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２０１９年度 佼成学園高等学校 海外現地 帰国生 編入学試験 生徒募集要項 

入試名 シンガポール帰国生編入学試験 バンコク帰国生編入学試験 

試験日 
2019 年 10 月 19 日（土） 

現地時間 9:40 集合 

2019 年 10 月 19 日（土） 

現地時間 9:40 集合 

試験会場 

ソフィテル シンガポールシティセンター 
Sofitel Singapore City Centre 

9 Wallich Street, 078885, Singapore 

Tel. 6428-5000 

 

タイ国日本人会スクムビット別館 
City Resort Sukhumvit 39 Annex 

181/9 Soi 39 Sukhumvit Road, Klongton Nua,  

Wattana, Bangkok 10110 

Tel. 0-2662-4948～9 

募集人員 高校 1 年、高校 2 年 それぞれ 男子 若干名 

出願資格 

－出願に際しては事前にご相談ください。－ 

１．保護者の勤務等により海外の教育機関に在籍し、相当する学齢・学年の者 
２．2020 年 1 月より保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者 

出願期間 2019 年 10 月 1 日（火）～2019 年 10 月 13 日（日）（日本時間） 

出願方法 

Web 出願です。出願期間内に次の３つを行ってください。 

１．「インターネットでの出願の入力」 

２．「入学検定料の納入」 

３．「出願書類の提出」 

出願書類 

次の３つの書類を出願期間内に郵送にてお送りください。 

１．「海外在留証明書」（本校所定用紙・勤務先の捺印があるもの。本校ＨＰから 

ダウンロードしてください。） 

２．「写真票」（志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。） 

３．在籍校の成績証明書 

入学検定料 35,000 円 

試験科目 国語・数学・英語・面接 

合格発表 

（Web 発表） 
2019 年 10 月 26 日（土）10:00（日本時間） 

入学手続 

（入学金納入期間） 

合格発表時～2019 年 10 月 31 日（木）（日本時間） 

※入学金 255,000 円の納入をもって入学手続とします。 

入学後の納入金
（2019 年度） 

授業料 420,000 円（月額 35,000 円）      後援会入会金 3,000 円（入学時一括納入） 

後援会費 14,400 円（月額 1,200 円）      教育維持費 48,000 円（月額 4,000 円） 

教育環境維持費 84,000 円（月額 7,000 円）   生徒会費 12,000 円（入学時一括納入） 

施設整備資金 80,000 円（入学時一括納入）   施設維持費 40,000 円（進級時 4 月に一括納入） 

備考 納入された入学検定料・入学金は返還できません。 
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２０１９・２０２０年度 佼成学園高等学校 帰国生 編入学試験 生徒募集要項 

（帰国 2020 年１月編入・2020 年 4 月編入）  

 
高 1・高 2 編入試験 

（2020 年 1 月編入） 

新高 2・新高 3 編入学試験 

（2020 年 4 月編入） 

試験日 2019 年 12 月 17 日（火） 2020 年 3 月 9 日（月） 

募集人員 
高校 1 年、高校 2 年  

それぞれ 男子 若干名 

新高校 2 年、新高校 3 年 

それぞれ 男子 若干名 

出願資格 

－出願に際しては事前にご相談ください。－ 

１．保護者の勤務等により海外の教育機関に在籍し、相当する学齢の者 

２．帰国後、保護者のもとまたは本校が認める場所から通学できる者 

出願期間 
2019 年 11 月 25 日（月） 

～ 12 月 9 日（月） 

2020 年 2 月 25 日（火） 

～ 3 月 3 日（火） 

出願方法 

Web 出願です。出願期間内に次の３つを行ってください。 

１．「インターネットでの出願の入力」 

２．「入学検定料の納入」 

３．「出願書類の提出」 

出願書類 

次の３つの書類を出願期間内に必着で郵送してください。 

１．「海外在留証明書」（本校所定用紙・勤務先の捺印があるもの。本校ＨＰから 

ダウンロードしてください。） 

２．「写真票」（志願者顔写真１枚を貼付または取り込んだもの。） 

３．在籍校の成績証明書 

入学検定料 22,000 円 22,000 円 

試験科目 

・ 

試験時間 

【高１・高２】 

集合   8:40 

国語   9:00～ 9:50 （50 分 100 点） 

数学  10:10～11:00 （50 分 100 点） 

英語  11:20～12:10 （50 分 100 点） 

面接  12:20～ 

【新高２】 

集合   8:40 

国語   8:50～ 9:40 （50 分 100 点） 

数学   9:55～10:45 （50 分 100 点） 

英語  11:00～11:50 （50 分 100 点） 

面接  11:55～ 

【新高３】 

集合   8:40 

国語または数学 

 8:50～ 9:40 （50 分 100 点） 

英語    9:55～10:45 （50 分 100 点） 

面接   10:50～ 

※試験科目は出願時に選択していただきます。出願後の

試験科目変更はできませんのでご注意ください。 

合格発表 

（Web 発表） 
2019 年 12 月 17 日（火） 2020 年 3 月 9 日（月） 

入学手続 

（入学金納入期間） 

合格発表時 

～2019 年 12 月 19 日（木）16:00 

※入学金 255,000 円の納入をもって 

入学手続とします。 

合格発表時 

～2020 年 3 月 11 日（水）16:00 

※入学金 255,000 円の納入をもって 

入学手続とします。 

入学後の納入金

（2019 年度） 

授業料 420,000 円（月額 35,000 円）      後援会入会金 3,000 円（入学時一括納入） 

後援会費 14,400 円（月額 1,200 円）      教育維持費 48,000 円（月額 4,000 円） 

教育環境維持費 84,000 円（月額 7,000 円）   生徒会費 12,000 円（入学時一括納入） 

施設整備資金 80,000 円（入学時一括納入）   施設維持費 40,000 円（進級時 4 月に一括納入） 

備考 納入された入学検定料・入学金は返還できません。 

  


