
2023年度入試

※受験校に関する任意のアンケートを実施します。（合否とは関係ありません。）
※E入試・2次入試は集合時間に間に合わない場合、17:35～集合の遅刻者対応があります。出願の際に連絡事項欄に入力してください。

（入学後）
（入学後）
（入学後）
（入学後）

（入学後）

スケジュール E入試
2次入試

E入試・2次入試
遅刻者対応

国語

算数

理科

４教科型・３教科S型は 社会
３教科R型は 理科

点呼および注意 16：35～16：50

17：00～17：50

18：05～18：55

②時間割

17：35～17：45

17：50～18：40

18：50～19：40

合格発表

1次A入試

E入試

１次B入試

２次入試

1 月15 日（日）13：00　本校にて掲示・インターネット

1月15 日（日）19：30　本校にて掲示・インターネット

1月 16 日（月）19：30　本校にて掲示・インターネット

1月 17 日（火）13：30　本校にて掲示・インターネット

入学手続期間

1次A入試 本校事務局にて【窓口受付時間】

E入試
１次B入試
２次入試

1 月 15 日（日）13：00～18：00

合格発表日～1月 18日（水）16：30 ※入学手続時納付金を現金にて納入してください。
※指定日時に手続きされなかった場合は、入学辞退とみなします。
※入学手続後、辞退される場合は必ず連絡してください。

ただしＥ入試、1次Ｂ入試の
発表日は20：30まで平日　9：00～16：30

合格者登校日（児童・保護者同伴）

合格者説明会 1 月 19日（木）午後 合格者説明会
制服採寸・学用品購入等

※ 一旦納付された入学検定料および入学金は、お返しできませんのでご了承ください。

生徒納付金（2022年度実績）

250,000 円 （入学手続時）
（入学手続時）

各学期毎の分納可
各学期毎の分納可

30,000 円
648,000 円

終身会費
年額
年額
年額
年額

40,000 円
12,000 円以上
20,000 円

任意で 15万円をお願いしております。

幼稚園から大学院までの学院全体で一家庭1口10万円を2口以上お願いしております。本学院を最終的に卒業される時に返還致します。（任意）

入 学 金

授 業 料
教 育 充 実 費

学 校 債
特 別 協 力 金

教育後援会費
P T A 会 費

同 窓 会 費

⎛
⎝

⎞
⎠

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
本要項記載の内容に変更が生じる場合がございます。

1次 A入試
1次B入試

8：30～8：45

8：55～9：45

10：00～10：50

11：05～11：35

11：50～12：20



2023年3月小学校卒業見込みの女子

2022 年 11月 14 日（月）9：00　～　2023 年 1 月 13 日（金）18：00

2022 年 11月 14 日（月）9：00　～　2023 年 1 月 14 日（土）16：00

2022 年 11月 14 日（月）9：00　～　2023 年 1 月 14 日（土）18：00

2022 年 11月 14 日（月）9：00　～　2023 年 1 月 15 日（日）16：00

※１次Ａ入試・１次Ｂ入試の２回出願、１次Ａ入試・１次Ｂ入試・２次入試の３回出願とも20,000円です。
※Ｅ入試を含む３回出願、４回出願は40,000円です。

【お問い合わせ・Web出願校内対応日】帝塚山学院中学校事務局　2022年 11月 14日（月）～12月 28日（水）、2023年 1月 6日（金）～各出願締切日まで
　　（平日）9：00～ 16：00　（土曜日）9：00～ 12：30　※日曜日・祝日を除く
　　（12月 28日（水）は正午まで）

1次A入試において、実用英語技能検定等の資格（準2級
以上）を有する場合、加点があります。帝塚山学院中学校
事務局までお問い合わせください。

インターネットに接続されている
パソコンまたはスマートフォン、
タブレット

利用可能な
メールアドレス（自分専用）

顔写真のデータ
（登録時に使用します）

Web出願ページへアクセス

マイページのユーザー登録

①帝塚山学院中学校ホームページへアクセス。
②「Web出願」ボタンをクリックしてWeb出願システムのトップページへ

「新規ユーザー登録」ボタンをクリック後、画面の指示に従って必要項目を入力してください。
※事前に常に受信できるメールアドレスをご用意ください。
※迷惑メール対策をされている場合は「＠tezukayama.candy-s.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
※プレテストの申し込みなどで既にユーザー登録済みの方はそのメールアドレスとパスワードでマイページにログインできます。

帝塚山学院中学校ホームページ
https://www.tezukayama.ac.jp/cyu_kou/

ヴェルジェ〈エトワール〉コース・ヴェルジェ〈プルミエ〉コース・関学コース

①出願期間　Web出願のみとなります。

①教科・配点
《1次Ａ入試・1次Ｂ入試》　※教科型は、出願時に選択。

《Ｅ入試・2次入試》

②入学検定料　　　　20,000円（クレジットカード・コンビニエンスストア決済）　※別途事務手数料が必要です。

複数回受験において、1次B入試の判定点に以下の
点数を加点する。（実際に受験した場合に限る）

複数回受験による加点について入学試験

英語資格の加点について

E入試、1次B入試において成績優秀な方には特待生とし
て入学して頂く資格があります。

特待資格について

入試
日程

２回
受験 ○ 1次Bに

10点

1次A
1/14
（土）
a.m.

E
1/14
（土）
p.m.

1次B
1/15
（日）
a.m.

2次
1/15
（日）
p.m.

加点

○
２回
受験

1次Bに
10点○ ○

３回
受験 ○ 1次Bに

20点○ ○【配点】国語・算数：各100点（各50分）   社会・理科：各50点（各30分）
＊ヴェルジェ〈エトワール〉〈プルミエ〉コースの判定には次の（ａ）～（ｄ）、
　関学コースの判定には、次の（ａ）～（ｃ）のうち、最も高い点数を300点満点で算出し、
　受験生の得点とする。
　　(ａ)国語・算数・社会・理科の合計点。　　 (ｂ)国語・算数・社会の合計点を1.2倍する。
　　(ｃ)国語・算数・理科の合計点を1.2倍する。(ｄ)国語・算数の合計点を1.5倍する。

コース
教科型

ヴェルジェ〈エトワール〉
ヴェルジェ〈プルミエ〉 関学

4教科型（国算社理） ○ ○

3教科Ｓ型（国算社） ○ ○

3教科Ｒ型（国算理） ○ ○

2教科型（国算） ○

【配点】国語・算数：各100点（各50分）

コース
教科型

全コース

2教科（国算） ○

募集要項 Web出願の手引
試験日と募集人数 事前準備　　下記の 1～5を事前にご準備ください。

Web出願の流れ

出願

試験の種類 1次Ａ入試

1次Ａ入試

Ｅ入試

1次Ｂ入試

2次入試

1次Ｂ入試 2次入試Ｅ入試

試験日

集合時間

募集人員

1月14日（土）

8：30

約 140 名

1月14日（土）

16：35

約 20 名

1月15日（日）

8：30

約 20 名

1月15日（日）

16：35

若干名

セキュリティの観点からブラウザーは最新のものにアップデート
してご利用ください。

PDFを開くためのアプリケーション Adobe 社の「Adobe Acrobat Reader」、「Adobe Reader」
を推奨します。

A4サイズがカラー印刷できるプリンタ

受験に必要な「受験票」をカラー印刷します。A4サイズの白
い紙もご用意ください。パソコン、プリンタをお持ちでない
方は、本校にて用意していますので、ご来校いただいての申し
込みが可能です。（校内対応日を設けています）
※印刷の向きを「横」に設定して印刷してください。

写真は、5MB 以下の jpg ファイルをご用意ください。登録時
にアップロードしていただきますが、これ以上のデータ容量
の場合アップロードできません。

1

2

3

4

5

step 1

step 2

ご登録いただいたメールアドレス宛に出願完了や入金確認
のメールが届きます。常に受信できるメールアドレスをご
用意ください。「＠tezukayama.candy-s.jp」からのメール
が送信されますので、受信できるように設定してください。

・出願3ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽の写真。
・背景は無地に限ります。
・個人が特定しづらいものは使用できません。
・カラーのデータを使用してください。

メールアドレス
の登録

志願者情報の
入力

ID（メールアドレス）
とパスワード発行

マイページに
ログイン

マイページから出願開始
マイページの「出願する」ボタンをクリック後、
画面の指示に従って必要項目を順番に入力してください。

下記のクレジットカードを利用してネット上で支
払いが可能です。

クレジットカードをご用意いただき、画面指示に従っ
てカード名義人、カード番号、セキュリティコードを入
力してください。入力データはすべてSSL（Secure
Socket Layer）でデータ暗号化されます。

ご利用になるコンビニエンスストアを選択すると、出願
手続き完了ページにて、お支払い番号と支払い期限が表示
されます。

入学検定料のお支払い手続き
クレジットカード決済またはコンビニエンスストア決済（現金支払）が選択できます。
選択する支払い方法により以下の手順が異なります。
※Ｅ入試および2次入試の試験当日は【学校窓口支払い】が選択できます。

お支払い完了後、マイページから受験票を印刷
入金が確認されると登録済みメールアドレスに「出願完了メール」が送信されます。マイページの「受験票印刷」
ボタンをクリックし、受験票をA4サイズの白い用紙にカラー印刷、入試当日にご持参ください。

step 3

step 4

step 5

入試選択

クレジットカード決済を選択の場合

自宅にパソコンやプリンタがない場合は
どうすればよいですか？

下記のコンビニエンスストアで支払いが可能です。

コンビニエンスストア支払いを選択の場合

アンケート
回答

志願者情報の
確認

出願内容の
確認

出願手続き完了

コンビニエンスストアでお支払い出願手続き・お支払い完了

入学検定料のお支払いが完了すると出願の変更は一切できません。お支払い前に出願内容をしっかり確認してください。
コンビニエンスストア決済の場合、支払期限までに入学検定料のお支払いがない場合は、出願情報が無効になります。

・受験票の記載内容を必ず確認してください。
・受験票はキリトリ線で切り離してご持参ください。
・ご自宅にプリンタが無い方は、ご自宅以外（本校やコンビニエンスストア）のパソコンからでも印刷できます。

Web出願Q＆A

自宅以外のパソコンからも出願が可能です。自宅
にプリンタがない方は、コンビニエンスストアで
も印刷が可能です。また、11月14日より本校事
務局にお越しいただければ、出願のサポートを行
います。

メールアドレスがない場合は
どうすればよいですか？

メールアドレスは携帯電話やフリーメール
（gmail、Yahoo!メールなど）でも構いません。
ご登録いただいたアドレスには、マイページユー
ザー登録完了や入金完了、出願完了の確認メール
が送信されますので必ず登録してください。

携帯電話のメールアドレスも
登録できますか？

登録できます。携帯電話のアドレスの場合は
必ず下記ドメインの受信設定をしてください。

＠tezukayama.candy-s.jp

氏名や住所の漢字が登録の際にエラーに
なってしまいます。どうすればよいですか？

氏名の場合は漢字の代用にチェックを入れ、代替文
字もしくは、カナを入力してください。住所の場合
はそのまま代替の漢字を入力してください。本校の
入学手続きの際に、正しい漢字を登録できます。

出願完了後に入力内容の誤りに
気づいた場合変更はできますか？

入学検定料支払い後は、Web出願システムからの
変更はできません。どうしても修正が必要な場合
は帝塚山学院中学校事務局までご連絡ください。

出願完了後に出願内容を
確認できますか？

マイページの出願履歴よりご確認いただけます。
ID（メールアドレス）とご自分で設定されたパス
ワードでマイページにログインしてください。


