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朝の集合時についてお願い（一般①・②）
➢ 試験当日の朝、事前にメールで送られる【出欠・検温入力フォーム】に出欠と検温結果を
必ず入力してから登校してください。
※欠席の場合も送信してください

メール送信日：一般① 1月27日(水) 一般② 1月29日(金)

➢ 付添の保護者は１名でお願いします。

➢ 密を避けるため開門時間を7:10とし、受験番号別に教室の集合時間を下記のように分けます。
開門前に並ぶことはお控えください。

7:20 受験番号 下1ケタ 1～3
7:35 受験番号 下1ケタ 4～7
7:50 受験番号 下1ケタ 8～0

なお、上記の時間はあくまで密を回避するための目安の時間です。
この集合時間に遅れたら受験ができなくなるということはありません。
8時までに入室すれば受験に支障はありませんので、慌てずに登校してください。

➢ 正門から入場し、 一方通行にご協力ください。
※東門からの入場、正門からの退場はできません

➢ 受験生は下表を見て、受験教室のある建物・フロアへ進んでください。

➢ 保護者は前庭で受験生を見送り、そのまま速やかに東門より退場してください。

➢ 密を避けるため、保護者控室は設けません。

➢ 12時30分の再開門まで入校できません。

フロア 一般① 一般②

１号館２F ーーーーー 20001～20120

１号館３F ーーーーー 20121～20240

２号館３F 10001～10150 20241～20420

２号館４F 10151～10275 20421～20570

２号館６F 10276～10475 20571～20810

２号館７F 10476～10552 20811～21050

２号館８F ーーーーー 21051～21277

5号館

4号館



帰りの解散時のお願い（2月1日 一般①）
➢ 再開門は12時30分です。正門前に並ぶことはお控えください。

➢ お迎えの保護者は1名でお願いします。

➢ 保護者は正門 から入場し、 グラウンド でお待ちください。

➢ グラウンドでは受験教室の番号順に整列をお願いいたします。

➢ グラウンドにハイヒールで降りることはご遠慮ください。

➢ 受験教室ごとに受験番号の早い順からグラウンドに降りてきます。

➢ 必ず、ご子息の教室名を確認しておいてください。

➢ 受験生は を通ります。

➢ 保護者は受験生の通るルートに沿って教室順に並び、受験生と合流します。

➢ 新大久保駅へ向かう方は カフェテリア横から4・5号館の間・自販機前を抜け
正門 から退場します。

➢ 西早稲田駅･高田馬場駅を向かう方は グラウンド門 から退場してください。
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けて正門から
退場

教室名 受験番号

第１室 10001～10025

第２室 10026～10050

第３室 10051～10075

第４室 10076～10100

第５室 10101～10125

第６室 10126～10150

第７室 10151～10175

第８室 10176～10200

第９室 10201～10225

第10室 10226～10250

教室名 受験番号

第11室 10251～10275

第12室 10276～10300

第13室 10301～10325

第14室 10326～10350

第15室 10351～10375

第16室 10376～10400

第17室 10401～10425

第18室 10426～10450

第19室 10451～10475

第20室 10476～10500

１ 2

3

受験生

4号館

5号館

１

教室名 受験番号

第21室 10501～10526

第22室 10527～10552



➢ 再開門は12時30分です。正門前に並ぶことはお控えください。

➢ お迎えの保護者は1名でお願いします。

➢ 保護者は正門 から入場し、 グラウンド でお待ちください。

➢ グラウンドでは受験教室の番号順に整列をお願いいたします。

➢ グラウンドにハイヒールで降りることはご遠慮ください。

➢ 受験教室ごとに受験番号の早い順からグラウンドに降りてきます。

➢ 必ず、ご子息の教室名を確認しておいてください。

➢ 受験生は を通ります。

➢ 保護者は受験生の通るルートに沿って教室順に並び、受験生と合流します。

➢ 新大久保駅へ向かう方は カフェテリア横から4・5号館の間・自販機前を抜け
正門 から退場します。

➢ 西早稲田駅･高田馬場駅を向かう方は グラウンド門 から退場してください。

教室名 受験番号

第１室 20001～20030

第２室 20031～20060

第３室 20061～20090

第４室 20091～20120

第５室 20121～20150

第６室 20151～20180

第７室 20181～20210

第８室 20211～20240

第９室 20241～20270

第10室 20271～20300

教室名 受験番号

第11室 20301～20330

第12室 20331～20360

第13室 20361～20390

第14室 20391～20420

第15室 20421～20450

第16室 20451～20480

第17室 20481～20510

第18室 20511～20540

第19室 20541～20570

第20室 20571～20600

１ 2

3

教室名 受験番号

第21室 20601～20630

第22室 20631～20660

第23室 20661～20690

第24室 20691～20720

第25室 20721～20750

第26室 20751～20780

第27室 20781～20810

第28室 20811～20840

第29室 20841～20870

第30室 20871～20900

教室名 受験番号

第31室 20901～20930

第32室 20931～20960

第33室 20961～20990

第34室 20991～21020

第35室 21021～21050

第36室 21051～20180

第37室 21081～21110

第38室 21111～21140

第39室 21141～21170

第40室 21171～21200

第41室 21201～21230

第42室 21231～21260

第43室 21261～21277

N

西早稲田駅

1号館

ｶﾌｪﾃﾘｱ

グラウンド
（解散場所）

新大久保駅

高田馬場駅

体育館

Map data ©2016 Google

正門

東門

３

１

２
高田馬場駅・
西早稲田駅は
グラウンド門
から退場

グラウンド門

新大久保駅は
カフェテリア
横から4・5号
館のあいだ、
自販機前を抜
けて正門から
退場

帰りの解散時のお願い（2月3日 一般②）
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