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令和５年度  入 試

生徒募集要項

学校法人 薫英学園

大阪薫英女学院中学校
OSAKA KUN-EI JOGAKUIN JUNIOR HIGH SCHOOL

1募集定員
国際・進学コース　女子50名

2出願資格
保護者のもとから通学可能な女子で、令和５年（2023年）３月に小学校卒業見込みの者

3出願方法
本校ホームページからインターネット出願サイトにアクセスして出願情報の登録を行って出願してください。
詳しくはP.５～をご覧ください。
出  願  期  間　令和４年12月12日(月)から。

上記の期間に検定料等をお支払いいただき、入学志願書・受験票を印刷し写真を貼付してください。
※出願後の変更は一切できません。
※受験票は、試験当日に忘れずに持参してください。

☆特別推薦入試や海外帰国子女入試を受験される場合は証明資料等の書類を出願期間必着で郵送提出してください。

インターネット出願が困難な場合は令和５年１月５日(木)以降の平日10:00～16:00 土曜日10:00～13:00に本校で
出願を行っていただきますのでご相談ください。

出願締切日時
１月13日(金)16時まで
１月15日(日)16時まで

１月14日(土)16時まで
１月17日(火)16時まで

Ｂ日程
Ｄ日程

Ａ１･Ａ２日程
Ｃ日程
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4検定料等
検　　定　　料 20,000円
合否通知郵送料 830円
※検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。但し、複数の日程に出願して１つの日程で合格し、本校に入学した場合は、合格日
以降の未受験日程分の検定料は入学後に返還いたします。

5選考について
⑴試験日

⑵試験会場
大阪薫英女学院中学校

⑶試験内容
①一般入試２科（各150点　300点満点）入試　
　　国語、算数、社会、理科、英語のうちから国語と算数のいずれか、または両方を含む２教科
②一般入試３科（各100点　300点満点）入試　
　　国語、算数の２教科と社会、理科、英語のうちから１教科選択
③特別推薦入試
ａ）英検推薦入試（国語の筆記試験及び面接）
受験資格…実用英語技能検定４級以上 TOEFL Primaryスコア205あるいはTOEFL Juniorスコア615程度目安

ｂ）そろばん推薦入試（国語の筆記試験及び面接）
受験資格…日本珠算連盟、全国珠算教育連盟などの珠算団体において４級以上

ｃ）自己推薦入試
以下の受験資格①（国語の筆記試験及び面接）または②（２科型入試）のいずれかに該当
受験資格①…ジャンルを問わず小学校時代、何かにひたむきに打ち込んだ経験を持つ者
受験資格②…2022年の個別相談会において受験資格を得ている者
　　　　　　受験資格②についての詳細は個別相談会にてお問い合わせください。

◆ミニバスケットボール、ソフトテニスをはじめ各種スポーツ経験者　◆英会話、ピアノ、バレエ、ダンスなどの教室に通っている者
◆バレエ、英語スピーチなどの大会出場、発表経験がある者　◆ボランティア活動などの地域・社会貢献をしている者　etc.

【自己推薦の例】

Ａ２日程
Ｃ 日程

令和５年１月14日(土)午後
令和５年１月16日(月)午前

Ａ１・Ｂ・Ｃ日程
３教科 特別推薦入試２教科試験時間

集合・諸注意
国語

算数
面接

待機
社会 or 理科 or 英語

面接

集合・諸注意
国語
面接

国語
算数

選択教科
面接

集合・諸注意(9：30)
算数

8：45 　　　　
9：00～  9：50
10：10～11：00
11：20～12：10
12：20～ 　　　

Ａ１日程
Ｂ 日程
Ｄ 日程

令和５年１月14日(土)午前
令和５年１月15日(日)午前
令和５年１月18日(水)午前

④海外帰国子女推薦入試（国語、算数の筆記試験、作文(日本語)及び面接）
受験資格…原則として保護者の海外在留に伴って外国の学校あるいは現地の日本人学校で教育を受け、なおかつ

その国の滞在期間が継続して１年以上、帰国後３年以内の者
　　　　　海外帰国子女推薦入試の受験については、直接本校企画広報部(06-6381-0335)にお問い合わせく

ださい。
※面接はいずれの選考方法でも保護者同伴のグループまたは個別面接で実施します。英検推薦入試、海外帰国子女
推薦入試は、ネイティブ教員による英語での質問も含みます。

⑷試験時間
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*English Campとは、中学１年生の夏期休暇中に行う英語に慣れ親しみ、英語学習への意欲を高める英語漬けの１泊２日の行事です。
※受給できる奨学金は、上記のうち給付額の高いものひとつとなります。

受験者の保護者・祖母・姉妹のいずれかが大阪薫英女学院中学校・高等学校
の卒業生、在校生である方。姉妹同時入学も対象。
☆入学金のうち5万円免除　※出願後の申請は、奨学金の適用外となります。

②ファミリー特別奨学金…該当の方はインターネット出願時にその旨を入力してください。

奨学金の条件・内容名　称

特別奨学Ｆ

受給目安(判定得点率) 名称

特別奨学SS

特別奨学S

特別奨学A

特別奨学B

特別奨学C

特別奨学ＥC

奨学金の内容 出願条件・日程

300点満点で
70％程度以上

300点満点で
80％程度以上

300点満点で
85％程度以上

300点満点で
90％程度以上

☆入学金の全額免除+授業料全額免除
※毎年度末に更新審査あり

専願•併願
全日程

出願条件・日程

専願•併願
全日程

☆入学金の全額免除+授業料半額免除
※毎年度末に更新審査あり
☆入学金の全額免除
☆*English Camp実費

☆入学金の全額免除

☆入学金の半額免除

☆*English Camp実費

300点満点で
60％程度以上
300点満点で
55％程度以上

専願•併願
全日程
専願•併願
全日程
専願•併願

A1•A2•B日程
専願

A1•A2日程
専願
A1日程

⑸試験時の持ち物
受験票（写真を貼付けたもの)、筆記具　※上靴・弁当は不要です。

6合格発表
本校のホームページから結果を確認できます。各試験日の翌日10：00～
合格者には通知文とともに入学手続書類を郵送します。
※お電話による合否のお問い合わせには、お応えできません。

7各種奨学金制度
①成績優秀者奨学金…第１回、第２回プレテストまたは一般入試の結果により、下記の奨学金を受けることができます｡

奨学金判定条件として、国語・算数と社会、理科、英語のうちから１教科を選択をした３科目
受験が必要です。
受給目安により対象者を総合的に判定します。｢特例奨学SS」は入試当日の結果のみを対象とし
ます。受給基準を満たし、入学される方全員が対象となります。

Ａ２日程
２教科

集合・諸注意
国語
算数
面接

試験時間
15：45～ 　　　
16：00～16：50
17：10～18：00
18：20～ 　　　

Ｄ日程
２教科

集合・諸注意
試験時間

8：45 　　　　
9：00～  9：50
10：10～11：00
11：20～12：10

特別推薦入試

国語
算数
面接

国語
面接
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9新入生物品購入
令和５年１月28日（土）13：00～14：00　本校にて
持ち物…a.物品購入のしおり

b.入学手続書類（上記8を参照）→事務室に提出
c.購入した物を入れる丈夫で大きなカバンやキャリーケース
※制服・体操服・靴の試着があるので本人は必ず来校してください｡（服装は自由）
※制定品は必ずご購入いただきます。

10学費及び諸納入金額
入学後に要する経費(１年次)

※この他に修学旅行等の積立金・PTA会費・クラブ後援費として22万円程度が必要です。
※授業料等は３回の分割納入となります。

11新入生ガイダンス
入学後の日程についての連絡、その他学校生活についての説明を行います。
令和５年３月25日（土）13：00～約１時間
持ち物…入学前の学習課題・筆記用具
新入生は保護者同伴で登校してください。服装は自由です。

12個人情報の利用目的
入学志願書等に記載された個人情報は以下のために利用し、それ以外の用途には一切使用しません。
①願書に不備があった場合の連絡
②合否の連絡
③入学手続の連絡
④入学後の各種案内の送付、連絡
⑤入学後のクラス編成、クラス名簿作成

※オリエンテーション合宿費は、変更される場合があります。
※払い込まれた入学金は、いかなる理由があっても返還しません。

２教科
620,000
52,000
75,000
24,000
771,000

試験時間
授業料
実践的英語費用（３年間分)
ICT教育機器及び関連費
ICT活用費
合　計

　 ※入学金等とは
入 学 金 200,000円
オリエンテーション合宿費 28,000円
制定品（靴、鞄、体操服等）代 48,820円
合　　計 276,820円

8入学手続
本校のホームページから入学金等の支払手続を行ってください。

＊入学手続を上記の期日までに完了しない場合は、合格資格を失います。１月28日(土)の物品購入時に入学手続書類（誓約書・預金口座振替
振替払いに関する届出書）を提出してください。

[Ａ１・Ａ２日程]
専　願 併　願 専　願 併　願 専　願 併　願 専　願 併　願

[Ｂ日程] [Ｃ日程] [Ｄ日程]

※入学金等
支払期日

1/17(火) 1/20(金) 1/18(水) 1/23(月) 1/19(木) 1/23(月) 1/20(金) 1/24(火)
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大阪薫英女学院中学校

はじめての方はこちら のボタンからメールアドレス登
録に進みます｡自動で返信されるメールを確認して、名
前・パスワードを登録すると、あなただけのマイページ
にログインできるようになります。オープンキャンパス
や入試説明会等で1度登録をしている受験生は登録の
必要がありません。

※インターネット出願サイトの開設期間は
2022年12月12日（月）0:00から各試験日の前日16：00
までです。検定料等のお支払いと「受験票」の印刷をこの期間中
にお済ませください。
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マイページから
新規申込手続きへ をクリック。

「入試区分」を選んで
次へ をクリック。

画面の指示にしたがって、必須項目
は必ず入力してください。
入力内容を確認したら
試験選択画面へ をクリック。

保存して中断する ボタンを押すとマイページから
「申込内容確認書」を印刷することができます。

「試験日」と「受験方式」および
「科目」を選んで 選択 ボタンを
押してください。申込内容を確認
したら お支払い画面へ をク
リック。
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マイページの「お支払い方法」を選択し 確認画面へ をクリック。

検定料等

画面の指示に従ってお支払い手続きを進めます。
入力した内容をもう一度確認して、間違いなければ 上記内容で申し込む
のボタンをクリックします。

検定料等

※検定料等の支払いは2022年12月12日（月）から各試験日の前日
16:00まで可能です。
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「プリント予約をする」

検定料等のお支払い方法について

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行
千葉銀行、横浜銀行、関西みらい銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、熊本銀行
京葉銀行、南都銀行、足利銀行、七十七銀行、群馬銀行

※システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」のリンクからご確認ください。
※検定料は、クレジットカードによるオンライン決済、コンビニでのお支払い、ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払いのいずれかを選ぶことができます。
※入試内容に関するお問合せは、大阪薫英女学院中学校　企画広報部までご連絡ください。

〒566-8501 大阪府摂津市正雀1-4-1
TEL.06-6381-0335(企画広報部 直通)
TEL.06-6381-5381(学校代表)阪急京都線正雀駅から徒歩５分

ＪＲ京都線岸辺駅から徒歩10分

大阪薫英女学院中学校

スマートフォン･タブレットから｢申込内容確認書｣または｢受験票｣を印刷する方法


