
 

 
 

 

 

 

試験概要 

実 施 日 2020年 11月 3日(火・祝) 

試 験 会 場  親和中学校 本校舎 

試 験 科 目  2021年 1月 16日(土)実施予定の、前期Ⅰ入試、前期Ⅱ（適性検査型）入試と同じ 

試験科目で実施します。受験する入試を選んでお申し込みください。 

※前期Ⅰ入試プレテスト、前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテストの両方を受験する 

ことも可能です。 

         

       ◇前期Ⅰ入試プレテスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ◇前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

検  定  料  無料 

対 象 者  小学校 6年生 女子のみ（申込定員は設けておりません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親和中学校 2021年度入試 プレテスト要項 

国語・算数 各 100点・50分 

理科・社会 各 80点・40分  

 

下記の(1)～(3)より申込時に 1つ選択。試験当日の変更は認められません。 

(1) 4教科    （国語・算数・理科・社会） 

(2) 3教科 理科選択 （国語・算数・理科） 

(3) 3教科 社会選択 （国語・算数・社会）  

※４教科受験者は①・②のうち得点合計の高い方で採点します。［各 280点満点］ 

 ①国語・算数・理科 3教科の得点合計 ②国語・算数・社会 3教科の得点合計 

 ※３教科受験者は受験した３教科の得点合計で採点します。［280点満点］ 

  言語的分野・数理的分野 各 100点・50 分 ［200点満点］ 

・言語的分野は主に国語的分野から一部国語と社会の融合的問題を出題し、数理的分

野は主に算数的分野から、一部算数と理科の融合的問題を出題します。 

・知識だけでは解けない「見つける力」「調べる力」「まとめる力」「発表する力」「考

える力」等を問います。 



 

申込方法（WEB申込） 

申 込 期 間   2020年 9月 30日(水)12:00～2020年 10月 28日(水)15:00 

                       ［WEB申込サイトオープン：2020年 9月 30日］ 

 

本校ホームページより申込サイトへ入り、申込手続きをしてください。 

 

 

※WEB申込の簡単な流れ 
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試験当日について 

時 間 割   ◇前期Ⅰ入試プレテスト 

                (1) 4教科 （受付開始 8:00～）集合 8:30  

9:00～ 

9:40（40分） 

9:55～ 

10:45（50分） 

11:00～ 

11:50（50分） 

12:05～ 

12:45（40分） 

理科 国語 算数 社会 

 

        (2) 3教科 理科選択 （受付開始 8:00～）集合 8:30  

9:00～ 

9:40（40分） 

9:55～ 

10:45（50分） 

11:00～ 

11:50（50分） 

理科 国語 算数 

 

        (3) 3教科 社会選択 （受付開始 8:50～）集合 9:25  

9:55～ 

10:45（50分） 

11:00～ 

11:50（50分） 

12:05～ 

12:45（40分） 

国語 算数 社会 

 

        ◇適性検査型（前期Ⅱ）入試プレテスト 

（受付開始 13:30～）集合 14:00  

14:30～ 

15:20（50分） 

15:40～ 

16:30（50分） 

言語的分野 数理的分野 

        （注）1月 16日(土)に行われる前期Ⅱ（適性検査型）入試とは開始時間が異なります。 

 

 

要項準備／ 

WEB申込サイト確認 

申込登録 

ホームページ（https://www.kobe-shinwa.ed.jp/）より、 

要項のダウンロード＋WEB申込サイトを確認してください。 

希望試験、志願者情報等を画面の指示にしたがって、登

録いただきます。 

メール送信テスト 

登録内容の確認 

受験票印刷の際に必要な情報が含まれていますので、 

確実に受信できるアドレスを登録いただきます。 

受験票印刷 
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。 

（受験番号が発番された状態で出力されます） 

https://www.kobe-shinwa.ed.jp/


 

 

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（ 

必要な方のみ） 

 

        ※文具類の当日の貸し出しはできません。 

※下敷きは使用できません。 

※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。 

※電卓類、計算・アラーム機能の付いた時計の考査室への持込みはできません。 

（各考査室の前壁上部に時計があります。） 

 

 

遅刻について   ［前期Ⅰ入試プレテスト］・［前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテスト］とも、最初の

受験科目の開始後 20分以上遅刻した受験生は、該当の試験を受験することができま

せん。 

        （［前期Ⅰ入試プレテスト］の理科受験者は 9:20まで、理科非受験者は 10:15ま

で、［前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテスト］受験者は 14:50までに考査室への入室

が必要です。） 

 

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 7:50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．プレテスト当日、食堂は営業しておりますが、以下の点にご注意ください。 

 ・営業時間は 12:00～14:00です。 

         ・［前期Ⅰ入試プレテスト］を受験された後、［前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテ

スト］を続けて受験の方は、食堂で付添の方と持参されたお弁当をおとりいた

だくか、食堂のメニューをご利用ください。また、一旦校外へ出てお食事をお

とりいただくことも可能です。 

         ・［前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテスト］のみ受験の方も、食堂の利用は可能で

す。 

５．付き添いの方は各テスト終了まで、講堂または食堂でお待ちいただけますが、［前

期Ⅰ入試プレテスト］［前期Ⅱ（適性検査型）入試プレテスト］の各テスト終了ま

で受験生との面会はできません。 

        ６．指定したすべての試験を受験した後に簡単なアンケートにお答えいただきます。

アンケートは採点に一切影響を与えるものではありません。 

        ７．解散時間はテスト終了 30 分後を予定しております。解散場所は当日お知らせし

ますので、混雑緩和にご協力をお願いします。 

        ８．プレテスト当日、本校スクールバスの運行はありません。 

９．新型コロナウィルス感染対策のため、マスクの着用をお願いします。また、入校

時には検温と手指の消毒を実施します。 

 

※新型コロナウィルスほかの感染症に係る対応につきましては、別途本校ホームペー

ジにて公表いたします。 

※警報が発令された場合 

          当日の各試験開始 2時間前（［前期Ⅰ入試プレテスト］は 7時 00分、［前期Ⅱ（適

性検査型）入試プレテスト］は 12時 30分）の時点で、神戸市に大雨・洪水・暴

風警報のいずれか 1つでも発令されている場合のみ中止いたします。予定どおり

プレテストが実施できない場合の諸連絡は、申込時の登録アドレスへのメール及

び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。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

採点結果について  

・採点結果は、基準解答とともに本校より郵送いたします。住所変更等がありましたら事前にご連絡く

ださい。発送日は申込時の登録アドレスへのメール及び本校ホームページでお知らせいたします。 

・やむを得ず当日欠席された方につきましては、当日の資料を送付いたします。当日受験された方の採

点結果を送付する日と同日に発送いたします。 

 

今後のスケジュールについて（11月以降）  

＊新型コロナウィルス感染対策のため、１回あたりの定員を制限し、事前予約（WEB）をお願いしています。 

また、校内は土足禁止につき、ご来場の際には必ず上履きと下履き袋をご持参ください、 

 

＜個別相談会＞    11月 7日(土)  10:30～12:30 

           11月 14日(土) 13:00～15:00 

           12月 12日(土) 10:30～12:30 

 

           ※プレテストの採点結果を持参しての相談も可能です。 

 

＜プレテスト解説会・個別相談会＞    11月 15日（日） ＊時間未定 

 

※プレテスト解説会の様子は、別途 11月下旬に受験者限定で動画配信する予定 

です。 

 ※プレテスト解説会の詳細や申込方法については、後日、本校ホームページ上で

お知らせします。 

 

＜中学入試説明会＞   （第 2回） 11月 22日(日) 10:30～12:00 

 

＜中学学校見学＞    12 月にかけて土曜日の午前中に各日 3 組程度限定で対応させていただきます。

考査期間等で受け入れできない日もありますので、ご了承ください。 

 

 

 

『親和中学校 2021年度入学試験 生徒募集要項』の発行について 

『親和中学校 2021 年度入学試験 生徒募集要項』は、ホームページからのダウンロード・印

刷となります。冊子化は予定しておりませんので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

なお、出願にかかる、調査書の提出は不要です。 

 

問い合わせ先  親和中学校 入試係（広報部） https://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） 

    ※つながらない場合は、078-854-3800（代表）へおかけください。 

【受付時間:平日・土曜日 10～16時  日・祝日・学校休業日は対応できません】 

                                      

◎プレテスト当日、保護者対象の入試イベント（個別相談会を含む）を開催いたしますので、 

 ぜひご参加ください。詳細は後日、本校ホームページ上でお知らせします。 


