
Web 出願に関する
操作マニュアルは
11 ⽉末にホームペ
ー ジ に 公 開 し ま
す。 

 
 

 
募集人数   男女 100 名 
 
 
 
 
 
 
出願期間   第Ⅰ期・Ⅱ期とも 

2021 年 12 月１日（水）～12 月 28 日（火） ※この間に提出書類必着 

WEB 出願   ホームページの所定の申込フォームから出願登録してください。 

   １．本校ホームページより Web 出願登録を行ってください。（検定料 Web 決済を含む） 

検定料は 15,000 円です。 
Web 決済（クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy）となります。 
※別途事務⼿数料必要 

２． 出願登録後、入学願書と受験票を印刷してください。 

３． 提出書類一式と入学願書を簡易書留で郵送してください。 

出願期間内(12 ⽉ 28 ⽇まで)にすべての書類が届くように郵送してください。 
４． 受験票は入学試験当日お持ちください。 

郵送提出書類  a.入学願書：Web 登録後出⼒ 
   b.通知表：6 年⽣の通知表全⾯コピーをとってください。 
    3 学期制の場合は 1 学期終了時のもの、2 学期制の場合は前期のもの。 
   c.個人調査表（ホームページよりダウンロード） 

     ⽋席が 5 年⽣と 6 年⽣あわせて 30 ⽇以上の場合、⼩学校にて⽋席理由を特記事項 
へ記⼊してもらってください。 

   d.厳封用封筒（ホームページより表紙をダウンロード） 

⼩学校が作成したものを⼩学校で厳封してもらい郵送してください。 
   e.個性入試出願書類（ホームページよりダウンロード） 

希望者のみ記⼊して提出してください。 
※活動実績申告書、⾃⼰推薦書の⼆つがあります。いずれも受験者が記⼊してください。 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
アートコース提出物  実技点検課題（ホームページよりダウンロード） 

アートコース受験者のみ提出してください。 
※作品を郵送していただくため、上記 a.b.c.d の書類とは別に郵送してください。 

Eminence Program 

50 名 ・医進選抜コース 
・英数選抜コース 

Prodigy Program 

50 名 
・プログレスコース 
・アスリートコース 
・アートコース 

 

2022 年度 中学入試要項 
Web 出願に変わります！ 

角２封筒（⾊は何でも可） 
・切⼿をお貼り下さい。 
・「簡易書留」と記載 
・送付先 

〒065-0016 
札幌市東区北 16 条東９丁⽬ 
札幌⼤⾕中学校 ⾏ 

「出願書類在中」と記載 
 
・差出⼈住所・⽒名 

b. 
通知表ｺﾋﾟｰ 

d. 
厳封用封筒 

※⻑３封筒に
ホームページ
からダウンロ
ードした封筒
表紙を貼って
⼩学校へ依頼
して下さい。 

c. 
個人調査表 

※⼩学校記⼊ 
※⼩学校に厳
封を依頼 

⼩学校に依頼が必要です。 

e. 
活動実績 

個性⼊試希望者 
全志願者 

全志願者 

全志願者 
全志願者 

e. 
自己推薦書 

a. 
入学願書 

※WEB 登録
後出⼒ 

全志願者 



 
入学検定料  15,000 円  納入期間：第Ⅰ期・Ⅱ期ともに 2021 年 12 月１日（水）～12 月 28 日（火） 

① 出願時に Web 決済となります。※別途事務⼿数料必要 
② ⼀度納⼊された⼊学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。 
③ 第Ⅰ期のみ、第Ⅱ期のみ、もしくは第Ⅰ期と第Ⅱ期の両⽅受験でも受験料は同じです。 

試験会場   札幌大谷中学校 札幌市東区北 16 条東 9 丁目 
   〇地下鉄  東豊線「東区役所前」下⾞ 2 番出⼝ 徒歩約５分 
   〇中央バス 東 17 北光線、東 19 北光北⼝線「⼤⾕学園前」下⾞ 
   ※駐⾞スペースがございませんので⾞でのご来校はご遠慮ください。 
第Ⅰ期入試  １．試験日 2022 年 1 月 7 日（金） 
   ２．試験内容・時間割 8：30 までに来校してください。（開錠は 8：00 です） 
    
 
 
 
 
    
 

※１アンケート調査は合否に影響ありません。 
※２⾯接は本⼈のみの「個⼈⾯接」です。アートコースの実技点検は、出願期間中に提出 

された作品の内容について⾯接のなかで質問します。 
   ３．実技点検内容（アートコース） 

    願書受付期間中に、出願書類と⼀緒に「紙粘⼟⼀袋でピーマンまたはパプリカを１個 
作る」「ピーマンまたはパプリカ１個を⼋つ切画⽤紙に透明⽔彩絵の具で描く」のいず 
れか⼀つを郵送にて提出して下さい。その内容について、⾯接で質問します。 

   ４．用意するもの 

    全コース 受験票、上履き、外靴⼊れ、筆記⽤具（コンパス・定規は不要） 
    ※昼⾷／必ず昼⾷をご⽤意ください。学⼒試験室で昼⾷をとります。保護者と⼀緒に⾷ 

べることはできません。 
   ５．試験会場下見 

    2022 年 1 ⽉ 6 ⽇（⽊）13：00〜15：00 
    ※１ 上履き、外靴⼊れをご⽤意ください。 ※２ 学⼒試験室のみ公開です。 
合格発表   Eminence Program  Web2022 年１月７日（金）19：00（予定） 

 掲示 2022 年１月８日（土） 9：00 

   Prodigy Program    2022 年１月９日（日） 9：00  ※Web でも同時に発表します。 
※Web 合否発表は個別に発表します（ログイン画⾯で個別に確認できます）。 

電話での合否はお伝えしません。 
第Ⅱ期入試  １．試験日 2022 年 1 月 10 日（月） Eminence Program のみ 
   ２．試験内容・時間割 8：30 までに来校してください。（開錠は 8：00 です） 
    
 
 
 
 
    
 

※１アンケート調査は合否に影響ありません。 
※２⾯接は本⼈のみの「個⼈⾯接」です。 

   ３．用意するもの 

    受験票、上履き、外靴⼊れ、筆記⽤具（コンパス・定規は不要） 
    ※昼⾷／必ず昼⾷をご⽤意ください。学⼒試験室で昼⾷をとります。保護者と⼀緒に⾷ 

べることはできません。 
合格発表   Web 2022 年１月 10 日（月）19：00（予定）  掲示 2022 年１月 11 日（火） 9：00 

※Web 合否発表は個別に発表します（ログイン画⾯で個別に確認できます）。 
電話での合否はお伝えしません。 
 

 全コース 配点 
8：40〜 写真照合、アンケート調査※１  

9：00〜9：50 国語 100 点 
10：10〜11：00 算数 100 点 
11：20〜12：10 社会 100 点 
12：10〜12：40 昼⾷（学⼒試験室にて）  
13：00〜13：50 理科 100 点 

14：10〜 ⾯接※２  

 全コース 配点 
8：40〜 写真照合、アンケート調査※１  

9：00〜9：50 国語 100 点 
10：10〜11：00 算数 100 点 
11：20〜12：10 社会 100 点 
12：10〜12：40 昼⾷（学⼒試験室にて）  
13：00〜13：50 理科 100 点 

14：10〜 ⾯接※２  



 
個性入試   １．対象児童 
    プログレスコース・アスリートコース出願者のうち、スポーツ、⾳楽、資格等で著しい 

成果を修めた者。 
※提出された「活動実績申告書」により評価します。 
※学⼒検査と⾯接は実施します。 
 

２．資格審査対象 

スポーツ個性（例） 

・男⼦野球／札幌地区対抗戦（区代表選⼿）、全道・全国⼤会出場等 
・男⼦サッカー／全道・全国⼤会出場等 
・男⼥バレー／全道・全国⼤会出場等 
・⼥⼦卓球／全道・全国⼤会出場等 
学習個性（例） 

 ・英語／英検２・準２・３級合格等 
 ・漢字／漢字検定準２・３級合格等 
※第２志望がプログレスコース・アスリートコースの場合も提出可能です。 
※スポーツ個性は他のスポーツでも可能です。その他の活動・実績に関しましては、担 

当者にお問い合わせ下さい。 
お問い合わせ TEL.011-731-2451（担当：常本） 

ピアノ（例：コンクール全国大会、全道大会入賞など） 

・全⽇本学⽣⾳楽コンクール／全国⼊賞、本選⼊選（予選通過） 
・毎⽇こどもピアノコンクール／本選⼊賞（予選通過） 
・PTNA ピアノコンペティション／全国⼊賞、本選⼊選（予選通過） 
・⽇本クラシックコンクール／全国⼊賞、本選⼊選 
・⽇本ピアノ教育連盟ピアノオーディション／全国⼊賞（地区予選通過） 
・札幌⼤⾕⾳楽コンクールピアノ部⾨／本選⼊選 

※その他の楽器に関しましては、担当者にお問い合わせください。 
お問い合わせ TEL.011-731-2451（担当：⻘⼭） 
 

３．提出書類 

活動実績申告書、⾃⼰推薦書（本⼈直筆） 
 
備考   アスリートコースの実技点検について 
    ・各部の顧問へ連絡し、実技点検にエントリーしてください（WEB 登録）。 

・ホームページの所定の申込フォームから登録してください。 
    ・秋以降に数回の実技点検開催⽇を設けます。そのうち１回を受けてください。 
 
   欠席について 

    ・試験当⽇⽋席する場合は、８：00 から８：30 までの間に本校（011-731-2451）まで 
ご連絡願います。 

 
   その他 

    ・ご来校いただく前に、各ご家庭にて朝の検温を⾏ってください。体温が 37.5 度以上 
の時は、ご来校をお控え願います。 

・ご来校時、体温を確認させていただくことがございます。また、その時点で体温が 37.5 
度以上の場合、⼊場のお控えをお願いすることがありますのでご了承ください。 

 ・ご来校時は、必ずマスクを着⽤し、ハンカチなどのご持参をお願いいたします。 
    ・⼊学試験に関し、新型コロナウィルス対策として、本⼈の不利益にならないような対 

策を講じる予定です。 
  
 
 
 



 
学費   2022 年度の授業料 26,900 円 

※他に４⽉・6 ⽉・7 ⽉に教育充実費と諸経費等を徴収しています。 
※諸費⽤は下段をご参照ください。 
 

奨学金制度  １．兄弟姉妹在学・卒業者入学金減免制度 

    ⼊学⽣の兄または姉が札幌⼤⾕中学校・⾼等学校に在学または卒業している場合に 
は、⼊学⾦を減免いたします。 

   ２．札幌大谷大学附属幼稚園卒園者入学金減免制度 

    ⼊学⽣が札幌⼤⾕附属幼稚園の卒園者だった場合、⼊学後に⼊学⾦を減免いたします。 
   ３．親子入学金減免制度 

    保護者が札幌⼤⾕⾼校を卒業している場合、⼊学後に⼊学⾦を減免いたします。 
   ※上記１．２．３の項⽬については、Ｗeb 登録の際に必要事項を記⼊してください。 

 
特待生制度  Eminence Program 対象 

⼊学試験の結果によって、⼊学⾦と授業料を免除します。 
１． S 特待（Ⅰ期入試対象）：入学金免除、授業料免除、給付型奨学金支給 

原則、11 ⽉実施の医進選抜プレテストを受験していることが条件となります。 
医進選抜プレテストと⼊学試験結果で判定します。 

２． A 特待（Ⅰ期・Ⅱ期入試対象）：入学金免除、授業料免除 

⼊学試験結果で判定します。 

３． B 特待（Ⅰ期・Ⅱ期入試対象）：入学金免除 

⼊学試験結果で判定します。 
 

入学手続   合格者には⼊学⼿続き書類を郵送します。⼿続き期間内に⼊学⾦ Web 決済を完了して 
ください。あわせて⼊学⼿続き書類を返送してください（最終⽇消印有効）。 

Eminence Program  Ⅰ期 2022 年１⽉ 8 ⽇（⼟）〜2022 年１⽉ 13 ⽇（⽊） 
Eminence Program  Ⅱ期 2022 年１⽉ 11 ⽇（⽕）〜2022 年１⽉ 17 ⽇（⽉） 
Prodigy Program   Ⅰ期 2022 年１⽉ 9 ⽇（⽇）〜2022 年 1 ⽉ 17 ⽇（⽉） 

 
ただし、特待生は入学金免除となるため下記の期間内に本校での入学手続きが必要です。 

Eminence Program  Ⅰ期 S・A・B 特待生の認定有効期間：1 月 8 日（土）～1 月 10 日（月） 

Eminence Program  Ⅱ期 A・B 特待生の認定有効期間：1 月 11 日（火）～1 月 13 日（木） 

     

入学金    手続時納入額 ※納⼊後の⼊学⾦は返還できません。特待⽣は⼊学⾦が免除となります。 
医進選抜コース     250,000 円（但し、⾼校⼊学時は不要です。） 

  医進選抜コース以外 100,000 円（⾼校⼊学時は 80,000 円になります。） 
 

 

 ※他に４⽉・6 ⽉・7 ⽉に教育充実費を徴収しています。 

参考：2021 年度諸費⽤概略 

※⽉額を表記しています。 

 

医進選抜コース 英数選抜・ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ
ｱｽﾘｰﾄ・ｱｰﾄ 各ｺｰｽ

⾦額（円）

26,900 26,900 ブレザー 男⼥別夏冬有 26,730〜
特別維持費 15,000 6,000 スラックス 男⼥別夏冬有 14,960〜
PTA会費 600 600 スカート 夏冬有 13,860〜
特別建築積⽴⾦ 3,000 3,000 シャツ、ブラウス 男⼥別、夏冬、各⾊、⻑袖半袖有 3,520〜
体育⽂化振興会費 1,800 1,800 ネクタイ、リボン 男⼥別夏冬有 1,650〜
⽣徒会費 700 700 ポロシャツ 男⼥共通、各⾊有 3,620〜
後援会費 1,000 1,000 ベスト、セーター 男⼥共通、各⾊有 5,710〜

校納⾦

授業料

品種


