2022 年度 東洋大学附属姫路中学校入学試験（帰国子女枠）要項
１．募集人員（男女）
： 一貫ＳＰコース・・・若干名

一貫ＳＡコース・・・若干名

２．出願資格
以下のすべての条件を満たした者は、「帰国子女枠」での受験が認められます。
ア．2022 年 3 月小学校卒業見込み、またはそれと同程度の学力があると認められる男女で、保
護者のもとから通学できる者。
イ．日本国籍を有し、かつ、海外に所在する機関及び事業所等に勤務若しくは海外における研究・
研修を目的として日本を出国し、海外に在留していた者又は現在なお在留して帰国見込の者
の子女であること
ウ．外国において継続 1 年を超える期間在留していたこと
エ．帰国後 3 年以内であること
オ．入学日までに日本に在住見込みであること
３．入試日程・会場
＜前期＞（帰国子女枠）
：2022 年 1 月 15 日（土） 会場：東洋大学附属姫路中学校
＜中期＞
：2022 年 1 月 15 日（土） 会場：学校法人大原学園姫路校または
加古川商工会議所
（出願時に受験会場を選ぶことができます）

＜後期＞：2022 年 1 月 17 日（月） 会場：じばさんびる
４．出題科目（時間・配点）
前期（帰国子女枠）
前期（帰国子女枠）
集合
諸連絡等
国語(120 点)
理科(80 点)
算数(100 点)
前期 8:50 9：00～9：15 9：30～10：30(60 分) 10：50～11：30(40 分) 11：50～12：40(50 分)

中期
後期

集合
15:50
9:50

諸連絡等
16:00～16:15
10:00～10:15

国語（120 点）
16:30～17:30（60 分）
10:30～11:30（60 分）

親子面接
13：00～

算数（100 点）
17:50～18:40（50 分）
11:50～12:40（50 分）

５．出願について
前期（帰国子女枠）
、中期、後期の 3 回とも出願することができます。小学校が発行する調査書等は
必要ありません。受験料は 1 回につき 20,000 円です。クレジットカード、コンビニエンスストア、
ペイジー対応金融機関 ATM をご利用いただけます。
（手数料が必要です。）
６．出願手続き
別紙 Web 出願 簡単ガイドをご参照ください。
また、「帰国子女枠」での出願資格を確認するために次の書類を提出してください。郵送の場合は、
2021 年 12 月 13 日（月）から 2022 年 1 月 11 日（火）
（消印有効）に、本校窓口に持参される場合
は、2022 年 1 月 12 日（水）～14 日（金）9 時～15 時に提出してください。
ア．帰国子女調査票（本校所定の様式）
・・・・・・・・・・１通
イ．海外在留証明書（本校所定の様式）
・・・・・・・・・・１通
保護者の所属する会社（機関）の証明を受けてください。自営業等のため証明が受けられな
い場合は、滞在期間を明らかにできる保護者及び本人の「パスポートの写し」を添付してくだ
さい。
７．出願期間
(1) 前期試験
(帰国子女枠)・・・ 2021 年 12 月 13 日（月）から 2022 年 1 月 14 日（金）15 時 00 分まで
(2) 中期試験・・・・・2021 年 12 月 13 日（月）から 2022 年 1 月 15 日（土）15 時 00 分まで
(3) 後期試験・・・・・2021 年 12 月 13 日（月）から 2022 年 1 月 17 日（月） 9 時 30 分まで

８．合格発表
前期(帰国子女枠)・中期
後期・ステップアップテスト

発表日時
2022 年 1 月 16 日（日） 16 時ごろ
2022 年 1 月 17 日（月） 18 時ごろ

発表方法
Web 専用サイトにて
発表します。

※Web 専用サイトの URL、ログインに必要な ID、パスワードは試験終了後、受験生に配付します。
※電話による合否の問い合わせには、一切応じられません。
※合格者の手続き状況により、追加合格を発表することがあります。その場合は、2022 年 1 月 17 日
（月）16 時～18 時、または 2022 年 1 月 19 日（水）16 時～18 時に、Web 出願サイトに入力された
連絡先へ電話通知します。
９．ステップアップテストについて
前期（帰国子女枠）・中期入試の一貫ＳＡコース合格者の中で一貫ＳＰコースへ入学を希望する方が
対象です。後期入試と同一日・同一時間・同一会場で実施します。希望者は前期（帰国子女枠）・中
期入試で使用した受験票を持参し、後期入試会場にお越しください。受験料は無料です。
10．合格者の決定について
・本校が「帰国子女枠」での受験を認めた者については、前期の学力試験（国語・理科・算数）と
面接（保護者同伴）を行い、提出された書類とともに総合的に合否を判定します。
・中期・後期入試は総合点をもとに行います。ただし、入学者の男子もしくは女子の割合が 3 分の
1 を下回らないことを原則とします。
・各日程の受験者の成績上位から一貫ＳＰコースの合格者を決定し、続いて一貫ＳＡコースの合格
者を決定します。
・実用英語検定取得級に応じて、以下の通り加点します。
前期(帰国子女枠)： ３級 10 点 準２級 20 点 ２級以上 30 点
該当者は入試当日に実用英語技能検定
中期、後期 ： ３級 5 点 準２級 10 点 ２級以上 15 点
合格証明書の写しを提出してください。
・複数回受験者は、以下の通り加点します。
前期（帰国子女枠）、中期入試両方の受験者は、前期（帰国子女枠）入試で 10 点、中期入試で
５点を加点します。
前期（帰国子女枠）入試または中期入試受験者は、後期入試で５点を加点します。
11．入学金納入手続き
入学金は Web 専用サイトによりクレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関
ATM のいずれかを選択し、納入してください。
（別途、手数料が必要です）
納入期限
前期（帰国子女枠）
2022 年１月 17 日（月）12 時
中期
後期
2022 年 1 月 18 日（火）15 時

備考
左記の日時までに入学金の納入手続きを完了
されない場合は、入学辞退とみなします。

12．東洋大学附属姫路中学校奨学生
前期の合格者のうち入学試験の成績上位 2 名を、中期の合格者のうち入学試験の成績上位 1 名を「東
洋大学附属姫路中学校奨学生」として、入学金を免除し、授業料相当額を給付します。
（裏表紙奨学金
制度参照）
13．その他
(1) 一旦納入された入学金は、いかなる理由があっても返金しません。
(2) 受験料につきましては、前期（帰国子女枠）または中期で合格し、本校に入学される方が、後期も
出願されている場合のみ、後期の受験料を返金します。
(3) 受験票と写真票は、A4 用紙に印刷して試験当日に持参してください。
(4) 合格者説明会は 2022 年 1 月 23 日（日）です。9 時 30 分に保護者同伴で登校してください。当日
に無断で欠席した場合は、入学辞退とみなします。
(5) 入学手続き完了後に辞退される場合は、必ずご連絡ください。
(6) 出願書類などを通じて本校が入手した個人情報の取り扱いにつきましては、学校法人東洋大学が
策定する「個人情報保護に関する規程」に基づき、適正に管理します。

2022 年度 東洋大学附属姫路中学校入学試験

受験上の注意

１．持ち物
受験票・写真票、筆記用具、上履き（本校会場のみ上履きが必要です。）
※試験室に時計はありますが、腕時計の使用も認めます。ただし、計算機機能がついているもの
は使用できません。
※受験票・写真票を忘れたときには、受付に申し出てください。
２．諸注意
(1) 試験会場まで自家用車でお越しいただく場合、前期・追試験は校内に駐車場を準備しています。中
期・後期は近隣の有料駐車場をご利用ください。路上駐車は絶対におやめください。
(2) 遅刻をした場合には、受付に申し出て指示にしたがってください。
(3) 受験票は机の上にはってある受験番号の下に並べておいてください。
(4) 机の上には、必要な筆記用具を用意し、筆箱やその他の持ち物はすべてカバンの中に入れてくだ
さい。
(5) ケータイ電話・スマートフォン・スマートウォッチ等の使用は、不正行為となります。ケータイ電
話・スマートフォン・スマートウォッチを持っている人は必ず電源を切って、カバンの中に入れて
ください。
(6) デジタル時計のアラームは鳴らないようにしてください。
(7) 試験中の筆記用具の貸し借りは禁止します。
(8) 原則として試験中に退室することは認めません。
(9) 試験中に気分が悪くなったり、何か用事のある場合は、静かに手を挙げ、監督の先生に申し出てく
ださい。
(10) 試験の始め、終わりの合図は原則としてチャイム（中・後期の会場は監督の先生の指示）によって
行います。
(11) 試験開始 5 分前には試験室に入り、筆記用具以外はカバンに入れて着席してください。
(12) 問題は持ち帰ってください。
(13) 前期（帰国子女枠）の面接は、保護者同伴で行います。保護者のうちおひとりは、算数の試験終了
時間に合わせて、事務室前にお越しください。
３．受験会場に保護者控室は設置しません。会場まで車で送迎される場合、入学試験実施中は、会場外
でお待ちいただくか、前期入試および追試験につきましては本校の駐車場内でお待ちいただくこと
になります。

