります。） 

注意：一度納入された入学検定料は返金されませんので、ご注意ください。

志望理由書、住所ラベル等の印刷

Web 出願サイト〈プラスシード〉–マイページにログインします。 

［入試日程一覧］より、「２０２３年度中学入試」を選択し、[日程詳細]画面下に添付さ

れている以下の書類を印刷してください。 

「志望理由書」

「出欠の記録」通知表に出欠の記録の
記載がない場合のみ

2022年11月1日(火)より、
本校公式ホームページからも
ダウンロードできます。

「本校住所ラベル」

STEP
３

STEP
4

STEP
5

【２０２２年１１月２１日（月）９：００～】

Web 出願システム〈プラスシード〉にて出願情報の登録

注意：本校への出願はまだ完了していませんのでご注意ください。

この後、入学検定料の納入と出願書類の郵送を行ってください。

【２０２２年１１月２１日（月）９：００～１２月２６日（月）１８：００】

□

□

□
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出願書類の簡易書留による郵送

※郵送が間に合わない場合のみ、２０２２年１２月２６日（月）１８：００までに本校事務室へご持参

ください。 

受験票の印刷

Web 出願システム〈プラスシード〉–マイページにログインします。 

［入試出願状況–出願内容詳細］より受験票を印刷してください。 

受験票を試験日に持参

受験票は、忘れずにお持ちください。

出願者全員

□「志望理由書」

（受験生本人の自筆で記入してください。）

□「通知表の全面コピー」

（小学校６年生１学期または前期の成績通知表を全面コピーしてください。） 

□通知表に出欠の記録の記載がない場合のみ「出欠の記録」

（小学校に記入を依頼してください。）

□英検加点該当者のみ「実用英語技能検定合格証明書」

（コピーではなく原本をご提出ください。受付後、簡易書留にて返却いたします。）

STEP
６

STEP
７

STEP
８

出願手続きに関するお問い合わせは、本校事務室までご連絡ください。 

【２０２２年１２月２６日（月）１８：００必着】

下記の該当者のみ

事務室  電話：011-707-5001（平日のみ 8時～ 16時）または入試メール（adm@fuji-gjshs.jp）

以下の出願書類を折りたたんで長形３号封筒（「実用英語技能検定合格証明書」を入れる

場合は折りたたまずに角形２号封筒）に入れ、「本校住所ラベル」を貼り、郵便局の窓口

から簡易書留で郵送してください。 
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 Q1. Web出願システム〈プラスシード〉へのマイページ登録について

 A. 本校の各種イベントへお申込みの際にご登録いただきました「マイページ登録」と同じですので、

出願時に改めてご登録いただく必要はございません。

 Q2. 受験生顔写真データについて

 A. 縦 800px 横 600px 以上の縦長の画像となります。(目安 縦 5.0cm×横4.0cm)

※ファイルサイズは4MBまで。(スマートフォンやタブレットなどでの撮影でかまいません)

 Q3. 「出欠の記録」について(通知表に出欠の記録の記載がない場合のみ）

 A. 小学校の担任の先生へ依頼してください。欠席日数は、「前期まで」もしくは小学校へ依頼した

日の「前月末まで」としてください。(小学校の都合の良い日でもかまいません)

 A. 厳封の必要はございません。

 Q4. 「通知表の全面コピー」について

 A. 6年生の通知表が発行されていない場合に限り、5年生の3学期または後期の通知表のコピーでかま

いません。

出願に関するQ&A



出願手続きに関するお問い合わせは、本校事務室までご連絡ください。
事務室  電話：011-707-5001（平日のみ 8 時～ 16 時）または入試メール（adm@fuji-gjshs.jp）

藤 女 子 中 学 校
藤 女 子 高 等 学 校

〒001-0016 札幌市北区北 16 条西 2 丁目１‒２ 
TEL 011-707-5001(事務室) 

011-707-5003(職員室) 
FAX  011-746-7371 
https://www.fuji-gjshs.jp


