
生 徒 募 集 要 項
SHITENNOJI  JUNIOR HIGH SCHOOL

●募集人員［約265名（女子）］

出願は「英数Ⅰ･Ⅱコース」･「医志コース」･「文化･スポーツコース」への出願となります。又、出願後のコース変更は一切認めません。
英数Ⅰコース／120名　英数Ⅱコース／90名　医志コース／35名　文化・スポーツコース／約20名

●出願資格
平成31年３月に小学校卒業見込みの者

●出願手続
インターネットを利用しての出願（インターネット出願）
本校ホームページから「インターネット出願」にアクセスして
出願してください。
※英数Ⅰ･Ⅱコース、医志コース志願者が利用できます。
　文化･スポーツコース志願者のインターネット出願はできません。

（１）出願期間　平成30年１１月１7日（土）　 ９：００から
平成31年 １月１5日（火）　２１：００まで

指定の用紙での出願（志願書出願）
平成30年１１月10日（土）９：00より指定用紙を配付いたしますので、本校事務局へお越しいただくか、別紙「志願
書請求書」に記入の上、ご請求ください。
※英数Ⅰ･Ⅱコース、医志コース、文化･スポーツコースの全コース志願者が利用できます。

出願は、持参による受付となります。出願期間･時間内にご来校ください。

（１）出願期間　平成30年１２月２１日（金）・25日（火）・２6日（水）
平成31年 １月 8日（火）・ 9日（水）

（２）出願書類　①入学志願書（写真タテ4.5～5㎝×ヨコ3.5～5㎝ 白黒でも可。納付証明書貼付）

ご家庭にインターネット環境がない場合

平成30年１２月２１日（金）～12月26日（水）
土日祝除く９：00～１６：00
本校のパソコン・プリンターをご利用いただいて、
出願することが可能です。

いずれも９：00～１６：00

学校法人 四天王寺学園ホームページアドレス▶▶▶ http://www.shitennoji.ac.jp

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-11-73
TEL 06-6772-6201　FAX 06-6773-4113

個人情報及びその利用目的について

　学校法人四天王寺学園（以下、本学園という）では、個人情報に関する法律が平成１７年４月
１日に施行されて以来、関係法令及びガイドラインに則り学内規程を整備いたしております。四
天王寺中学校（以下、本校という）に入学志願する生徒（児童）及びその保護者等に関する個
人情報の取り扱いについては、慎重かつ厳正に徹底した姿勢で取り組んでおります。
　入学志願のために提出されました『入学志願書』に記載されている個人情報及びその利用目
的は下記の通りとなりますので通知いたします。

記

Ⅰ ． 『入学志願書』からの個人情報及びその目的
　　・志願者の名前　・性別　・保護者の名前　・生年月日　・郵便番号　・住所　・電話番号
　　・志望コース　・出身校　・卒業年月　・写真　
　Ａ ． 上記記載の個人情報は出願の事務処理、志願書に不備等があった場合の連絡、試験の 
　　実施、合否通知、合格された場合の入学手続関係書類の作成に利用します。
　Ｂ ． なお、志願書に不備がある場合、その訂正等を迅速に補完して頂く便宜から保護者に連絡  
　　する場合があります。
Ⅱ ． 合否判定に伴う合格者の個人情報及びその目的
　　・志願者の名前　・性別　・保護者の名前　・生年月日　・電話番号　
　　・教育振興協力金申込書における口数　・合計金額　・生徒名　・保護者名　・郵便番号
　　・住所　・電話番号
　Ａ ． 入学手続書類や、クラス編成、制服・指定品一式の購入、合格者集合日・入学式など入学
　　に関する日程の案内を送付するため。
　Ｂ ． 合格者集合日・入学式などに遅刻、欠席された場合に志願者・保護者に連絡をとるため。
　Ｃ ． 制服・指定品一式、中学生総合補償制度（こども総合保険（任意））に関することについて

　　本学園給品部（有限会社シテンノウジワーク）から案内、連絡等をするため。
　Ｄ ． 教育振興協力金（任意）の依頼文、申込書による振込用紙作成、またお礼状の送付のため。
　Ｅ ． 居住されている学区内の教育委員会または教育課に提出する私立中学校に入学する旨
　　の「証明書」の作成のため。
Ⅲ ． 情報の開示・訂正について
　　志願者及び保護者本人の求めに応じて、本人確認の上「保有個人データ」の開示請求・
　訂正・利用停止等については、文部科学省のガイドラインに則り対応いたします。
　　なお、本人確認には対面及び生徒証または入学志願書と確認し、代理人においては運転
　免許証等写真付の身分証明書などによる確認と対面、また代理人を示す旨の委任状などを提
　出願います。
　　開示請求については、志願者の個人情報のうち筆記試験の採点・面接の評価は非開示と
　します。更に法令及びガイドラインが示す「保有個人データ」についても、次に挙げる事項のい
　ずれかに該当する場合は非開示とします。
　　・個人又は第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
　　・学園の業務・個人情報取扱業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
　　・他の法令に違反することとなるとき
　事例としまして、不治の病・学校法人の業務上の秘密・第三者の営業上の秘密・保護者と志
　願者に身体の危険が生じると判断する事態が発生した場合は非開示といたします。
　　以上の通り、入学試験実施に伴い取得いたしました個人情報については、厳正に管理し本
　学園個人情報に関する規程に基づき適正な取扱いといたします。

つきましては、Ⅰ－Ｂ　Ⅱ－Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅについて、ご同意いただき、「出願情報入力」画面の「個人
情報及びその利用目的についての項目」にチェックしてください。

FAX送信
四天王寺中学校
事務局 庶務係 宛

FAX 06-6773-4113

「志願書 請求書」
平成31年度入試 四天王寺中学校 出願に、指定用紙を請求します。

志願者名：

生年月日：平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日 生まれ

保護者名：

住　　所：

電　　話：　　　　　　　ー　　　　　　　ー

在籍学校：　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　　小学校

〒　　　　　ー

フリガナ：

※ご来校によるお申込みの場合、この用紙は提出不要です。　※FAXでのお申込みは、06-6773-4113へ送信してください。
※電話でのお申込みは、06-6772-6201 学校事務局 庶務係までご連絡ください。
※郵送でのお申込みは、この用紙を、学校事務局までご送付ください。
　〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-11-73 「四天王寺中学校 事務局 庶務係 願書請求担当」 宛
※本校ホームページからのお申込みは、「志願書請求」ボタンよりお申込みください。

いずれも、平成30年11月10日以降の発送となります。ご了承ください。

31
年度

平成

□個人情報及びその利用目的についての項目に同意します。

❽ ❶



●検定手数料
１５，０００円

※平成31年1月21日に入学手続きを行う者は、受験票と入学時納付金を必ずご持参ください。
※平成31年1月21日入学未手続者及び不合格者は、合否通知書を速達郵便にて投函発送いたします。

※いずれの集合日にも合格者本人と保護者が出席してください。

●選考期日・選考方法

≪英数Ⅰ･Ⅱコース、医志コース共通≫　
平成31年１月19日（土）　８：３０集合（８：00開門）　

◆持参するもの　　　①入学志願書（インターネット出願者のみ）　②受験票
③筆記用具、定規(分度器は除く)、コンパス　④昼食(４教科型受験者のみ)※食堂は利用できません。

　　　
◆使用禁止のもの　　携帯電話等通信機器、計算機能･翻訳機能をもつ器具類、下じき

◆持参するもの　　　①受験票 ②筆記用具

◆使用禁止のもの　　携帯電話等通信機器、計算機能･翻訳機能をもつ器具類、下じき

インターネット出願者は クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー対応のＡＴＭ等をご利用
ください。

志願書出願者は 本校指定の用紙で、振込手数料はご依頼人負担で銀行振込してください。
ＡＴＭからの納入も可能です。詳しくは、平成30年11月10日以降配付資料
の検定手数料納入方法をご確認ください。

※一旦納入された検定手数料は、いかなる理由があっても返却いたしません。

●合格発表・入学手続き

●入学時納付金

※４教科型か３教科型の選択制です。入試問題は共通とします。出願後、教科型の変更は一切認めません。

【Ａ】４教科型受験者　
時　間
教　科
配　点

9：00～10：00
国　語
120点

10：15～10：55
理　科
80点

11：10～12：10
算　数
120点

13：10～13：50
社　会
80点

昼　食

（１）受験者の得点を次の（ア）（イ）の方法で計算します。
　 （ア）４教科（国語・算数・理科・社会）の合計得点を出します。（400点満点）
　 （イ）国語・算数・理科の合計点を1.25倍して得点を出します。（400点満点換算）
（２）受験生の（ア）（イ）の得点を比較して、高得点の方をその受験生の得点とします。

≪文化・スポーツコース≫　
※国語・作文・面接(受験者と保護者)及び実技テストを行います。※文化･スポーツコース受験者は、他のコースへの変更はありません。

時　間
教　科
配　点

9：00～10：00
国　語
120点

10：15～10：55
作　文
80点

11：10～13：05

面　接 実　技

平成31年1月21日（月）
  9：00～11：00
  9：00～17：00
11：00～17：00

本校にて掲示発表いたします。
掲示発表確認後、入学手続きを行います。
本校ホームページにて入試結果の確認ができます。

●合格者集合日

●入学後の主な必要経費

※合格通知書及び入学金納付書など必要書類を本校事務局まで持参の上、期日･時間内に入学手続きをしてください。所定の手続きをされ
　ない場合は入学資格を取り消します。
※郵送またはインターネット出願システムによる入学手続きの取扱いはありません。
※合否結果に関するお問い合わせにはお答え出来ません。

※第２学期以降の授業料等は、経済環境の著しい変動によって変更することもあり得ますので、予めご承知おきください。
※既納の納付金はいかなる理由があっても返却いたしません。
※授業料は授業時数週３４時数を基本としております。なお学年･コースによる超過授業１時数超過につき23,400円(年額)徴収いたします。

平成31年1月24日（木）
平成31年1月25日（金）

いずれも
９：00～１６：00 合格通知郵送者の入学手続きを行います。

平成31年1月27日（日）
別途時間指定

制服、体操服、靴類等採寸及び代金納入、
諸注意事項についての説明

平成31年2月24日（日） 指定品等販売及び教科課題・入学にあたっての
諸注意事項についての説明

【Ｂ】３教科型受験者
時　間
教　科
配　点

9：00～10：00
国　語
120点

10：15～10：55
理　科
80点

11：10～12：10
算　数
120点

国語・算数・理科の合計点を1.25倍して得点を出します。（400点満点換算）

判定方法 ： 【Ａ】（2）、【Ｂ】で確定した受験生の得点（400点満点）で合否を判定します。
　※医志コースの受験者は、その合格点に達していなくても、英数Ⅱコースの合格点に達していれば英数Ⅱコースに、英数Ⅰコースの合格点
　　に達していれば英数Ⅰコースに変更合格とします。
　※英数Ⅰ･Ⅱコースの受験者は、合否を判定し、成績に応じてコースを決定します。
　※面接は行いません。

◆入　学　金　　　　２００，０００円
◆教育振興協力金　　１００，０００円 （１口以上、但し任意）

授 業 料

後 援 会 費

生 徒 会 費

計

235,500円

18,500円

2,000円

256,000円

188,400円

14,800円

1,600円

204,800円

141,300円

11,100円

1,200円

153,600円

565,200円

44,400円

4,800円

614,400円

第１学期（５月納入） 第２学期（９月納入） 第３学期（１月納入） 計（年額）

❷ ❸



●検定手数料
１５，０００円
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９：00～１６：00 合格通知郵送者の入学手続きを行います。

平成31年1月27日（日）
別途時間指定

制服、体操服、靴類等採寸及び代金納入、
諸注意事項についての説明
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【Ｂ】３教科型受験者
時　間
教　科
配　点

9：00～10：00
国　語
120点

10：15～10：55
理　科
80点

11：10～12：10
算　数
120点

国語・算数・理科の合計点を1.25倍して得点を出します。（400点満点換算）

判定方法 ： 【Ａ】（2）、【Ｂ】で確定した受験生の得点（400点満点）で合否を判定します。
　※医志コースの受験者は、その合格点に達していなくても、英数Ⅱコースの合格点に達していれば英数Ⅱコースに、英数Ⅰコースの合格点
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◆教育振興協力金　　１００，０００円 （１口以上、但し任意）

授 業 料

後 援 会 費

生 徒 会 費

計

235,500円

18,500円

2,000円

256,000円

188,400円

14,800円

1,600円

204,800円

141,300円

11,100円

1,200円

153,600円

565,200円

44,400円

4,800円

614,400円

第１学期（５月納入） 第２学期（９月納入） 第３学期（１月納入） 計（年額）

❷ ❸




