親和中学校 2019 年度 帰国子女特別入学試験 生徒募集要項

■募集人数

■出願資格

総合進学コース 5 名程度
Ｓコース 5 名程度
（S コースを志望するものは、希望すれば総合進学コースを第二志望として出願できる。）
次の（１）～（３）の条件を満たす子女。
（１）文部科学省が認可する海外日本人学校、及びこれと同等の課程を有する海外の学校の
課程を修了した者又は修了見込みの者。
（２）海外勤務者の子女で、保護者とともに海外で 1 年（程度）以上の居住歴のある者で、
帰国後、2 年以内の者。
（３）保護者または、保護者に代わる者との出願前の相談により、出願を許可された者。
＊出願資格等を判断するため、必ず相談期間内に相談を受けてください。

■検 定 料

20,000 円
（※振込手数料はご負担ください。）
本校所定の振込依頼書を使用し、銀行窓口でお振込ください。
振込後、領収書の原本を「入学志願書」の裏面に貼付し出願してください。
（領収書は控えとしてコピーを取り、お手元に保管してください。）
・検定料取扱期間：2019 年 1 月 7 日（月）～1 月 11 日（金）

■出願書類

（１）入学志願書・受験票 [本校所定の用紙]
（２）成績証明書 [最終学校の取得可能な成績証明書]
（３）海外在留証明書 [保護者の所属機関の長が証明するもの]
（４）志願理由書

[本校所定の用紙]

（５）保有している資格等を証明する書類の写し（取得者のみ）
（６）作文 [本校所定の用紙に、志願者本人が自筆で記入したもの。鉛筆での記入可]
（７）入学検定料振込領収書原本 [本校所定の用紙] （または送金を証明する控えの写し）

■出願方法

前記の出願書類を郵送または本校事務局窓口にて提出してください。
【相談期間】
2018 年 12 月 17 日（月）～12 月 26 日（水）10：00～16：00（12/25 及び日・祝を除く）
＊上記の期間に相談を行い、許可された者のみ出願できます。※要電話予約
＊相談期間に不都合がある場合等、対応可能な範囲内で相談に応じます。
＊相談の際には、志願者の成績がわかるもの（模試等でも可）をご持参ください。
【出願期間】
2019 年 1 月 8 日（火）～1 月 12 日（土）10：00～15:00
※郵送により出願される場合
・簡易書留郵便で送付してください（出願締切日必着）。
・返信用封筒（定形[長形３号]の封筒に志願者の住所・氏名を記載し、返送料として
672 円分[簡易書留・速達]の切手を貼付したもの）を同封してください。
（送付先）〒657-0022 神戸市灘区土山町 6-1
親和中学校 事務局 帰国子女特別入試係
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出願に関する注意点
・出願内容に不備がある場合は、出願を受理できないことがありますので、日程に余裕を もって出願して
ください。
・受験上の配慮を要する場合は、必ず出願前に申し出てください。

■入試日程など
入試種別

帰国子女特別入試

試験日

1 月 27 日（日）

募集コース

総合進学コース および Ｓコース

試験科目

国語（100 点・50 分）
算数（100 点・50 分）
面接（40 点・15 分程度・個別、「英語による自己紹介」あり）
作文（10 点・事前提出、テーマ：「海外生活で経験したこと」）
＜特別加点＞
①検定等で認定を受けている者は、内容により、評価点 0～20 点を加点する。
②本校を専願受験する者は、評価点 10 点を加点する。

合格発表

・1 月 27 日（日）16:00 頃、電話で通知。同日、合格者へ手続書類を手渡し。
※受験票の提示が必要

入学手続

・本校が指定する銀行口座に入学金を納入。
1 月 28 日（月）9:00～29 日（火）15:00

合格者登校日

・2 月 2 日（土）10:00～12:00 本校講堂 保護者同伴

入学者登校日

・3 月 24 日（日）10:00～12:00（予定）本校講堂 保護者同伴

◎問題の使用について
総合進学コース・Ｓコースで問題を変更することはなく、同一問題を使用します。また、入試問
題は入試種別ごとに作成します。

◎移行合格について
各入試種別において、Ｓコースを第 1 志望コースとして出願し、総合進学コースを第２志望され
た方が対象になります。
・まずＳコースの合否判定をおこない、不合格と判定された場合は、次に総合進学コースでの合
格基準で合否判定をおこないます。そこで、総合進学コースでの合格基準に達している場合は、
「総合進学コースで合格」と判定し、合格通知を出します。
・総合進学コースを第 1 志望コースとして出願された方については、「移行合格」はありません。
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■時間割／試験当日の流れ・注意事項
帰国子女特別入試

（受付開始 8:30）集合時間 9:00 までに考査室集合

9:40～

10:50～

10:30（50 分）

11:40（50 分）

国 語

算 数

12:00～
個別面接

■受験上の注意
持ち物
受験票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル[HB または B]、消しゴム）、定規（三角定規は可、分度
器は不可）、コンパス、上履き、下履き袋、飲み物、お弁当（必要な受験生のみ）
（注 1）文具類の当日の貸し出しはできません。
（注 2）下敷きは使用できません。
（注 3）携帯電話、スマートフォンは、試験会場への持ち込みができません。
（注 4）電卓類、計算・アラーム機能のついた時計の考査室への持ち込みはできません。
（各考査室の前壁上部に時計があります。）
当日の注意事項
１．校内および学校周辺には駐車スペースがありません。公共交通機関をご利用ください。自家用車での来
校・送迎はご遠慮ください。
２．校門（正門）の開門時刻は、8:00 を予定しております。
３．校内は土足禁止ですので上履きをご用意ください。下履きは袋をご用意のうえ、各自で保管してくださ
い。
４．遅刻・早退について
最初の受験科目の開始後 20 分以上遅刻した受験生については、当日の試験すべてを受験することがで
きません。また、申し込まれたすべての科目を受験しないと合否判定を行いません。
５．付添の方は考査終了まで、食堂でお待ちいただけますが、考査終了まで受験生との面会はできません。
６．当日の解散時間は考査終了 30 分後を、解散場所は汲温会館を予定しております。
７．実施当日は、本校スクールバスの運行はありません。
８．インフルエンザや他の伝染病疾患の対応について
・試験前日までに発症した場合は、別室で受験できるよう準備しています。別室での受験を希望
される場合は、事前に本校事務局・入試係（Tel.078-854-3800）まで連絡してください。
・試験当日に発症がわかった場合、または体調がすぐれないなどの理由で、別室での受験を希望
される場合は、当日 7:00 以降、当該入試の集合時間までに本校事務局・入試係（℡.078-8543800）まで連絡してください。

・試験実施中に体調が悪くなった場合は、本校の教職員に申し出てください。
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※気象警報発令時および公共交通機関遅延時の対応について
気象警報が発令されている場合でも、予定どおり入試は実施します。ただし公共交通機関に遅れ
や運休が発生している場合は、開始時刻を遅らせる場合もあります。予定どおり入試が実施でき
ない場合の諸連絡は本校ホームページを通じておこないますので、ご注意ください。

■合格者の手続、諸費用など
入学手続（入学金の納入）
入学金（300,000 円）を指定の銀行口座へ振込
1 月 28 日（月）9:00～1 月 29 日（火）15:00

・入学手続を行う場合は、合格通知書とともにお渡しする「振込依頼書」を使用し、銀行窓口でお振込く
ださい。なお、振込額が 100,000 円を超えていますので、各種健康保険証または運転免許証の提示が必
要になります。
・上記の期限内に入学金の納入がなかった場合は、入学資格を取り消します。
・いったん納入された入学金は、いかなる場合でも返還できません。
合格者登校日

2 月 2 日（土）

10:00 までに、本校講堂に保護者同伴で登校してください。制服の採寸や学用品の購入を中心におこな
います。
当日、体調不良などの理由で登校できなくなった場合は、必ず電話でご連絡ください。
入学者登校日

3 月 24 日（日）

10:00 までに、本校講堂に保護者同伴で登校してください。入学後の諸説明及び携帯電話に関する講演
を予定しています。
当日、体調不良などの理由で登校できなくなった場合は、必ず電話でご連絡ください。
入学後の諸費用（学費など）
［2018 年度 中学入学者実績／年額表記］
学納金

授業料

360,000 円

施設設備費

180,000 円

教育充実費

60,000 円

親友会費（生徒会）
諸会費

育友会費（保護者会）
育友会費（防災備品費）

教材費

総合進学コース

40,000 円

Ｓコース

45,000 円

旅行積立金

総合進学コース

65,000 円

Ｓコース

160,000 円

8,400 円
10,800 円
3,996 円

※旅行積立金・教材費は、年度・学年によって変動します。
※Ｓコースについては旅行積立金に勉強合宿（中 2・中 3・高 1 の計 3 回）に約 120,000 円、国内英語キ
ャンプ（中 3:1 回）に約 45,000 円を含みます。（海外ホームステイ（中 3:1 回）に約 400,000 円が別
途必要です。ただし、今後、為替相場の変動等で変更になる場合もあります。）
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※スクールバス（三田～神戸市北区北部地域～本校）を利用の場合は、別途、定期券または回数券
の購入が必要です。
［2018 年度実績］（定期券）1 学期・2 学期

各 40,000 円

3 学期

30,000 円

［2018 年度実績］（回数券）1 冊 3,000 円［10 枚綴り］… 夏休みなど休暇中に使用
諸費用 その他
・入学後の諸費用の納入については、3 か月分ずつ年 4 回（4 月・7 月・10 月・1 月）にわけて保護者指
定の口座より引き落とします。
・入学後、本学園の中学校または高等学校に姉妹で在学の場合、妹の施設設備費は 108,000 円（年額）に
なり、育友会費は 5,400 円（年額）になります。
・中学校から本学園の高等学校へ進学する際に、入学金 200,000 円が必要です。
個人情報の取り扱いについて
本校では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に取り扱うように対応しています。
入学志願書等に記載された個人情報は、合格発表［追加合格を含む］等の連絡をはじめ、入学された後の
校内での教育等で使用するデータ作成の基礎資料として使用いたします。また、入学後は汲温会（同窓会）
の準会員となります。会員登録等に個人データを提供させていただくことになりますが、個人情報の安全
管理は本校と同様の措置を講じております。なお、入学された志願者の願書等は卒業まで本校で保管し、
入学されなかった志願者の願書等につきましては、本校で厳正に処分いたします。

入試内容や出願内容に関する問い合わせ先

http://www.kobe-shinwa.ed.jp/
〒657-0022 神戸市灘区土山町 6-1

TEL (078)854-3835（広報部直通）【受付時間

平日・土曜日 10 時～16 時】

※つながらない場合は、TEL(078)854-3800（代表）へおかけください。
※日・祝日・学校休業日[2018 年 12 月 25 日（火）]および年末年始[2018 年 12 月 27 日（木）～
2019 年 1 月 5 日（土）]は対応できません。
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