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2021年度
入学試験 募集要項
 募集人員  

   ● イングリッシュコース、アカデミックコースⅠ類・Ⅱ類合わせての募集となります

   ※   「アカデミックコースⅡ類」は、スポーツ推薦を受けて強化クラブ（男子サッカー部）に入部する生徒が受験す
るコース。ただし入学後は、「アカデミックコースⅠ類」の生徒と同じカリキュラムで学習する。専願に限る。

    一定の基準を満たした生徒に対して特待制度あり。

 出願資格  2021年３月中学校卒業見込みの者、または中学校を卒業した者
   ※ 帰国生徒（原則、海外在住１年以上で帰国後３年以内、もしくはそれに準ずる経験のある者）については、４Ｐ

の「帰国生入試」を参照
   ※  アカデミックコースⅡ類（男子サッカー部）については、さらに次の①・②の両方も満たすこと。詳しくは７Ｐ

の「男子サッカー部入部希望のみなさんへ」を参照
    ①本校主催の「サッカー部体験会」に参加し、サッカーの技量を認められること。
    ② 推薦を受けることが出来る成績をクリアして中学校長の推薦を受け、本校を専願で受験すること。

 入学試験日  2021年２月10日（水）

 試験科目･時間等 イングリッシュコース アカデミックコース

 8:00～ 8:25 受　　付

 8:25～    　 試験会場誘導

 8:30～ 8:40 点呼・注意

 8:45～ 9:35 国　　語 50分

 9:50～10:40 数　　学 50分

10:55～11:45 英　　語 50分

11:45～12:15 昼食・休憩 受験生のみ。
イングリッシュコースの
英語インタビューは10分12:15～    　 英語インタビュー・個人面接 個人面接

※面接が終わりしだい、順次解散となります

コース 募集人員

イングリッシュコース
120名

（内部進学、帰国生含む）
アカデミックコースⅠ類

アカデミックコースⅡ類※
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   配点  イングリッシュコース…　 国語・数学（各50点）  
＋ 英語（150点）  注１  ＋ 英語インタビュー（50点）  注２ 

   アカデミックコース　…　国語・数学・英語（各100点）  注１  

2018年４月以降の英語外部資格検定試験の利用について
 注１ 　  申告があった受験生には、2018年４月以降の英語外部資格検定試験において取得したスコア等のレベル

を、ＣＥＦＲの指標を基準にした次の換算表に基づいて換算し、換算した点数と当日受験する「英語」の
得点とを比較して高い方の点数を、「英語」の得点とします。

 注２ 　  申告があった受験生には、2018年４月以降の英語外部資格検定試験において取得したスコア等のレベル
を、ＣＥＦＲの指標を基準にした次の換算表に基づいて換算し、換算した点数を「英語インタビュー」の
得点として、当日の「英語インタビュー」の受験を免除します。

   当日持参するもの  •受験票　•筆記用具　•三角定規、コンパス　•上靴　•下靴を入れる袋
   ※試験会場への携帯電話の持ち込みは禁止

 出願期間  2021年１月18日（月）～ １月29日（金）
   　　　　　　　平　日　９時～16時   ※受付時間   　　　　　　　土曜日・日曜日　受付を行いません

 出願書類  ①入学志願書　　②個人報告書　　③受験票
   ④合否通知用封筒（860円分の切手を貼付のもの）
   ⑤推薦書（アカデミックコースⅡ類出願者のみ）
   ⑥英語外部資格検定試験の取得資格等を証明するもの（該当者のみ）

　※ 合格証明書等（コピー可）を必ず同封してください〔 出願後の提出は認められません 〕

 出願手続き  本校事務室に 「出願書類」 をご持参ください

⎛①～⑤は本校所定⎞
⎝のもの　　　　　⎠

ＣＥＦＲ指標 換算点

Ｂ１レベル最低点以上（英検２級など）　 満点の90％

Ａ２レベル最低点以上（英検準２級など） 満点の75％

Ａ１レベル最低点以上（英検３級など）　 満点の60％

ＣＥＦＲ指標 換算点

Ｂ１レベル最低点以上（英検２級など）　 満点の100％

Ａ２レベル最低点以上（英検準２級など） 満点の90％

Ａ１レベル最低点以上（英検３級など）　 満点の80％
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2021年１月20日（水）～ １月29日（金）



 受験料  20,000円

   受験料の受付は、下記の①と②の２とおりです

① 本校事務室へ持参

② 銀行振込

本校所定の振込依頼書で必ず銀行窓口にて振り込んでください
※ 窓口で領収証と証明書を受け取り  証明書  は入学志願書裏面の〔貼付欄〕に貼り、
他の出願書類とともにご持参ください
※ATMやパソコン等からは振り込まないでください

※受験料は、一切返還いたしません

 合格発表  2021年２月11日（木）　発送
   ※電話でのお問い合わせは、一切受け付けいたしません

 入学手続き   専　願  2021年２月16日（火）13:30～16:00
        〔 入学金等納入期限　２月15日（月） 〕

    併　願  2021年３月22日（月）まで

   ●期間内に手続きが完了しない場合は、入学資格を失います
   ●受け付けた書類や納入金は一切返還いたしません

    方　法   手続き時に必要な 「振込金領収書」 と 「入学に関する書類」（  合格発表日に発送  ） を 
本校事務室へご持参ください

    納入金  （2020年度実績）

        入　学　金　220,000円

 入学説明会  2021年３月22日（月）　（保護者同伴）

 授業料等諸費用  

 その他  ◆ファミリー減免制度について
保護者又は祖父母がアサンプション国際幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかをご卒業さ
れた方のお子様は、本校を専願の場合は入学金が全額免除、併願の場合は半額免除となります。

   ◆創立者マリー・ウージェニー教育基金奨学制度
本校を受験し、入学試験における成績優秀者には、入学金が全額免除となります。

   ◆兄弟姉妹入学金免除制度
兄弟姉妹が本校に在学しており、入学が3人目のお子様は入学金が全額免除となります。

授 業 料 教育充実費 施設設備
維持費 旅行積立金

諸　経　費 制服等
規定品学 年 費 諸会費 卒業積立金

540,000円 36,000円 60,000円

（イングリッシュコース）
153,600円

（アカデミックコース）
120,000円

72,000円 15,000円 16,800円 約200,000円

 （2020年度実績）
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2021年２月20日（土）

 受験料  20,000円

   受験料の受付は、下記の①と②の２とおりです

① 本校事務室へ持参

② 銀行振込

本校所定の振込依頼書で必ず銀行窓口にて振り込んでください
※ 窓口で領収証と証明書を受け取り  証明書  は入学志願書裏面の〔貼付欄〕に貼り、
他の出願書類とともにご持参ください
※ATMやパソコン等からは振り込まないでください

※受験料は、一切返還いたしません

 合格発表  2021年２月11日（木）　発送
   ※電話でのお問い合わせは、一切受け付けいたしません

 入学手続き   専　願  2021年２月16日（火）13:30～16:00
        〔 入学金等納入期限　２月15日（月） 〕

    併　願  2021年３月22日（月）まで

   ●期間内に手続きが完了しない場合は、入学資格を失います
   ●受け付けた書類や納入金は一切返還いたしません

    方　法   手続き時に必要な 「振込金領収書」 と 「入学に関する書類」（  合格発表日に発送  ） を 
本校事務室へご持参ください

    納入金  （2020年度実績）

        入　学　金　220,000円

 入学説明会  2021年３月22日（月）　（保護者同伴）

 授業料等諸費用  

 その他  ◆ファミリー減免制度について
保護者又は祖父母がアサンプション国際幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかをご卒業さ
れた方のお子様は、本校を専願の場合は入学金が全額免除、併願の場合は半額免除となります。

   ◆創立者マリー・ウージェニー教育基金奨学制度
本校を受験し、入学試験における成績優秀者には、入学金が全額免除となります。

   ◆兄弟姉妹入学金免除制度
兄弟姉妹が本校に在学しており、入学が3人目のお子様は入学金が全額免除となります。

授 業 料 教育充実費 施設設備
維持費 旅行積立金

諸　経　費 制服等
規定品学 年 費 諸会費 卒業積立金

540,000円 36,000円 60,000円

（イングリッシュコース）
153,600円

（アカデミックコース）
120,000円

72,000円 15,000円 16,800円 約200,000円

 （2020年度実績）
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授 業 料

540,000円 36,000円

教育充実費

153,600円
（イングリッシュコース）

（アカデミックコース）
120,000円

旅行積立金
諸　経　費

約200,000円

制服等
規定品

72,000円

学 年 費

15,000円

諸 会 費

16,800円

卒業積立金

施設設備維持費 60,000円
入　　学　　金 220,000円



2021年度
入学試験 帰国生入試
 募集人員  

 出願資格   原則、海外在住１年以上で帰国後３年以内、もしくはそれに準ずる経験の 
ある者

   ※出願の際に、出願資格を証明するもの（保護者の在外勤務証明書等）が必要となります

 入学試験日  2021年２月10日（水）
   （入学試験日を含め、日程についてはご相談に応じられる場合もございます）

 試験科目･時間等   イングリッシュコース・アカデミックコースとも、次の①・②いずれかを出
願の際に選択

   ①英語型…　英語筆記（50分）＋ 英語インタビュー（10分）＋ 面接

   ②教科型…　国語・数学・英語（各50分）＋英語インタビュー（イングリッシュコースのみ10分）＋ 面接

コース 募集人員

イングリッシュコース

若干名アカデミックコースⅠ類

アカデミックコースⅡ類

英　語　型

10:20～10:40 受　　付

10:40～10:50 点呼・注意 試験会場誘導

10:55～11:45 英　　語 50分

11:45～12:15 昼食・休憩

12:15～    　 英語インタビュー １人10分
受験生のみ

     　    　 個人面接 受験生のみ

イングリッシュコース アカデミックコース

 8:00～ 8:25 受　　付

 8:25～    　 試験会場誘導

 8:30～ 8:40 点呼・注意

 8:45～ 9:35 国　　語 50分

 9:50～10:40 数　　学 50分

10:55～11:45 英　　語 50分

11:45～12:15 昼食・休憩 受験生のみ。
イングリッシュコースの
英語インタビューは10分12:15～    　 英語インタビュー・個人面接 個人面接

※面接が終わりしだい、順次解散となります
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   配点  ①英語型 両コースとも　　　　…　英語（150点）  注１  ＋英語インタビュー（50点）  注２  
   ②教科型 イングリッシュコース…  国語・数学 （各50点）   

＋ 英語 （150点）  注１  ＋ 英語インタビュー （50点）  注２ 
        アカデミックコース　… 国語・数学・英語（各100点）  注１ 

2018年４月以降の英語外部資格検定試験の利用について
 注１ 　  申告があった受験生には、2018年４月以降の英語外部資格検定試験において取得したスコア等のレベル

を、ＣＥＦＲの指標を基準にした次の換算表に基づいて換算し、換算した点数と当日受験する「英語」の
得点とを比較して高い方の点数を、「英語」の得点とします。

 注２ 　  申告があった受験生には、2018年４月以降の英語外部資格検定試験において取得したスコア等のレベル
を、ＣＥＦＲの指標を基準にした次の換算表に基づいて換算し、換算した点数を「英語インタビュー」の
得点として、当日の「英語インタビュー」の受験を免除します。

 出願期間  2021年１月18日（月）～ １月29日（金）　〔必ず事前相談が必要〕
    郵送の場合 　2021年１月29日（金）必着

 出願書類  ①入学志願書（帰国生入試受験用）
   ②個人報告書（日本人学校または日本国内の中学校に在籍の場合）または
   　成績証明書（現地校に在籍の場合）　　
   ③受験票　　④合否通知用封筒（860円分の切手を貼付のもの）
   ⑤推薦書（アカデミックコースⅡ類出願者のみ）
   ⑥出願資格を証明するもの（保護者の在外勤務証明書等）
   ⑦英語外部資格検定試験の取得資格等を証明するもの（該当者のみ）

　※ 合格証明書等（コピー可）を必ず同封してください〔 出願後の提出は認められません 〕

 出願手続き  本校事務室に 「出願書類」 をご持参またはご郵送ください

 受験料  20,000円
   受験料の受付は、下記の①と②の２とおりです

① 本校事務室へ持参

② 銀行振込

本校所定の振込依頼書で必ず銀行窓口にて振り込んでください
※ 窓口で領収証と証明書を受け取り  証明書  は入学志願書裏面の〔貼付欄〕に貼り、
他の出願書類とともにご提出ください
※ATMやパソコン等からは振り込まないでください

※受験料は、一切返還いたしません

ＣＥＦＲ指標 換算点

Ｂ１レベル最低点以上（英検２級など）　 満点の90％

Ａ２レベル最低点以上（英検準２級など） 満点の75％

Ａ１レベル最低点以上（英検３級など）　 満点の60％

ＣＥＦＲ指標 換算点

Ｂ１レベル最低点以上（英検２級など）　 満点の100％

Ａ２レベル最低点以上（英検準２級など） 満点の90％

Ａ１レベル最低点以上（英検３級など）　 満点の80％
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2021年１月20日（水）～ １月29日（金）



 合格発表  2021年２月11日（木）　発送
   ※電話でのお問い合わせは、一切受け付けいたしません

 入学手続き  2021年２月15日（月）　13:30～16:00
   〔 入学金等納入期限　２月14日（金） 〕

 入学説明会  2021年３月22日（月）午後　（保護者同伴）

 授業料等諸費用  

 その他  出願方法等、詳細につきましては、学校までお問い合わせください
   （入学試験日を含め、日程についてはご相談に応じられる場合もございます）

授 業 料 教育充実費 施設設備
維持費 旅行積立金

諸　経　費 制服等
規定品学 年 費 諸会費 卒業積立金

540,000円 36,000円 60,000円

（イングリッシュコース）
153,600円

（アカデミックコース）
120,000円

72,000円 15,000円 16,800円 約200,000円

 （2020年度実績）
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2021年２月20日（土）
入学金等納入期限 2021年２月15日（月）〕



　本校のサッカー部は、2018年４月創部と歴史は浅いチームですが、プロフェッショ
ナルなコーチ陣を揃え、強くかつチーム力の高いサッカー部を目指し日々厳しい練習
に励んでいます。本校は学校規模が大きくないため、サッカー部も少数精鋭での活動
を基本としています。そのため、本校のサッカー部に入部いただくには、次のことが
条件となります。

【条件】

①本校主催の「サッカー体験会」に参加し、サッカーの技量を認められること。
② 推薦を受けることが出来る成績をクリアして中学校長の推薦を受け、本校を専
願で受験すること。
③本校の高校入試において合格すること。

　※この３つの条件を満たすことが必要になります。

【サッカー体験会について】（中学３年生対象）

　※保護者の方の同伴も可能です。
　　（当日本校には駐車スペースはございませんので、ご了承ください）
　※ 当日の時間や準備物等の詳細は、実施日の１か月前頃から本校HPに掲載しますの
で、ご確認ください。

▲

 「体験会」の結果およびその後の手順等につきましては、ご本人および中学校にお知
らせ致します。

▲

 「体験会」に参加せず、本校に入学されても、入学後にサッカー部に入部することは
できませんので、予めご了承ください。

男子サッカー部 入部希望のみなさんへ
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入学試験に関するお問い合わせは

TEL.072-721-3080　FAX.072-723-8880

入試関連行事等の詳細につきましては、ホームページにてご確認ください

 ホームページ アサンプション 検索
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