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(本校へのアクセス)
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JR横浜線を利用する場合
淵野辺駅北口下車 (ス クールバスで学校まで約8分 )

■駅前バスターミナルよリスクールバスが随時運行しています。

京王相模原線

小田急多摩線

多摩都市モノレール

を利用する場合

多摩センター駅下車 (ス クールバスで学校まで約20分 )

■京エプラザホテル前よリスクールバスが20～ 30分間隔で運行しています。

■路線バスはありません。

小田急線を利用する場合

町田駅西口下車 (路線バスで約25分 )

■神奈川中央交通バス

・3番乗り場 」ヽ山田桜台行き「桜美林学園』下車
。13番乗り場 橋本駅北口行き「矢部」下車

桜美林学園
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入 試 要 項

※日時はすべて日本時間です。

対  象 海外在住の児童および海外在住経験のある児童

出願資格

次のすべてを満たしていること。

(1)2010年 4月 2日 から2011年 4月 1日 の間に出生

(2)海外に1年以上滞在し、帰回して3年以内
※滞在国や、通学している(していた)校種は問いません。

(3)2023年 3月末までに帰国し、保護者と同居予定

募集人数 男・女 若千名

出願期間 2022年 12月 1日 (木)9:00～ 12月 10日 (上)12:00

出願方法

WEB出願

※志願者の画像ファイルをアップロー ドして、写真貼付することができます。

(1)本校ホームページよリネット出願サイトにアクセスし、必要事項を入力

(2)受験料の支払い

(①クレジットカード決済、②コンビニエンスストア支払い、③ベイジー支払い)

※支払い方法によって手数料が異なります。

※海外からの出願の場合は①のみです。

(3)受験票・写真票の印刷 (出願期間内にA4サイズの自紙に印刷し、試験当日持参 )

(4)「海外在留証明書」または海外在留期間を証明できる書類 (試験当日持参)

※「海外在留証明書」は本校ホームページからダウンロー ドできます。

受験料 25,000円  ※お支払いになった受験料はいかなる場合も返金いたしません。

試験日 2022年 12月 17日 (土 )

試験科目

試験時間

配  点

科   目:国 語、算数、英語から選択した2科目

時間/配点:50分 x2科 目 /各 100点

面   接:15分程度 (受験生のみ。日本語で実施)

※面接は次の質問をします。

・生活 していた国 (地域 )と 日本の違い、または共通点など

・海外での経験で得たこと、考えたこと

。中学校でやりたいこと

'将 来の夢や希望、自己アビールなど

受験上の注意
2022年 12月 1日 (本)本校ホームページに掲載予定

※スクールバスの時間・入学手続き後のスケジュールなどをお知らせします。

必ずご確認ください。駐車場はありません。お車での来校はこ遠慮ください。

試験時間翻

受 付 8:30- 9:15

集合・諸注意 9:15'彰 9:30

1時 間目 英語 国語 9:30'彰 10:20

2時間目 国語または算数 算数 10:35-11125

面  接 1]:40～ 12:40(最終面接者終了予定)

※付添いの方には、保護者控室を用意しています。 ヽ



緊急連絡
試験当日、大雪、災害等により試験時間の開始時刻を変更する場合は、当日午前6時に、

ホームベージの「緊急のお知らせJ(https://WWW.Obirin.eddp)に 掲示します。

持 ち 物

■受験票

■写真票 (ネ ット出願サイトで顔写真データを登録し印刷 )

■r海外在留証明書」または海外在留期間を証明できる書類

■筆記用具

■上履き

※写真は以下の証明用をご使用ください。

○縦4cmx横 3cmに正面上半身が写っているもの

Oカラー。自黒どちらでも可

○出願3か月以内に撮影したもの

合格発表

2022年 12月 19日 (月 )12:00

※本校ホームページより合格発表サイトにログインし、ご確認ください。

※電話によるお問い合わせはご遠慮ください。

※入学金または入学手続時納入金は合格発表時からお支払いできます。

※合格通知は、合格発表サイトより印刷できます。

入 学 手 続

(1)入学金のみまたは入学手続時納入金全額の支払い

期 麗 合格発表時 ～ 2023年 2月 6日 (月 )12:00

支払方法

・入学手続時納入金全額をお支払いの方は、本校ホームページより入学金決済サイ ト

にてクレジットカー ド決済またはベイジー支払いをお選びください。

・入学金のみお支払いの方は、コンビニエンスス トア支払いも選択可能です。

(残額のお支払いもコンビニエンスストア支払いが選択可能)

・入学金のみお支払いの方は、残額を2月 8日 (水 )12:00ま でにお支払いください。

・お支払いには別途手数料がかかります。支払画面でご確認ください。

・銀行窓口や、本校事務室窓口でのお支払いはできません。

・お支払いになった入学金はいかなる場合も返金いたしません。

(2)入学関係書類の受け取り

期   間 2023年 2月 4日 (土)9:00～ 15:00ま たは 2月 6日 (月 )9:00～ 12:00

受取方法

・受験票と支払いが確認できるものをご用意の上、上記期間内にご来校ください。

(支払確認は入学金決済サイ トの支払完了メールなどのスマー トフォン画面提示可)

。期限までに入学手続時納入金全額のお支払いがない場合や、入学関係書類の受け取り

がない場合は入学を辞退 したものとみな臥ます。



入 学 辞 退

入学手続き(「入学手続時納入金」の全額お支払いと入学関係書類のお受け取り)以後に入学を辞退する場合、

直ちに事務室 (042-797-2758)に ご連絡ください。3月 末日までの辞退については、入学金を除く納入金を返

金します。入学金はいかなる場合も返金いたしませんのであらかじめご了承ください。

学 納 金

2023年度学納金
入学手続時納入金

第2期 (7月 ) 第3期 (11月 ) 合 計
入学金 第 1期

入学金 100,000円 100,000円

授業料 157,000円 157]000円 157,000円 471,000円

施設整備費 84,500円 84,500円 84,500円 253,500円

教育充実費 10,000円 10,000円 10,000円 30,000円

PTA会費 6,000円 6,000円

クラブ後援会費 6,000円 6,000円

生徒会費 6,000円 6,000円

生徒諸費 7,000円 7,000円

脅Ⅲ
―
.1-OCi000隠

|― | 270澤09用| 12S19500円 251iS001円 879,S00円

(1)中 学2、 3年次の年間学納金は、776,500円 (入学金を除き、生徒諸費が4,000円 )と なります。

(2)2024年 度以降の学納金につきましては、変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

(3)入 学後、寄付金 (任意)にご協力をお願いいたします。

本校では教育環境充実のための寄付金を募集しております。学校の施設・設備、または教育の一層の充実のためにぜひご協力くださいますよう

お願い申し上げます。納入方法につきましては、入学後改めてご案内いたします。

(4)家 計状況もしくは家計状況の急変 (失業、倒産等)に より、授業料を減免する制度があります。事務室にお問い合わせください。

個人情報の取り扱いなど

0出願にあたりご提供いただく氏名、住所などの個人情報は本校入試・入学手続きとこれらに付随する業務以外

の目的には使用しません。

●本校から連絡を差し上げる場合は、出願時ご登録の住所。電話番号・メールアドレスヘ連絡します。

桜 美林 中学校
〒194-0294東 京都町田市常盤町3758

TEL.042-797-2668
httPs://www.Obirin.ed.jP

QRコードより本校の生徒の様子が

ご覧いただけます。難


