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１．令和５年度募集人員 

280人（外部募集人数 約240人 内部進学者数 約40人） 

外部募集人数 前期入学試験 約180人 後期入学試験 約60人 合計 約240人 

医 薬 コ ー ス  約 25人 約 15人 約 40人 

英数コース アドバンスト 約 55人 約 25人 約 80人 

英数コース プログレス 約 100人 約 20人 約 120人 

             ＊英数コースプログレスは21世紀入試の募集人数（約20人）を含む    

 

２．出願資格 

平成22年（2010年）4月2日から平成23年（2011年）4月1日生まれの方で、令和5年（2023年）3月に 

小学校を卒業見込みの方。 

 

３．入学試験出願手続き 

  本校ホームページ「エコ出願」サイトからの完全WEB出願です。 

入学検定料（20,000円）のお支払いは、コンビニエンスストア決済・クレジットカード決済・ペイ

ジー（金融機関ATM）をご利用いただけます。 

詳細については、エコ出願サイトをご覧ください（本校ホームページ）。 

ご自宅にパソコン・スマートフォンなどのインターネット環境がない場合は、本校にご来校いただ

いてのエコ出願が可能です。 

（１）出願期間 

    前期入試 

     令和4年12月12日（月）～令和5年1月12日（木） 

      最終日は正午までに出願手続きを完了させてください。 

    後期入試  

     令和4年12月12日（月）～令和5年1月15日（日） 

      最終日は午後3時までに出願手続きを完了させてください。 

    ＊出願初日の出願手続きは午前9時から可能です。 

    ＊出願手続き完了とは、検定料の納入（カード・コンビニ・ペイジー決済）が完了した時点 

です。 

（２）受験票の印刷 

受験票は、検定料の納入完了後、エコ出願サイトのマイページから印刷してください。 

＊印刷は A4サイズの白い紙でお願いします。 

受験票と入学志願書には、志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの、縦 4cm×横 3cm） 

をそれぞれ貼付してください。 

 ＊自宅にプリンターがない場合は、コンビニエンスストア等でも印刷することができます。 

  エコ出願サイトの画面下部にある「よくある質問」をご参照ください。 

（３）志望コース 

   志望するコースは、３パターンの中から一つを選択してください。 

 第１志望 第２志望 第３志望 

Ａ 医薬コース 英数コース アドバンスト 英数コース プログレス 

Ｂ 英数コース アドバンスト 英数コース プログレス  

Ｃ 英数コース プログレス   

 



 

４．試験日当日について 

（１）試験日時・場所 

前期入学試験 令和5年1月14日（土）午前9時 集合・点呼  中学校校舎 

後期入学試験 令和5年1月16日（月）午前9時 集合・点呼  中学校校舎 

校舎入口の案内を確認して、指定された試験室に入室してください。午前9時に点呼を開始します

ので、それまでに机の上の受験番号が受験票の受験番号と同一であることを確認して、着席して

ください。 

（２）試験科目・時間割 

試験科目 入室・着席時間 試験時間 

集合・点呼  9:00 － 

国 語  9:15  9:20～10:20 

算 数 10:30 10:35～11:35 

理 科 11:45 11:50～12:30 

試験室で昼食（保護者と会うことはできません） 

社 会 13:05 13:10～13:50 

＊社会の受験を希望されない場合は、理科の試験終了後、昼食をとらずに退室 

していただきます。事前の申請は必要ありません。 

（３）持ち物 

受験票・入学志願書・筆記用具・弁当・お茶・新型コロナウイルスに関する健康調査票 

  ＊上履きの必要はありません 

（４）注意事項 

① 当日は本校教職員の指示に従ってください。本校教職員は名札をつけています。 

② 試験は午前9時20分から実施しますが、やむを得ない事情により遅刻した場合は、本校教職員

または試験本部まで申し出てください。 

なお、各試験科目の開始後20分を経過した遅刻者は、受験することができません。 

③ 試験実施中は受験票を机の上に置いてください。万一紛失したり、忘れたりした場合は本校教

職員に申し出てください。 

④ 定規（三角定規を含む）・コンパスの使用は認めますが、分度器の使用は禁止します。 

⑤ 試験会場に電卓、電子辞書およびこれに類する機能を備えた機器の持ち込みを厳禁します。 

⑥ 携帯電話を校内に持ち込む場合は、点呼までに電源を切り、カバンに入れてください。  

⑦ Apple Watchなどのスマートウォッチ類は使用できません。点呼までに電源を切

り、カバンに入れてください。  

⑧ 本校および本校周辺は駐車場がありませんので、自転車もしくは、電車、バス等の公共交通機

関をご利用ください。 

⑨ 試験当日は八戸ノ里駅・俊徳道駅から近畿大学東門前行きの直行100円バスにご乗車いただけ

ます。運行時刻表は本校ホームページアクセスマップまたは八戸ノ里駅からは近鉄バス(株)ホ

ームページで、俊徳道駅からは大阪バス(株)ホームページでご確認ください。 

なお、久宝寺方面、門真方面からの本校通学バスにはご乗車いただけません。 

⑩ 保護者の方は試験室への入室はできません。保護者控え室については、当日ご案内します。 

⑪ 試験時間中に日常的な生活騒音等（航空機・自動車・風雨・空調の音・試験監督の巡回による

足音・監督業務上必要な打ち合わせ等、周囲の受験者の咳やくしゃみ・鼻をすする音等、携帯

電話・スマートフォン・時計等の鳴動、照明の点滅、学校周辺からの音）が発生した場合でも

救済措置は行いません。 

⑫ 当日不明な点があれば、本校教職員または試験本部でお尋ねください。 



 

５．選考方法 

医薬コース 

国語・算数（各60分、各120点満点）理科（40分、80点満点）  合計320点満点で判定 

英数コース アドバンスト・英数コース プログレス 

国語・算数（各60分、各120点満点）理科・社会（各40分、各80点満点） 

     国語・算数の合計点に、理科・社会の得点が高い方を加算して合計320点満点で判定 

６．合格発表 

本校ホームページ合否発表サイトで発表します。 

   ＊なお、合否についての電話等によるお問合わせには応じておりません。 

合否通知等の書類は、発表日当日発送で郵送にてご自宅にもお届けします。 

（１）前期入学試験 

令和5年1月15日（日）午後2時 ＷＥＢ発表（本校ホームページ合否発表サイト） 

（２）後期入学試験 

令和5年1月17日（火）午後2時 ＷＥＢ発表（本校ホームページ合否発表サイト） 

 

７．入学手続き 

前期入学試験による入学手続き締切日時 令和5年1月16日（月）午後４時 

後期入学試験による入学手続き締切日時 令和5年1月18日（水）午後４時 

入学手続き時には、入学金200,000円、iPad本体代約60,000円（機種変更等により変更になる可能

性があります）が必要です。 

＊入学手続きを完了された後に、やむを得ない理由により入学を辞退される方について、所定の

手続きを完了された場合に限り、入学金を除く費用（iPad本体代）を返還いたします。ただ

し、2月以降に辞退の申し出をされますと、iPad本体代はお返しできない場合があります。

（iPad本体はお渡しします） 

入学手続きは本校ホームページ合否発表サイトから行います。詳細については、合否発表サイトか

ら入学手続きサイトをご確認ください。 

 ＊入学手続き完了とは、コンビニエンスストア決済・クレジットカード決済・金融機関ATM（ペ

イジー）において、入学金・iPad本体代の納入が完了した時点です。入学手続き締切日時まで

に納入を完了してください。 

 

８．授業料等について 

  年間授業料は60万円です。ご登録いただいた銀行口座から自動引き落としをいたします。 

  授業料以外の費用も含めた年間の費用（1年生）は、一覧表の通りです。 

 

生徒納付金額及び引落し日     （令和４年４月入学者 １年次） 

 入学手続時 4月 25日引落し 9月 26日引落し 1月 23日引落し 合 計 

入  学  金 200,000円    200,000円 

授  業  料  250,000円 200,000円 150,000円 600,000円 

生徒生活行事費   140,000円   140,000円 

iPad本体費 57,800円    57,800円 

生 徒 会 費  3,600円   3,600円 

PTA「保教会」費  13,000円   13,000円 

引落し手数料  165円 165円 165円 495円 

合  計 257,800円 406,765円 200,165円 150,165円 1,014,895円 



 

９．奨学金制度について（WEB合格発表時にお知らせいたします） 

（１）Ｊスカラシップ（Ｊ-１タイプ） 

新1年生を対象とする給付型奨学金です。 

    給付金額 原則として授業料と入学金の1/2相当額 

      ＊該当された方には、詳細を合否通知（郵送）に同封いたします。 

    採用対象 前期入学試験において得点が合格者の上位3％以内で本校に入学された方 

         （国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算して判定します） 

         後期入学試験において得点が合格者の上位10％以内で本校に入学された方 

         （国語・算数に理科・社会の得点の高い方を加算して判定します） 

    給付期間 6年間（ただし、進級時に継続の審査があります） 

（２）Ｊスカラシップ（Ｊ-２タイプ） 

新1年生を対象とする給付型奨学金です。 

    給付金額 原則として授業料と入学金の全額 

     ＊該当された方には、詳細を合否通知（郵送）に同封いたします。 

 採用対象 Ｊ－１タイプ対象者の内、特に成績の優秀な方（5人以内） 

    給付期間 6年間（ただし、進級時に継続の審査があります） 

（３）Ｊスカラシップ（Ｊ-３タイプ） 

   2年生〜6年生を対象とする給付型奨学金です。 

    給付金額 原則として授業料の1/2相当額 

    採用対象 中学校課程：前学年1年間の成績が優秀な生徒 （各学年4人以内）  

         高等学校課程：前学期の成績が優秀な生徒 （各学年4人以内） 

    給付期間 中学校課程：1年間（毎年選考します） 

         高等学校課程：1学期間（毎学期選考します） 

＊(１)～(３)については、高等学校課程進級時には、就学支援金等により金額が変わります。 

   

＊Ｊスカラシップ対象者が、特別指導などにより奨学生としての資格を喪失したときは、奨学金を 

返納していただく場合があります。 

 

10．タブレット端末の利活用について 

  本校では、全員にタブレット端末(iPad)を購入していただき、教材プリントや学校からのお知らせ  

  が配信される他、家庭での学習意欲を促すコンテンツが提供されるなど生徒の学習形態の向上を図 

  っております。 

  タブレット端末は本校で準備いたしますので、個別に購入していただく必要はありません。タブレ 

ット端末の購入費用（入学時のみ約6万円）が授業料、生徒生活行事費とは別に必要になります。 

  予めご理解ください。 

  ＊タブレット端末購入費用については、本体の機種変更等により変更になる可能性があります。 

 

11．検定料返金の特例について 

  前期・後期入学試験のいずれにも出願された方で、前期入学試験の合格により入学手続きをされ、 

  なおかつ後期入学試験を受験されない方には、後期入学試験の検定料を返金いたします。 

  前期入学試験の「入学手続き当日（令和5年1月16日（月））午後4時まで」に、事務部まで 

  お電話にてご連絡ください。後日、銀行振込にて返金いたします。 

  ＊指定の日時以外での返金申込はお受けできません。 

 



 

12．個人情報の取り扱いについて 

  本校の出願書類に記入された住所、氏名、その他の個人情報は、次の業務を行うために使用いたし 

  ます。 

  ・出願、入学手続きの処理業務   

・入学試験の実施、合否結果の発表 

  ・その他入学試験に関連する業務 

  なお、本校では事前に志願者が同意された場合、志願者の進路指導に役立てることを目的に、出身 

塾からの問い合わせに応じて入学試験の合否をお知らせしています。 

  このことについて同意されるか否かを、出願の際にご登録ください。 

 

13．合格発表後の日程 

  制服採寸日（保護者・入学予定者） 

 令和5年 1月22日（日） 午前10時～午後3時  本校食堂前ピロティー 

  入学者保護者ガイダンス（保護者のみ） 

 令和5年 2月18日（土） 午後 

 入学者ガイダンス（入学予定者のみ） 

   令和5年 2月25日（土） 午後 

  ＊詳細については、合格者に配付する「入学手続きのしおり」をご確認ください。 

 

14．その他  提出された書類および納入された入学検定料・入学金は返還できませんのでご了承くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪エコ出願（インターネット出願）手続きの流れ≫ 

 

＜エコ出願利用可能期間＞ 

出願サイトへのアクセスは、令和4年9月26日（月）から可能です。 

各種入試イベント申込でマイページの登録をされた方は、そのときのメールアドレス・パスワード

をお使いください。マイページを登録されていない方は、事前にマイページの登録をお願いします。

なお、出願手続きは令和4年12月12日（月）午前9時からです。 

 

＜エコ出願を利用する環境について＞ 

インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン（以下、スマホ）・タブレット端末）

及びプリンターをご用意いただける方は、ご自宅等で出願が可能です。  

ご自宅にパソコン・スマホなどのインターネット環境がない場合は、下記の期間に本校にご来

校いただいてのエコ出願が可能です。 

なお、本校のパソコン・プリンターをご使用の際、支払い方法をコンビニかペイジ－対応金融機

関ＡＴＭを選択した場合は、本校近くのコンビニ・金融機関の場所をお教えいたしますので、ご

自身でお支払い後、再び来校の上「受験票・入学志願書」を印刷してください。 

＊エコ出願（インターネット出願）環境がない方のための校内対応日 

令和4年12月12日(月) ～ 令和4年12月22日（木） 

令和5年  1月 7日(土) ～ 前期・後期各出願締め切り前日まで（日曜・祝日を除く） 

平日：午前9時～午後4時 土曜日：午前9時～正午  

 

＜エコ出願の手順＞ 

出願サイトにアクセス 

本校のホームページ（https://www.jsh.kindai.ac.jp/jsh/）の「近中エコ出願」のボタンをク

リックして、出願サイトにアクセスしてください。 

出願サイトは、パソコン・スマホ・タブレット端末に対応しています。 

指示に従って必要事項を入力し、受験料を支払う 

１．メールアドレス登録（初回のみ）  

出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります (登録いただいたメールア

ドレスは、手続き完了メール送信、緊急連絡等にも利用します)。プレテストまたは入試イベン

トのお申込をされた方は、そのときに入力したメールアドレス・パスワードをご利用ください。 

迷惑メール対策をされている場合は、アドレス@e-shiharai.netの受信を許可してください 

【注意事項】 

 追加出願など複数の入試を出願する場合は、初回の出願時に登録した「ログインID（メール

アドレス）」を利用してください。  

２．出願内容、入試日程等の入力・選択 

利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、画面の指示に従って、志願者情報・保護者情報を入力

し、出願する入試を選択します。  

【注意事項】 

 氏名等パソコンで表示できない漢字がある場合は、チェックボックスにその旨のチェック

を入れ、入力は簡易字体等で入力してください。 

 必須項目の入力がすべて済むと一時保存ができます。トップページに戻ると入力した内容

の確認印字ができます。必須項目の入力が済んでいない場合は印字できません。 
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STEP2



 

３．受験料支払方法を選択 

「クレジットカード決済」「コンビニ支払い」「ペイジー対応金融機関ATM支払い」の３つから、

ご希望のお支払方法を選択します。 

４．受験料を支払う 

受験料のお支払い方法は、①クレジットカードによるオンライン決済 ②コンビニレジでの支

払い ③ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払いの３種類です。 

それぞれでの詳細なお支払い方法は、出願サイトにてお支払い方法を選択すると表示されます。 

【注意事項】 

 受験料支払方法を確定して次に進んだ後は、入力内容の誤りをインターネット上で訂正す

ることはできませんので、十分確認（必要があれば訂正）を行ってください。 

 受験料支払い後、万が一誤りを発見した場合は、本校までお問い合わせください。 

①クレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です） 

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。 

クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、受験料の支払いが可能です。 

出願手続きの中で、受験料のお支払いが即時に完了するので、コンビニなどへお支払いに行く

手間が不要になります。 

支払いについては、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます。 

 

▼ご利用いただけるクレジットカード  

 

 

 

                 

 

     ②コンビニレジでの支払い（支払手数料が必要です） 

出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、選択したコンビニレジにて支払いを

済ませてください。支払い後に受け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。 

以下のコンビニにて、24時間、受験料のお支払いが可能です。 

 

▼ご利用いただけるコンビニ 

 

 

 

③ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払い 

ペイジー対応金融機関ＡＴＭで支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるＡＴＭでご利

用いただけます） 

 

 

 

受験票・入学志願書を印刷し、顔写真を貼付 

１．受験料お支払い後、支払い完了メールが届きます。 

出願サイトにアクセスし、ログイン後マイページより、受験票・入学志願書をご自宅 

やコンビニ等で印刷してください（Ａ４判、白い紙）。 

 

STEP3



 

２．出願内容を確認し、受験票・入学志願書に志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影し 

たもの、縦4cm×横3cm、裏面に受験番号・氏名を書いてから全面にのり付け）を貼付 

してください。  

３．受験票・入学志願書に顔写真が貼付されていることを確認し、必ず両方を試験当日お 

持ちください。 入学志願書は当日お預かりしますので、必ずキリトリ線で切り離して 

持参してください。 

 

４．氏名がパソコンで表示できないため簡易字体で入力された方は、受験票・入学志願書の所 

定欄に、正しい漢字を楷書でご記入ください。 

【注意事項】 

 受験票・入学志願書は、本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニ等で印刷し、

受験票・入学志願書に志願者の顔写真貼付の上、試験当日お持ちください。また、入学者

ガイダンス等で受験票を確認しますので、それまで各自で保管してください。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿大学附属中学校 

〒578-0944 東大阪市若江西新町5-3-1 

電話（06）6722-1261 


