
令和５年度

生徒募集要項
帝塚山学院泉ヶ丘中学校

出願手続

令和5年3月小学校卒業見込みの者
出願資格

1次A入試

試 験 日

入試区分

1月14日（土）　午前

1次B入試

1月14日（土）　午後
【14：55集合】 【15：50集合】

2次入試

1月15日（日）　午後

募集人数
（男女）

検 定 料

20,000円（各入試日程）
※1次A入試に出願し、さらに1次B・2次入試に出願する場合は、専願・併願に関わらず1次B・2次入試の検定
　料を免除します。
※お支払方法は、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー・ネットバンキングより選択してください。
※2次入試（1月15日）の当日に出願する際のお支払いは、クレジットカード・ネットバンキング・本校事務局
　での現金納入より選択してください。
※一旦納入された検定料については返金できません。

出願期間 令和4年12月1日（木）～ 令和5年1月12日（木）
最終日は16:00までに出願手続を完了してください。

令和4年12月1日（木）～
令和5年1月15日（日）
最終日は15:30までに出願手続を
完了してください。

Ⅱ類選抜・Ⅱ類・Ⅰ類
約130名

Ⅱ類選抜・Ⅱ類…約70名　　　　　　　　Ⅰ類…約70名

Ⅱ類選抜・Ⅱ類・Ⅰ類
約10名

※出願時のコース選択はありません。
※検定料を納入した時点で出願手続の完了とします。
※合格コースは、入試の得点で「Ⅱ類選抜」、「Ⅱ類」、「Ⅰ類」の順に決まります。

◆  留 意 点
・受験票は、出願手続の完了後、マイページからA4サイズの白い紙に印刷してください。試験ごとに受験票が必要です。
　複数回受験される方は受験するすべての試験についての受験票を持参してください。
・ご自宅にインターネット環境、プリンターがない場合は、本校にご来校いただいての出願手続が可能です。（受験票の印刷は
　コンビニエンスストアでもできます。）
・写真は、上半身、正面、無帽で最近3ヵ月以内に撮影した画像ファイルをご用意ください。ファイル形式等の詳細は
　miraicompass顔写真登録ガイドをご確認ください。

※ 専願出願は、合格した場合に必ず本校に入学することが条件となります。
※ 専願書はマイページの「お知らせ」からプリントアウトしてください。

1次A入試から希望する場合

2次入試から希望する場合

1次A入試に専願で出願した場合は、1次B、2次入試も自動的に専願での出願となります。

試験当日の15:30までに専願書を事務局窓口に提出してください。

専願出願の手続について

◆  専願出願の取り扱いに関して

帝塚山学院泉ヶ丘中学校
〒590-0113　大阪府堺市南区晴美台4丁2番1号
　　代　　表
アドミッションセンター
URL https://www.tezuka-i-h.jp　　　　E-mail nyusi@tezuka-i-h.jp

TEL: 072-293-1221　FAX: 072-292-2134
TEL: 072-293-1416　FAX: 072-293-1417

帝塚山学院泉ヶ丘中学校令和5年度  生徒募集要項



令和5年度  生徒募集要項

1次A入試
4教科型

3教科型

1次B入試
2次入試 2教科型 国語（60分 120点）算数（60分 120点）　　　　　　　　　　　　　　計240点

国語 （60分 120点）算数（60分 120点）
理科（40分    80点）　　　　　　　　　　　　　　　　計320点×1.25=計400点

国語（60分 120点）算数（60分 120点）
理科（40分    80点）社会（40分    80点）　　　　　　　　　　　　　　計400点

入学試験
◆  試験教科

◆  試験時間

◆  試験当日のアクセス等連絡事項
・当日のアクセスは、出願の際に下記より選択してください。バス運行時刻・のりばについては、マイページの「お知らせ」
　をご覧ください。
　※自家用車での来校は可能ですが、相当な混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。

・1次A入試に引き続き、1次B入試【14：55集合】を受験される場合は、食堂と体育館を控室としてご利用いただけます（飲食可）。
　ただし、食堂は営業しておりません。

※ 1次A入試については、出願時に4教科型、または3教科型を選択します。出願後の変更はできません。
※ 1次A入試の4教科型は、次の3つの得点（国・算・理の合計点×1.25、国・算・社の合計点×l.25、4教科の合計点）の中から一番高いものを合否判定に
　 用います。

※ 1次A・1次B・2次入試とも集合時刻の30分前から入室の誘導を始めます。
※ 受験校に関する任意のアンケートを実施します。（合否とは関係ありません。）

◇  泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」発着の路線バス
◇  南海高野線「金剛駅」発着の路線バス
◇  南海本線「泉大津駅」発着の学校直行バス
◇  JR阪和線「和泉府中駅」発着の学校直行バス

◇  自家用車での送迎のみ
◇  自家用車の校内駐車
◇  自転車
◇  徒歩

入学予定者事前登校日　※保護者同伴で登校してください。

納付金・諸費用（令和4年度実績）

1次A入試・1次B入試 2次入試

1月16日（月）10：00集合、12：00頃終了予定

1月21日（土）14：00集合、16：00頃終了予定

金　額項　目 備　考

250,000円入学金 入学手続時に納付
648,000円授業料 各学期ごとの分納も可能
30,000円教育充実費 各学期ごとの分納も可能
24,000円PTA会費 １家庭あたり
20,000円同窓会費（終身） 入学手続時に納付　☆入学時のみの一時金
12,000円以上教育後援会費 12,000円を超える額は任意

1月21日（土）
14：00集合、16：00頃終了予定

入学手続書類の受け渡し、オリエンテーション、制服の採寸、指定用品の注文等を行います。

専　願

併　願

納
　付
　金

1次A入試
8：30集合

入試区分

国語 8：40 ~ 9：40
9：55 ~ 10：55算数

11：10 ~ 11：50  （3教科型12：10頃解散）理科
12：05 ~ 12：45  （4教科型13：05頃解散）社会

2次入試入試区分
集合 15：50
国語 16：00 ~ 17：00

17：15 ~ 18：15算数
18：35頃解散

※ 1次B入試については、出願時に【14：55集合】か【15：50集合】のどちらかを選択します。出願後の変更はできません。

1次B入試

14：55

入試区分

集合
国語 15：20 ~ 16：20

16：35 ~ 17：35算数
17：40頃

15：50
16：00 ~ 17：00
17：15 ~ 18：15
18：35頃解散

※指定用品については価格が変わることもあります。

合格発表と入学手続
◆  入学手続時納付金

詳細は試験終了後に配付する《合格発表の確認と入学手続の流れについて》をご確認ください。

入学金250,000円、同窓会費（終身）20,000円を下記の期日までにインターネット入学金決済システム
にてお支払いください。

※指定日時内に手続きのない場合は、入学を辞退されたことになります。
※一旦納付された入学金については返金できません。

※登校日の学校直行バスの運行はございません。泉ケ丘駅、金剛駅からの路線バス、または自家用車等でお越しください。

合格発表

入学手続

ホームページ

1次A入試・1次B入試 2次入試

1月15日（日）12：00 1月16日（月）12：00

1月15日（日）
合格発表時刻より17：00まで

1月16日（月）
合格発表時刻より17：00まで

合格発表後より
1月18日（水） 17：00まで

校内掲示

専　願

併　願

項　目

体操服一式
制服一式（夏・冬）

制定鞄一式（補助鞄を含む）
制定靴一式

金　額
64,080円（男子）
17,330円（男女共）
18,920円（男女共）
22,920円（男子）

／ 69,110円（女子）

／ 21,500円（女子）

指
定
用
品
費
用

帝塚山学院泉ヶ丘中学校

【14：55集合】 【15：50集合】



令和5年度  生徒募集要項

1次A入試
4教科型

3教科型

1次B入試
2次入試 2教科型 国語（60分 120点）算数（60分 120点）　　　　　　　　　　　　　　計240点

国語 （60分 120点）算数（60分 120点）
理科（40分    80点）　　　　　　　　　　　　　　　　計320点×1.25=計400点

国語（60分 120点）算数（60分 120点）
理科（40分    80点）社会（40分    80点）　　　　　　　　　　　　　　計400点

入学試験
◆  試験教科

◆  試験時間

◆  試験当日のアクセス等連絡事項
・当日のアクセスは、出願の際に下記より選択してください。バス運行時刻・のりばについては、マイページの「お知らせ」
　をご覧ください。
　※自家用車での来校は可能ですが、相当な混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。

・1次A入試に引き続き、1次B入試【14：55集合】を受験される場合は、食堂と体育館を控室としてご利用いただけます（飲食可）。
　ただし、食堂は営業しておりません。

※ 1次A入試については、出願時に4教科型、または3教科型を選択します。出願後の変更はできません。
※ 1次A入試の4教科型は、次の3つの得点（国・算・理の合計点×1.25、国・算・社の合計点×l.25、4教科の合計点）の中から一番高いものを合否判定に
　 用います。

※ 1次A・1次B・2次入試とも集合時刻の30分前から入室の誘導を始めます。
※ 受験校に関する任意のアンケートを実施します。（合否とは関係ありません。）

◇  泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」発着の路線バス
◇  南海高野線「金剛駅」発着の路線バス
◇  南海本線「泉大津駅」発着の学校直行バス
◇  JR阪和線「和泉府中駅」発着の学校直行バス

◇  自家用車での送迎のみ
◇  自家用車の校内駐車
◇  自転車
◇  徒歩

入学予定者事前登校日　※保護者同伴で登校してください。

納付金・諸費用（令和4年度実績）

1次A入試・1次B入試 2次入試

1月16日（月）10：00集合、12：00頃終了予定

1月21日（土）14：00集合、16：00頃終了予定

金　額項　目 備　考

250,000円入学金 入学手続時に納付
648,000円授業料 各学期ごとの分納も可能
30,000円教育充実費 各学期ごとの分納も可能
24,000円PTA会費 １家庭あたり
20,000円同窓会費（終身） 入学手続時に納付　☆入学時のみの一時金
12,000円以上教育後援会費 12,000円を超える額は任意

1月21日（土）
14：00集合、16：00頃終了予定

入学手続書類の受け渡し、オリエンテーション、制服の採寸、指定用品の注文等を行います。

専　願

併　願

納
　付
　金

1次A入試
8：30集合

入試区分

国語 8：40 ~ 9：40
9：55 ~ 10：55算数

11：10 ~ 11：50  （3教科型12：10頃解散）理科
12：05 ~ 12：45  （4教科型13：05頃解散）社会

2次入試入試区分
集合 15：50
国語 16：00 ~ 17：00

17：15 ~ 18：15算数
18：35頃解散

※ 1次B入試については、出願時に【14：55集合】か【15：50集合】のどちらかを選択します。出願後の変更はできません。

1次B入試

14：55

入試区分

集合
国語 15：20 ~ 16：20

16：35 ~ 17：35算数
17：40頃

15：50
16：00 ~ 17：00
17：15 ~ 18：15
18：35頃解散

※指定用品については価格が変わることもあります。

合格発表と入学手続
◆  入学手続時納付金

詳細は試験終了後に配付する《合格発表の確認と入学手続の流れについて》をご確認ください。

入学金250,000円、同窓会費（終身）20,000円を下記の期日までにインターネット入学金決済システム
にてお支払いください。

※指定日時内に手続きのない場合は、入学を辞退されたことになります。
※一旦納付された入学金については返金できません。

※登校日の学校直行バスの運行はございません。泉ケ丘駅、金剛駅からの路線バス、または自家用車等でお越しください。

合格発表

入学手続

ホームページ

1次A入試・1次B入試 2次入試

1月15日（日）12：00 1月16日（月）12：00

1月15日（日）
合格発表時刻より17：00まで

1月16日（月）
合格発表時刻より17：00まで

合格発表後より
1月18日（水） 17：00まで

校内掲示

専　願

併　願

項　目

体操服一式
制服一式（夏・冬）

制定鞄一式（補助鞄を含む）
制定靴一式

金　額
64,080円（男子）
17,330円（男女共）
18,920円（男女共）
22,920円（男子）

／ 69,110円（女子）

／ 21,500円（女子）

指
定
用
品
費
用

帝塚山学院泉ヶ丘中学校

【14：55集合】 【15：50集合】



令和５年度

生徒募集要項
帝塚山学院泉ヶ丘中学校

出願手続

令和5年3月小学校卒業見込みの者
出願資格

1次A入試

試 験 日

入試区分

1月14日（土）　午前

1次B入試

1月14日（土）　午後
【14：55集合】 【15：50集合】

2次入試

1月15日（日）　午後

募集人数
（男女）

検 定 料

20,000円（各入試日程）
※1次A入試に出願し、さらに1次B・2次入試に出願する場合は、専願・併願に関わらず1次B・2次入試の検定
　料を免除します。
※お支払方法は、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー・ネットバンキングより選択してください。
※2次入試（1月15日）の当日に出願する際のお支払いは、クレジットカード・ネットバンキング・本校事務局
　での現金納入より選択してください。
※一旦納入された検定料については返金できません。

出願期間 令和4年12月1日（木）～ 令和5年1月12日（木）
最終日は16:00までに出願手続を完了してください。

令和4年12月1日（木）～
令和5年1月15日（日）
最終日は15:30までに出願手続を
完了してください。

Ⅱ類選抜・Ⅱ類・Ⅰ類
約130名

Ⅱ類選抜・Ⅱ類…約70名　　　　　　　　Ⅰ類…約70名

Ⅱ類選抜・Ⅱ類・Ⅰ類
約10名

※出願時のコース選択はありません。
※検定料を納入した時点で出願手続の完了とします。
※合格コースは、入試の得点で「Ⅱ類選抜」、「Ⅱ類」、「Ⅰ類」の順に決まります。

◆  留 意 点
・受験票は、出願手続の完了後、マイページからA4サイズの白い紙に印刷してください。試験ごとに受験票が必要です。
　複数回受験される方は受験するすべての試験についての受験票を持参してください。
・ご自宅にインターネット環境、プリンターがない場合は、本校にご来校いただいての出願手続が可能です。（受験票の印刷は
　コンビニエンスストアでもできます。）
・写真は、上半身、正面、無帽で最近3ヵ月以内に撮影した画像ファイルをご用意ください。ファイル形式等の詳細は
　miraicompass顔写真登録ガイドをご確認ください。

※ 専願出願は、合格した場合に必ず本校に入学することが条件となります。
※ 専願書はマイページの「お知らせ」からプリントアウトしてください。

1次A入試から希望する場合

2次入試から希望する場合

1次A入試に専願で出願した場合は、1次B、2次入試も自動的に専願での出願となります。

試験当日の15:30までに専願書を事務局窓口に提出してください。

専願出願の手続について

◆  専願出願の取り扱いに関して

帝塚山学院泉ヶ丘中学校
〒590-0113　大阪府堺市南区晴美台4丁2番1号
　　代　　表
アドミッションセンター
URL https://www.tezuka-i-h.jp　　　　E-mail nyusi@tezuka-i-h.jp

TEL: 072-293-1221　FAX: 072-292-2134
TEL: 072-293-1416　FAX: 072-293-1417

帝塚山学院泉ヶ丘中学校令和5年度  生徒募集要項


