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武庫川女子大学附属中学校

帰国生徒入試

募集要項

１．募集人員
第１学年

若干名(女子のみ)

２．出願資格
志願者および保護者が、本学院の教育方針に賛同し、かつ本学院の高等学校・大学への進学を
希望し、まじめに努力する意志が強固である者。
次の(1)もしくは(2)の条件を原則満たし、事前の調査用紙をもとに、出願が認められること。
(1) 現在、海外に在留しており、2023年3月までに日本の小学校にあたる教育課程を修了または修
了見込みで、下記のいずれかの条件を満たすこと。
① 海外の日本人学校・インターナショナルスクール・現地校のいずれかに2年以上在籍してい
ること。
② 海外の日本人学校・インターナショナルスクール・現地校のいずれかに2年以上在籍し、
2022年11月の時点で修了後6ヶ月以内であること。
(2) 2023年3月までに日本の小学校にあたる教育課程を修了または修了見込みであり、保護者がこ
れまでに海外勤務をしていて、共に海外で3年以上在住し、帰国後2年以内であること、もし
くは、1年6ヶ月以上在住し、帰国後1年以内であること。
※ 上記の出願資格について、ご不明な点やご質問については遠慮なくご相談ください。

３．出願期間
［シンガポール海外入試］

2022年10月3日(月)～10月21日(金)

※ 郵送期限内必着

［本校帰国入試］

2022年12月16日(金)～2023年1月10日(火)

※ 郵送期限内必着

※ 出願書類を本校事務室宛に、書留にて郵送して下さい。

[郵送先]

〒663-8143

兵庫県西宮市枝川町4番16号

武庫川女子大学附属中学校･高等学校

４．入学考査日
［シンガポール海外入試］

2022年11月6日(日)

［本校帰国入試］

帰国A・帰国B方式

2022年1月14日(土)

帰国C方式

2022年1月16日(月)

事務室

宛

５．入試方式
[シンガポール海外入試]
● 専願・併願
【考査内容】

創造サイエンス（CS）・創造グローバル（CG）コース選択可
国語・算数・英語から２科目を選択
（ただし、CSコースを希望する場合は算数を必ず選択）
作文(400字)

[帰国 A 方式]
● 専願・併願

創造サイエンス（CS）・創造グローバル（CG）コース選択可

● 専願者は得点を 1.2 倍に加点
【考査内容】

国語・算数

英検4級は5点、3級は10点、準2級以上は15点を加点
面接

[帰国 B 方式]
● 専願・併願

創造サイエンス（CS）・創造グローバル（CG）コース選択可

● 専願者は得点を 1.2 倍に加点
【考査内容】

英検4級は5点、3級は10点、準2級以上は15点を加点

国語・算数・英語から２科目を選択
（ただし、CSコースを希望する場合は算数を必ず選択）
面接

[帰国 C 方式]
● 専願・併願

創造サイエンス（CS）・創造グローバル（CG）コース選択可

● 専願者は得点を 1.2 倍に加点
【考査内容】

国語・算数

英検4級は5点、3級は10点、準2級以上は15点を加点
面接

６．出願手続
(1)出願書類
※ ①～⑤の書類は、本校ホームページから９月よりダウンロードすることができます。
① 入学願書(本校所定の様式Ⅰ、要写真添付)
② 入学考査票(本校所定の様式Ⅱ、要写真添付)
③ 調査書(本校所定の様式Ⅲ、日本語版または英語版)
④ 海外在留証明書(本校所定の様式Ⅳ)
⑤ 志願理由書及び資格･特性等活動履歴報告書(本校所定の様式Ⅴ)
⑥ 考査料振込証明もしくは、考査料の海外送金受取書の写し
＊ 入学願書及び入学考査票に添付する写真(１枚ずつ、合計２枚)は、上半身で正面のもの
とし、サイズは、縦4cm×横3cmとする。
(2)入学考査料の納入
○入学考査料

[シンガポール海外入試]

５０,０００円

[本校帰国入試]

２０,０００円

・考査料は、出願期間内に入金が確認できるように下記の口座に振り込んでください。
・円建て、諸手数料は送金される方の負担でお願いします。
・一旦納入された入学考査料は、理由の如何に関わらず返金いたしません。
・送金者の氏名は、受験生の氏名に「M」をつけてください。(例 M ムコガワハナコ)
○振込先
振込先銀行
受取人

○振込期間

三菱UFJ銀行

西宮支店

普通預金

１１０８１０１

ｶﾞｸ)ﾑｺｶﾞﾜｶﾞｸｲﾝ ｺｳｺｳﾆｭｳｶﾞｸｷﾝ
学校法人 武庫川学院 高校入学金

[シンガポール海外入試]

2022年9月30日(金)～10月19日(水)

[本校帰国入試]

2022年12月16日(金)～2023年1月10日(火)

７．入学考査について
(1)会場

〈シンガポール海外入試〉

シンガポールマネジメント大学

〈本校帰国入試〉

武庫川女子大学附属中学校
〒663-8143

兵庫県西宮市枝川町4番16号

阪神甲子園駅下車

南東へ徒歩20分

阪神バス「浜甲団地行」乗車
「武庫川女子大附属中高前」バス停下車
(2)日時

〈シンガポール海外入試〉
〈本校帰国入試〉

(3)内容

・持ち物

2022年11月6日(日)

8時15分集合(現地時間)

帰国A方式

2023年1月14日(土)

9時00分集合(日本時間)

帰国B方式

2023年1月14日(土)

16時30分集合(日本時間)

帰国C方式

2023年1月16日(月)

9時00分集合(日本時間)

①筆記用具
(HB以上の濃いめの鉛筆もしくはシャープペンシル、消しゴム)
②入学考査票

・考査時間(予定)
[シンガポール海外入試]

８：３０～

８．合格発表

英語もしくは国語

９：３５～１０：２５

算数もしくは国語

１０：４０～１１：３０

作文

９：３０～１０：２０

国語

１０：４０～１１：３０

算数

１１：４５～

面接

１６：５０～１７：４０

英語もしくは国語

１８：００～１８：５０

算数もしくは国語

１９：０５～

面接

[帰国Ａ・帰国Ｃ方式]

[帰国Ｂ方式]

９：２０

〈シンガポール海外入試〉

2022年11月8日(火)

11時00分(現地時間)

〈本校帰国入試〉

帰国A方式

2023年1月15日(日)

9時00分(日本時間)

帰国B方式

2023年1月16日(月)

16時00分(日本時間)

帰国C方式

2023年1月17日(火)

11時00分(日本時間)

・本校から、事前に確認したメールアドレスに合否を送付します。
・電話による合否のお問い合わせには応じられません。

９．入学手続

下記の期日までに、入学金及び施設費、学用品等の費用を納入すること。
〈シンガポール海外入試の合格者〉
①専願者：2022年11月15日(火)までに、入学金、施設費、学用品等の費用を、
電信扱いで納入すること。
②併願者：2023年2月24日(金)までに、入学金、施設費、学用品等の費用を、
電信扱いで納入すること。
＊合格者には、入学に必要な書類等を指定された住所へ送付します。
〈本校帰国入試の合格者〉
①専願者：2023年1月20日(金)までに、入学金、施設費、学用品等の費用を、
電信扱いで納入すること。
②併願者：2023年2月24日(金)までに、入学金、施設費、学用品等の費用を、
電信扱いで納入すること。
＊合格者には、入学に必要な書類等を指定された住所へ送付します。
〈入学手続に関する注意〉
・指定された期日に、入学手続を完了しない場合は、合格を取り消します。
・一旦納入された諸費は、理由の如何に関わらず返還できません。

10．制服・学用品の採寸等の手続きについて
2023年3月25日(土)新入生オリエンテーション終了後に、制服等の採寸を行います。
11．合格後の行事等について(予定)
2023年3月25日(土)
4月 2日(日)

新入生オリエンテーション

9:30～11:00

附属中学校

9:30～

入学式

於：武庫川女子大学

公江記念講堂

12．問い合わせ先
入試に関するご不明な点や質問は、下記へご連絡ください。

[問い合わせ先]

武庫川女子大学附属中学校･高等学校

入試相談室

TEL ＋８１－７９８－４７－８１０２
FAX ＋８１－７９８－４７－８１１０
※必要であれば、メールでの問い合わせも可能です。

〈参考〉2022年度中学1年生時の年額
入学手続時の納入費用
(内訳
授業料(年額)
教材費

491,111円
入学金 200,000円

施設費 100,000円

制服･学用品代 191,111円)

668,400円

育友会費等

29,300円

CGコース

75,900円

心電図費等

1,260円

CSコース

73,200円

積立金(CGコース)

63,600円

積立金(CSコース)

116,400円

CGコース合計

838,460円

CSコース合計

888,560円

