甲南女子中学校 2023 年度生徒募集要項

2022.6.1

■入試日程等
Ａ入試
入試方式

Ｂ入試
１次

２次

スタンダード

スタンダード

Ｓアドバンスト

Ｓアドバンスト

スタンダード
約 10 名
Ｓアドバンスト

（注 1）移行合格あり

（注 1）移行合格あり

（注 1）移行合格あり

約 80 名

コース
募集人数

約 65 名
出願受付期間

2022 年 12 月 12 日(月)から
2023 年 1 月 12 日(木)16 時まで

（Web 出願のみ）

1 月 14 日（土）
開門
7:30
受付・検温
7:40～8:10
集合
8:20(各試験場)
点呼・諸注意・アンケート

2022 年 12 月 12 日(月)から
2023 年 1 月 17 日(火)16 時まで
1 月 15 日（日）

1 月 18 日（水）

開門
7:50
開門
7:50
受付・検温 8:00～8:40 受付・検温 8:00～8:40
集合
8:50(各試験場)
集合
8:50(各試験場)
点呼・諸注意・アンケート 点呼・諸注意・アンケート

4 科型（注 2）
3 科型（注 2）
2 科型
2 科型
入学試験
国語（100 点）
国語（100 点）
国語（100 点）
国語（100 点）
（面接はありません）
8:50～ 9:50（60 分）
8:50～ 9:50（60 分）
9:20～10:20（60 分）
9:20～10:20（60 分）
理科（ 50 点）
理科（ 50 点）
算数（100 点）
算数（100 点）
10:40～11:40（60 分）
10:40～11:40（60 分）
10:05～10:45（40 分） 10:05～10:45（40 分）
算数（100 点）
算数（100 点）
11:00～12:00（60 分） 11:00～12:00（60 分）
社会（ 50 点）
12:15～12:55（40 分）
合格者発表
（Web 合否照会のみ）

入学手続

1 月 16 日（月）15:30
（校内掲示はありません）
1 月 17 日（火）
16:30 まで

（Web 手続きのみ）

Web 合否照会から続けて手続きできます。

追加合格
追加合格入学手続

1 月 17 日（火）18:30～21:00
1 月 18 日（水）10:00～12:00
入学金持参受付

（本校事務室）

1 月 19 日（木）12:30
（校内掲示はありません）
1 月 19 日（木）16:30 まで
Web 合否照会から続けて
手続きできます。
1 月 19 日（木）18:30～21:00
1 月 20 日（金）10:00～12:00
入学金持参受付

（注 1）
「移行合格あり」は、Ｓアドバンストコースに不合格でスタンダードコース合格の得点がある場合には、
スタンダードコースに合格するという意味です。移行合格を希望されるかどうかを、出願時にお聞きします。
（注 2）Ａ入試１次は、4 教科型（国語・算数・理科・社会）と 3 教科型（国語・算数・理科）のどちらで受験するかを
出願時に選択していただきます。4 教科型で受験された場合は、4 教科の合計（300 点満点）と、
「社会」もしくは
「理科」を除いた 3 教科合計（250 点満点）を 300 点満点に換算（5 分の 6 倍）した得点のうち、最も高い得点を
合否判定得点とします。3 教科型で受験された場合は、3 教科合計（250 点満点）を 300 点満点に換算（5 分の 6 倍）
した得点を合否判定得点とします。
※計３回の受験が可能です。
※A・B 両入試出願者のうち、A 入試に合格した場合、
合格したコースと同一コースの B 入試の受験はできません。
B 入試にも合格した場合、B 入試での合格コースが最終確定入学コースとなります。
※受験料は A 入試（1 次・2 次両方受験の場合も）20,000 円、Ｂ入試 20,000 円です。
※A 入試・B 入試両方合格で再度入学手続をされる場合も、入学金の納入は 1 回限りです。
※入学手続を済ませた後に辞退される場合は、必ずご連絡ください。

■志願者資格（受験生本人も必ず確認してください。）
●甲南女子中学校に入学し、本校の校訓である「清く

正しく

優しく

強く」の気持ちをもち、人生や社会に

対して前向きに取り組む自立した女性に成長するように努めることができる人
●小学校を卒業しているか、あるいは 2023 年 3 月卒業見込みの女子、または小学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められる女子

■出願方法
●本校ホームページ「中学入試出願」サイトからの完全 Web 出願になります。
詳細については、「出願の手引き」（本校ホームページで 11 月頃から掲載）をご覧ください。
●入学検定料 20,000 円のお支払いは、クレジットカード決済、コンビニエンスストア決済、ペイジー（金融機関 ATM）
のいずれかをご利用いただきます。

■受験の注意（受験生本人も必ず確認してください。）
●受付で必要なもの
受験票、写真票（出願手続き完了後に印刷が可能となります。）
※写真は各票を印刷後に貼付するか、出願時にアップロードしてから各票を印刷します。
●試験場で必要なもの
受験票（忘れると受験できない場合があります。）、鉛筆・シャープペンシル等必要数、消しゴム、
コンパス、15ｃｍ程度の定規（角度を測ることができるもの、三角定規、分度器は使用できません。）
※筆箱は試験場で中身を出し、机の下に入れます。机上には置けません。
※試験場に時計はありません。腕時計（時計以外の機能があるものを除きます。）のみ使用を許可します。
●試験場に持ち込めないもの（受験生各自が試験場にかばんを持ち込む形で実施します。）
携帯電話
※全日程、食堂は営業していません。飲み物の自動販売機は利用できます。

■入学金・学費
●入学金

350,000 円（入学手続時。既納の入学金は返還しません。
）

●学費
授業料

360,000 円

教育充実費

216,000 円

施設充実費

108,000 円

（学費計）

684,000 円（年額／３期分納）

●その他
学年費（預り金）

100,000 円 前後（問題集等の購入費。学年・コースによって異なる。年度末に精算）

旅行費（預り金）

70,000 円 前後（修学旅行等宿泊行事の旅費。学年によって異なる。年度末に精算）

育友会費

10,000 円（年額）

和光会（生徒会）費
清友会（同窓会）費

5,000 円（年額）
25,000 円（入学時のみ。生涯会費）

※学年費は、iPad・アプリ使用料約 30,000 円を含みます。
※中学１年生は制定品（制服・体操服・制かばん等）の初期購入費用として約 13 万円かかります。
※甲南女子学園では、教育環境の整備・拡充のため、ご入学後に、
「一口 300,000 円（一口以上）
」の学園協力金を
お願いしております（任意）。
※甲南女子中学校の卒業生が甲南女子高等学校へ進学する場合の入学金は、175,000 円です。

甲 南 女 子 中 学 校
〒658―0001

〔http://www.konan-gs.ed.jp〕

神戸市東灘区森北町５丁目６番１号

電話(078)411―2531

自家用車等でのご来校はご遠慮ください。近隣道路は駐車禁止です。

2023 年度中学入試のスケジュール（生徒募集要項の補足説明）
出

願

2022.6.1

〔出願期間〕
A 入試 12 月 12 日(月)～1 月 12 日(木)16 時まで（A1 次、A2 次とも）
B 入試 12 月 12 日(月)～1 月 17 日(火)16 時まで
〔出願手続き〕
①A 入試、B 入試とも本校ホームページ「中学入試出願」サイトからの完全 Web 出願です。
上記の日時までに出願手続きを終了してください。詳細については、
「出願の手引き」（本校ホーム
ページに 11 月頃より掲載）をご覧ください。なお、調査書は必要ありません。
②出願手続きの完了後、指示に従って受験票・写真票を印刷し、写真（4×3 cm、裏面に受験番号・
氏名を明記）を貼って入学試験当日にご持参ください。なお、写真アップロード機能を利用して
受験票・写真票を印刷した場合は、写真の貼付は不要です。
③検定料決済後の申込内容間違いによる取消し・返金は一切できませんのでご注意ください。
一旦納入された検定料はいかなる場合でも返金いたしません。

入学試験 〔来校の前に〕
①校内に入っていただける付き添いの保護者の方は、各受験生につき 1 名のみです。
②試験当日の朝、受験生および付き添いの保護者の方は、自宅にて必ず検温を行ってください。
また、校内に入るときにも再度検温いたします。体温が 37.5℃を超える場合は、校内に入っていた
だけません。
③試験当日 37.5℃までの熱はないものの、発熱や咳等の症状のある場合は、確実にマスクを着用する
など十分な感染症対策と自己管理を行っていただいた上で受験を認めます。ただし、検温受付時の
症状によっては、感染防止のため別室受験をお願いすることがあります。また、検温受付時の体温
によっては、当日の受験ができないこともあります。
④試験当日に体調が悪い場合は、午前 7：00 から点呼時刻までの間に電話で連絡をしてください。
〔校内でのお願い〕
①必ずマスクを着用し、密にならないように他の人と間隔を取ってください。
②手指のアルコール消毒または手洗いを適宜行ってください。
※感染症対策のため、ハンカチ、替えのマスク、ごみを持ち帰るための袋を持参してください。
〔開門・検温受付〕
①付き添いの保護者の方がいらっしゃる場合は、受験生といっしょに検温受付にお越しください。
②受験票と写真票を手元に用意してください。なお、受験票と写真票は、あらかじめ切り離しておい
てください。
③体調が悪い場合は、午前 7：00 から点呼時刻までの間に電話連絡の上、係の教員まで申し出てくだ
さい。場合によっては別室で受験することができます。なお、検温受付では、入試全般のご質問に
はお答えできません。
④忘れ物、その他何か困ったときは、保護者控え室（講堂）の係の教員がうかがいます。
※受付時に「Web 合否照会の手引き」をお渡しします。
※検温後、受験生と保護者は別行動になります。当日のすべての試験が終了するまで会うことはでき
ません。受験票と写真票、および受験に必要なものは、必ず受験生自身が持っておいてください。
※スマートフォン・携帯電話等の外部との通信が可能な機器の試験場への持ち込みは禁止します。
必ず保護者の方に預けてください。保護者がおられないときは、検温受付後、本校事務室に預けて
ください。
■受験生のみなさんへ■
〔試験場へ集合〕試験場へ、校舎内の掲示や案内係の指示に従って移動してください。
①検温受付後、集合・点呼時刻までに、各自で試験場に集合してください。
※上履きは不要です。
※集合・点呼後は、当日のすべての試験が終了するまで校舎を出ることはできません。
また、終日講堂に入ることはできません。
②試験場の自分の席を確認してください。
※机上に受験番号札が置かれています。校舎内にいるときは必ず身に付けてください。
※かばんは机の両側のフックにかけるか、いすの下に置いてください。また、上着は各自のいすに
かけてください。
③トイレは点呼までに済ませてください。

〔点呼・アンケート・諸注意〕
①点呼時に、受験票と写真票を机の上に出してください。写真票は先生が回収します。
②簡単なアンケートに答えていただきます。
※アンケートは、入学試験の合格・不合格の結果には一切関係しませんのでご協力をお願いします。
〔受験上の注意〕
①試験場で必要なもの
受験票（忘れると受験できない場合があります。
）
鉛筆・シャープペンシル等必要数、消しゴム（筆箱は、中身を出し、
机の中に入れてください。
）
角度を測ることが
コンパス、15ｃｍ程度の定規（角度を測ることができるもの・三角
できる定規は使用
定規・分度器は使用できません。）
できません。
※試験場に時計はありません。腕時計（時計以外の機能があるもの
は除く、アラーム機能は解除）のみ使用を許可します。
※試験中、上記以外のものを机の上や中に置くことはできません。お守りをもって入室する場合は
身につけてください。
②試験場は、換気のため、適宜、ドアや窓を開けます。教室の温度の変化に対応できる服装でお越
しください。
※試験中に防寒のために上着を着用することはできますが、膝にかけることはできません。また、
膝掛けやマフラーを試験中に使用することはできません。
③試験中に体調が悪くなった場合は、すぐに監督の先生に知らせてください。症状によっては、感染
防止のため別室受験をお願いすることがあります。
④忘れ物、その他何か困ったときは、監督の先生または各階の係の先生に連絡してください。
■保護者のみなさんへ■
〔ご来校についてのお願い〕
学校周辺は細い路地が多く、自家用車等で来校されたり、少しの時間でも駐停車されたりしますと、
近隣住民の方に大変なご迷惑となります。保護者のみなさまにおかれましては、ご来校の際には公
共交通機関をご利用ください。最寄り駅からのタクシーのご利用も正門付近の安全上、できる限り
お控えください。くれぐれもご協力をお願い致します。
〔ご来校後について〕
①試験中は保護者控え室（講堂）でお待ちいただけます。利用時間は、開門以降、A 入試 1 次は 13 時
30 分まで、A 入試 2 次および B 入試は 12 時 30 分までです。
※上履きは不要です。
※講堂は、換気のため適宜ドアや窓を開けます。室温の変化に対応できる服装でお越しください。
※保護者の方は、試験場（本館校舎）に入ることはできません。また、受験生は講堂に入ることは
できません。
②講堂にて、下記の要領で当日の試験問題を配付します。
A 入試 1 次
3 限目開始 30 分後に 3 教科「国語・理科・算数」を配付
4 限目開始 20 分後に 1 教科「社会」を配付
A 入試 2 次、B 入試
2 限目開始 30 分後に 2 教科「国語・算数」を配付
③全日程、購買部、食堂は営業していません。食堂前の飲み物の自動販売機は利用できます。
なお、食堂内に立ち入ることはできません。
④当日のすべての試験が終了後、受験生は順次試験場を出ます。密を避けるため、退出までに時間を
要する可能性があります。講堂前の駐車場付近でお待ち合わせください。
⑤校内は禁煙です。

合格発表 Ａ入試 1 月 16 日（月）15 時 30 分
Ｂ入試

1 月 19 日（木）12 時 30 分

①合格発表は、Web 上で自分の合否を照会する形で行います。校内には掲示しません。なお、電話での
お問い合わせには一切お答えできません。
②Web 入学手続きは、Web 合否照会の画面から続けて行うことができます。
③合格発表・入学手続き(Web)の方法などは、入学試験の日にプリント「Web 合否照会・入学手続きの手
引き」を配付してお知らせします。

追加合格 手続き締切日（Ａ入試 1 月 17 日、Ｂ入試 1 月 19 日）の 18 時 30 分から 21 時の間
①手続き者が予定の人数に達しない場合、該当者に電話（出願手続き時の電話番号）でお知らせします。

②お留守の場合はご辞退と理解しますので、ご注意ください。
③追加合格確認のお問い合わせには一切応じられません。

手 続 き Ａ入試
Ｂ入試

1 月 17 日（火）
1 月 19 日（木）

16 時 30 分まで。
（Web 手続きのみ）
16 時 30 分まで。
（Web 手続きのみ）

※追加合格の手続きはお電話した翌日に、本校事務室で行います。入学金を持参して完了してください。
Ａ入試
1 月 18 日（水） 10 時～12 時
Ｂ入試
1 月 20 日（金） 10 時～12 時

登 校 日 〔合格者登校日〕 １月 28 日（土） 14：00 以降
保護者 1 名と本校講堂に集合してください。入学に必要な書類・購入品についての説明や制服等の
採寸をしていただきます。分散実施となりますので、集合時間等の詳細は入学手続き後に郵送する
書類の中でご案内します。
〔入学者登校日〕 3 月 25 日（土） 14：00～
保護者 1 名と本校講堂に集合してください。入学に必要な書類の提出、入学式の練習、および
入学後の生活などについての説明をします。
詳細は、1 月 28 日の合格者登校日にご案内します。
【気象警報の発令、公共交通機関の運休・遅延について】
神戸市を含む地域に気象警報が発令されている場合、もしくは、公共交通機関（JR、阪急）に運休・遅延が発生し
ている場合、開始時刻を遅らせるなど、時間割を変更して実施する場合があります。その場合は本校ホームページ
でお知らせしますので、必ずご確認ください。
ホームページ：http://www.konan-gs.ed.jp
【連絡・問い合わせ先】
電

話： 078-411-2531（代表）「中学入試係」を呼び出し
試験前日まで･･････体調のこと、入試全般について（月～金 9 時～16 時／土

9 時～12 時）
。

試験当日･･････････体調のこと、遅刻など当日の試験に関わること（7 時以降）。
メール：「試験当日に受験ができない場合」に関わるお申し出のみ。
makeup@konan-girls.com
※上記のお申し出以外の内容には対応できませんので、ご承知おきください。
☆なお、感染拡大状況等を鑑み、今後、以上の内容に変更や訂正が出る可能性があります。

