2020-2021 年度

海外帰国生募集要項

佼成学園中学校・高等学校
〒166-0012 東京都杉並区和田 2-6-29
TEL 03-3381-7227
http://www.kosei.ac.jp/boys/

2021 年度

試験日
（日本時間）

佼成学園中学校 オンライン帰国生入試

第１回

2020 年 10 月 17 日（土）

第２回

2020 年 11 月 14 日（土）

第３回

2020 年 12 月 19 日（土）

第４回

2021 年 01 月 09 日（土）

生徒募集要項

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため、出願者数によって
は、翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第４回までのうち、１回のみ
です。

募集人員

男子 約 30 名

出願資格

１．保護者の勤務等により海外で１年以上在留している者
または、保護者の勤務等により海外で１年以上在留し、帰国後 3 年以内の者（相談可）
２．2021 年 3 月小学校卒業見込みの者、またはそれに相当すると認められる者
３．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
（日本時間）

出願方法

出願書類

第１回
第２回
第３回
第４回

※第１回～第４回オンライン帰国生入試で合計約 30 名

2020 年 09 月 27 日（日）～2020 年 10 月 12 日（月）16:00
2020 年 10 月 25 日（日）～2020 年 11 月 09 日（月）16:00
2020 年 11 月 29 日（日）～2020 年 12 月 14 日（月）16:00
2020 年 12 月 20 日（日）～2021 年 01 月 06 日（水）16:00

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」
次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または通知表のコピー
４．自己 PR シート（本校所定用紙・本校ＨＰからダウンロードしてください。）
５．本校の作文課題に解答した本人自筆の作文
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．英語検定準２級以上の合格証のコピー、または、それに相当する英語力を証明するもの
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
グローバルコースに開設されます。別途受講料がかかります。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には、メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

入学検定料
試験科目
合格発表
（Web 発表）
入学手続
（入学金納入期間）

入学延期

入学後の納入金
（2020 年度）

備考

20,000 円
作文（出願時に他の書類と郵送）・面接（Zoom によるオンライン面接・受験生のみ）
いずれも日本語で行います。
試験後３日以内
合格発表時～2021 年 2 月 10 日（水）16:00（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。
帰国時期が決まっていない場合には中学 3 年 4 月まで入学の延期を認めます。
入学手続の期間に入学金の納入と入学延期の申請をしていただきます。
授業料 444,000 円（月額 37,000 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）
施設設備資金 90,000 円（入学時一括納入）
施設維持費 60,000 円（進級時 4 月に一括納入）
※SE クラス受講料 240,000 円（月額 20,000 円）受講者のみ別途納入していただきます。

１．グローバルコースを希望する場合は、出願時に入力してください。
２．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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2020 年度

試験日
（日本時間）

佼成学園中学校

オンライン帰国生編入学試験（2021 年 1 月編入）生徒募集要項

第１回

2020 年 10 月 17 日（土）

第２回

2020 年 11 月 14 日（土）

第３回

2020 年 12 月 19 日（土）

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため、出願者数によって
は、翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第３回までのうち、１回のみ
です。

募集人員

2020 年度 中学 1 年、中学 2 年、中学 3 年

出願資格

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
（日本時間）

出願方法

出願書類

第１回
第２回
第３回

それぞれ 男子 若干名

2020 年 09 月 27 日（日）～2020 年 10 月 12 日（月）16:00
2020 年 10 月 25 日（日）～2020 年 11 月 09 日（月）16:00
2020 年 11 月 29 日（日）～2020 年 12 月 14 日（月）16:00

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」
次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または通知表のコピー
４．自己 PR シート（本校所定用紙・本校ＨＰからダウンロードしてください。）
５．本校の作文課題に解答した本人自筆の作文
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．英語検定準２級以上の合格証のコピー、または、それに相当する英語力を証明するもの
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
別途受講料がかかります。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には、メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

入学検定料
試験科目
合格発表
（Web 発表）
入学手続
（入学金納入期間）

入学延期

入学後の納入金
（2020 年度）

備考

20,000 円
作文（出願時に他の書類と郵送）・面接（Zoom によるオンライン面接・受験生のみ）
いずれも日本語で行います。
試験後３日以内
合格発表の２日後 16:00（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。
帰国時期が決まっていない場合には中学 3 年 4 月まで入学の延期を認めます。
入学手続の期間に入学金の納入と入学延期の申請をしていただきます。
授業料 444,000 円（月額 37,000 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）
施設設備資金 90,000 円（入学時一括納入）
施設維持費 60,000 円（進級時 4 月に一括納入）
※SE クラス受講料 240,000 円（月額 20,000 円）受講者のみ別途納入していただきます。
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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2021 年度

試験日
（日本時間）

佼成学園高等学校

オンライン帰国生入試

第１回

2020 年 10 月 17 日（土）

第２回

2020 年 11 月 14 日（土）

第３回

2020 年 12 月 19 日（土）

第４回

2021 年 01 月 09 日（土）

生徒募集要項

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため、出願者数によって
は、翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第４回までのうち、１回のみ
です。

募集人員

男子 若干名

出願資格

１．保護者の勤務等により海外で１年以上在留している者
または、保護者の勤務等により海外で１年以上在留し、帰国後 3 年以内の者（相談可）
２．2021 年 3 月中学校卒業見込みの者、またはそれに相当すると認められる者
３．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
（日本時間）

出願方法

出願書類

第１回
第２回
第３回
第４回

2020 年 09 月 27 日（日）～2020 年 10 月 12 日（月）16:00
2020 年 10 月 25 日（日）～2020 年 11 月 09 日（月）16:00
2020 年 11 月 29 日（日）～2020 年 12 月 14 日（月）16:00
2020 年 12 月 20 日（日）～2021 年 01 月 06 日（水）16:00

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」
次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または通知表のコピー
４．自己 PR シート（本校所定用紙・本校ＨＰからダウンロードしてください。）
５．本校の作文課題に解答した本人自筆の作文
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
６．英語検定２級以上の合格証のコピー、または、それに相当する英語力を証明するもの
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」です。
グローバルコースに開設されます。別途受講料がかかります。
※郵送が難しい場合や不安がある場合には、メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

入学検定料
試験科目
合格発表
（Web 発表）
入学手続
（入学金納入期間）

入学後の納入金
（2021 年度予定）

備考

20,000 円
作文（出願時に他の書類と郵送）・面接（Zoom によるオンライン面接・受験生のみ）
いずれも日本語で行います。
試験後３日以内
合格発表時 ～ 公立高等学校第一次募集及び分割前期募集合格発表翌日 13:00
※入学金 255,000 円と施設設備資金 90,000 円の納入をもって入学手続とします。
授業料：難関国公立コース、文理コース 420,000 円（月額 35,000 円）
グローバルコース 540,000 円（月額 45,000 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）
施設設備資金 90,000 円（入学時一括納入） 施設維持費 60,000 円（進級時 4 月に一括納入）
※SE クラス受講料 240,000 円（月額 20,000 円）受講者のみ別途納入していただきます。

１．グローバルコースを希望する場合は、出願時に入力してください。
２．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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2020 年度

佼成学園高等学校

試験日
（日本時間）

オンライン帰国生編入学試験（2021 年 1 月編入）生徒募集要項

第１回

2020 年 10 月 17 日（土）

第２回

2020 年 11 月 14 日（土）

第３回

2020 年 12 月 19 日（土）

※試験開始時間は出願者に直接連絡します。
※オンラインで面接を実施するため、出願者数によって
は、翌日以降に実施する場合があります。
※出願できるのは第１回～第３回までのうち、１回のみ
です。

募集人員

2020 年度 高校 1 年、高校 2 年

出願資格

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
２．2021 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
（日本時間）

出願方法

出願書類

第１回
第２回
第３回

それぞれ 男子 若干名

2020 年 09 月 27 日（日）～2020 年 10 月 12 日（月）16:00
2020 年 10 月 25 日（日）～2020 年 11 月 09 日（月）16:00
2020 年 11 月 29 日（日）～2020 年 12 月 14 日（月）16:00

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」

次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または通知表のコピー
４．自己 PR シート（本校所定用紙・本校ＨＰからダウンロードしてください。）
５．本校の作文課題に解答した本人自筆の作文
※郵送が難しい場合や不安がある場合には、メールでも承ります。boys-apply@kosei.ac.jp

入学検定料
試験科目
合格発表
（Web 発表）
入学手続
（入学金納入期間）

入学後の納入金
（2020 年度）

備考

20,000 円
作文（出願時に他の書類と郵送）・面接（Zoom によるオンライン面接・受験生のみ）
いずれも日本語で行います。
試験後３日以内
合格発表の２日後 16:00（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。
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）
施設設備資金 90,000 円（入学時一括納入）
施設維持費 60,000 円（進級時 4 月に一括納入）
※SE クラス受講料 240,000 円（月額 20,000 円 受講者のみ別途納入していただきます。
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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2021 年度

佼成学園高等学校

帰国生入試

生徒募集要項

入試名

帰国生入試

試験日

2021 年 2 月 10 日（水）

募集人員

普通科

文理コース

男子

若干名

出願資格

１．2021 年 3 月中学校卒業見込みの者、2020 年 3 月中学校卒業の者、またはそれに相当すると
認められる者。
２．保護者の勤務等により海外で１年以上在留し、帰国後３年以内の者。現在海外に在留してい
る場合は、2021 年 3 月末日までに帰国予定の者。
３．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

2021 年 1 月 25 日（月）～ 2 月 8 日（月） 16:00

出願方法

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入力
２．入学検定料の納入
３．出願書類の提出（必着で郵送もしくは本校受付窓口に提出）
① 写真票（志願者の顔写真を取り込んで印刷したもの、または顔写真を貼付したもの）
② 調査書（既に帰国している者）もしくは在籍校の成績証明書（現在海外に在留している
者）
③ 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。）
④ 自己 PR シート（本校所定用紙・本校ＨＰからダウンロードしてください。）
【SE クラス（Super English クラス）の受講を希望する場合】
⑤ 英語検定２級以上の合格証のコピー、またはそれに相当する英語力を証明するもの
※SE クラスは帰国生を中心に英語運用力のある生徒を対象とした「英語取り出し授業」
です。グローバルコースに開設されます。別途受講料がかかります。
※窓口受付時間は、月～金曜日 9:00～16:00、土曜日 9:00～13:00 です。
日曜日は受け付けません。
※調査書の受領についてはメールでお知らせします。

入学検定料

試験科目・時間

合格発表
（Web 発表）
入学手続
（入学金納入期間）

入学後の納入金
（2021 年度予定）

22,000 円
集合
8:30
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～
※第１回一般入試と同じ問題を利用します。面接は主として日本語で行います。
2021 年 2 月 10 日（水）20:00
翌日校内で合格証と入学手続書類を交付します。
※試験の結果によって難関国公立コースまたはグローバルコースの合格となる場合もあります。
合格発表時 ～ 公立高等学校第一次募集及び分割前期募集合格発表翌日 13:00
※入学金 255,000 円と施設設備資金 90,000 円の納入をもって入学手続とします。
授業料：難関国公立コース、文理コース 420,000 円（月額 35,000 円）
グローバルコース 540,000 円（月額 45,000 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）
施設設備資金 90,000 円（入学時一括納入） 施設維持費 60,000 円（進級時 4 月に一括納入）
※SE クラス受講料 240,000 円（月額 20,000 円）受講者のみ別途納入していただきます。
１．納入された入学検定料・入学金は返還できません。
２．一般入試（2 月 10 日・11 日）で併願優遇受験が可能な場合があります。日本国内の中学校も
しくは海外の日本人学校での調査書成績が該当する場合にはご相談ください。

備考

［難関国公立コース］ ３教科１３以上または５教科２２以上
［グローバルコース］ ３教科１３以上または５教科２２以上 および英語評定４または英検準２級以上
［文理コース］
３教科１２以上または５教科２０以上
または英検準２級（一次合格可）、または数検準２級
・いずれの場合にも５教科に２がないこと、９教科に１がないこと。
・出席状況が良好な者。（第３学年の欠席数が５日程度まで）
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