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出願手続

【１　　 次 】
【 帰  国  生 】

学校教育法に定める中学校や中等教育学校前期課程を卒業・修了した者、または令和5年3月に卒業・修了見込みの者。
①学校教育法に定める中学校や中等教育学校前期課程を卒業・修了した者、海外における中等教育課程をもつ日本人
　学校や現地校を卒業・修了した者、または令和5年3月に卒業・修了見込みの者。
②原則として、外国における滞在期間が1年以上あり、出願時において帰国後3年以内の者。
③その他詳細についてはお問い合わせください。

入学志願書・受験票の作成は、インターネット出願サイトで行ってください。令和4年12月19日（月）より入力が可能です。
入学志願書・受験票の印刷は、令和5年1月10日（火）以降、入学検定料決済後から可能です。

出願資格

1次入試 帰国生入試

試験日

Ｓ特進コース
特　進コース　　（計　約５名）

※募集人数の約140名に含む

Ｓ特進コース　約 70 名
特　進コース　約 70 名　　計　約 140 名

2月10日（金）学科・面接（保護者同伴）2月10日（金）　学科

募集人数
（男女）

検定料

20,000円［納入開始日：1月10日（火）］
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。
※本校事務局での現金納入はできません。
※いずれのお支払方法を選択しても、別途手数料がかかりますのでご了承ください。
※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

1月20日（金）～ 2月3日（金）必着
郵送のみの受付とします。簡易書留で本校に、出願期間内に到着するように送付してください。
（宛先）〒590-0113　堺市南区晴美台4-2-1
　　　　帝塚山学院泉ヶ丘高等学校　事務局入試担当　宛
※マイページの「お知らせ」から志願書郵送用封筒の表書きプリントが印刷できます。（カラー印刷対応）
※郵送用封筒（角2サイズ）は各自ご用意ください。

提出書類

①入学志願書（在籍中学校に提出し、学校印を押印
　してもらってください）
　※受験票は切り離してください。試験当日まで大
　　切に保管し、持参のこと。
②個人報告書（個人報告書様式において在籍中学校
　で作成されたもの）
③英語資格（外部検定）結果証明書の写し（対象の
　成績該当者のみ）

①入学志願書（在籍中学校に提出し、学校印を押印
　してもらってください）
　※受験票は切り離してください。試験当日まで大
　　切に保管し、持参のこと。
②海外出身校の在学証明書または修了証明書、ある
　いは海外在住証明書
③個人報告書（個人報告書様式。出願時、公立中学
　校に在籍する者）

・入学志願書、受験票は、検定料の納入完了後、インターネット出願サイトのマイページからA4サイズの白い紙に印刷してください。
・ご自宅にインターネット環境、プリンターがない場合は、本校にご来校のうえ出願書類の作成をしていただけます。（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ヶ月以内に撮影したもの、サイズは縦4.5～5㎝、横3.5～5㎝のものを用意し、入学志願
　書と受験票に同じ写真を貼付してください。
・インターネット出願をされない場合のご案内（紙の志願書の請求方法、合格発表後の入学手続方法等について）は本校ホーム
　ページ「高校入試募集要項」ページよりご確認ください。

◆  留 意 点



入学予定者事前登校日

納付金・諸費用（令和4年度実績）

※指定用品については価格が変わることもあります。

専　願

項　目
入学金

項　目

金　額
200,000円

備　考
入学手続時に納付

授業料 615,600円 各学期ごとの分納も可能
教育充実費 30,000円 各学期ごとの分納も可能
PTA会費 24,000円 1家庭あたり

同窓会費（終身） 20,000円 入学手続時に納付 ☆入学時のみの一時金
教育後援会費

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

12,000円 以上 12,000円を超える額は任意

金　額
64,080円（男子）
17,330円（男女共）
23,210円（男女共）
22,920円（男子）

／ 62,010円（女子）

／ 21,500円（女子）

併　願

2月18日（土）14:00集合　オリエンテーション・宿題配布・制服の採寸・指定用品の注文  16:00頃終了予定

3月22日（水）13:30集合　オリエンテーション・入学手続書類の提出・宿題配布・制服の採寸・指定用品の　　　　　　　　　　　　注文  16:00頃終了予定

納
　付
　金

指
定
用
品
費
用

合格発表と入学手続 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200,000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。

◆  入学手続時納付金

１次入試・帰国生入試

2月11日（土・祝）夜にインターネット発表、速達発送合格発表

・指定日時内に入学手続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。

専願

入学手続
合格発表後より

3月20日（月）15:00まで

合格発表後より
2月15日（水）16:00まで

併願

※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。
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入学試験
考査室へは7:50から入室可能、8:20集合です。
1次入試と帰国生入試の問題は同一です。 国語は古文を、英語はリスニングを含みます。 

※英語試験終了後、昼食時間を設けています。昼食を持参して
　ください。

※面接は保護者同伴の個人面接（約10分）、英語による質問も
　一部含みます。

入学試験「英語」において、外部機関が認証した英語力判定テスト【TOEFL iBT、IELTS及び実用英語技能検定（英検）】のスコ
ア等を活用します。活用にあたり、スコア等に応じた読み替え率を定め、この読み替え率により換算した点数と英語の入学試験
の点数を比較し、高い方の点数を当該受験者の英語の入学試験の成績とします。
英語資格（外部検定）を活用する志願者は、スコア等を証明する証明書の写しを貼付用紙につけて、出願時に提出してください。
なお、英語資格（外部検定）の活用については、帰国生入試の志願者は対象外とします。

英語資格（外部検定）の活用

◆  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、インターネット出願サイトの
　マイページにある「お知らせ」をご覧ください。
　なお、復路の学校直行バスは、1次入試終了時刻に合わせて運行します。

・保護者の方の控室は食堂です。なお、試験当日、食堂は営業しておりません。

◇  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
◇  近鉄長野線「富田林駅」発着の学校直行バス
　（「金剛高校前」南海バス停留所経由）

◇  自家用車
◇  自転車
◇  徒歩

◇  和泉はつが野口方面ルート学校直行バス
     「石尾山」「はつが野口」「はつが野3丁目」
     「光明台3丁目」「城山台4丁」
     「庭代台中学校前」南海バス各停留所を経由

出願時にＳ特進コース・特進コースを希望するのではなく、下記の方法で算出した判定得点により、合否の判定及び合格コース
をＳ特進コース、特進コースの順に決定します。
【１　　 次 】・・・・・・国・数・英3教科の合計得点×　　、または5教科合計得点のいずれか高得点の方を合否判定に用います。
【 帰  国  生 】・・・・・・国・数・英3教科の合計得点（400点満点）と面接で合否を判定します。

◆  判定方法

300
500

1次入試 帰国生入試

教科 時間 配点 教科 時間 配点

国語（60分） 8:45 ～ 9:45 100点 国語（60分） 8:45 ～ 9:45 100点

数学（60分） 10:00 ～ 11:00 100点 数学（60分） 10:00 ～ 11:00 100点

英語（70分） 11:15 ～ 12:25 100点 英語（70分） 11:15 ～ 12:25 200点

社会（50分） 13:15 ～ 14:05 100点 面接 12:35 ～ ─

理科（50分） 14:20 ～ 15:10 100点

TOEFL iBT IELTS 実用英語技能検定

60点 ～ 120点 6.0 ～ 9.0 準1級・1級

50点 ～ 59点 5.5 （対応なし）

40点 ～ 49点 5.0 2級

読み替え率

100％

90％

80％
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郵送のみの受付とします。簡易書留で本校に、出願期間内に到着するように送付してください。
（宛先）〒590-0113　堺市南区晴美台4-2-1
　　　　帝塚山学院泉ヶ丘高等学校　事務局入試担当　宛
※マイページの「お知らせ」から志願書郵送用封筒の表書きプリントが印刷できます。（カラー印刷対応）
※郵送用封筒（角2サイズ）は各自ご用意ください。

提出書類

①入学志願書（在籍中学校に提出し、学校印を押印
　してもらってください）
　※受験票は切り離してください。試験当日まで大
　　切に保管し、持参のこと。
②個人報告書（個人報告書様式において在籍中学校
　で作成されたもの）
③英語資格（外部検定）結果証明書の写し（対象の
　成績該当者のみ）

①入学志願書（在籍中学校に提出し、学校印を押印
　してもらってください）
　※受験票は切り離してください。試験当日まで大
　　切に保管し、持参のこと。
②海外出身校の在学証明書または修了証明書、ある
　いは海外在住証明書
③個人報告書（個人報告書様式。出願時、公立中学
　校に在籍する者）

・入学志願書、受験票は、検定料の納入完了後、インターネット出願サイトのマイページからA4サイズの白い紙に印刷してください。
・ご自宅にインターネット環境、プリンターがない場合は、本校にご来校のうえ出願書類の作成をしていただけます。（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ヶ月以内に撮影したもの、サイズは縦4.5～5㎝、横3.5～5㎝のものを用意し、入学志願
　書と受験票に同じ写真を貼付してください。
・インターネット出願をされない場合のご案内（紙の志願書の請求方法、合格発表後の入学手続方法等について）は本校ホーム
　ページ「高校入試募集要項」ページよりご確認ください。

◆  留 意 点


