
2020．6月現在 

【2021年度】関西国際学園 初等部 新入生募集要項 
 

 関西国際学園は日本在住の１年生から６年生の日本人・外国人の児童を対象とした、株式会社設立の初等

教育機関です。主要科目 を日英両言語で指導するバイリンガル教育を実施しており、日本語を指導言語と

する学校としては世界初の国際バカロレア PYP 校です。 

 編入については随時ご相談に応じます。 

 

１．受験対象年齢について 

2021 年度 第 1 学年 (2014 年 4 月 2 日～2015 年 4 月 1 日に生まれた者) 

対象年齢について：年齢の確認のため出生届の提出をお願いすることもあります。 

 

２．受験の流れ 

 

1．募集対象         2021年度 新 1年生 

 

2．募集定員         48名（1クラス定員 16名） 

              

3．学校説明会・見学会 （ホームページより ※要予約） 

   

     場 所：関西国際学園 初等部 

 

    入学願書販売：一部 1,500円 

 

＊学校説明会・見学会に参加をご希望の方は、ホームページよりお申込みください。  

ご不明な点、ご質問等ございましたら、ご遠慮なく初等部までお問い合わせください。 

関西国際学園 初等部 Tel. 078－882－6680  

 

4．願書提出        願書提出先：〒657-0864 神戸市灘区新在家南町 4－1－31 

関西国際学園 初等部 

                      
出願書類は一部 1,500 円で販売いたします。 

願書は、下記の条件で販売いたします。 

・受験対象年齢のお子様お一人につき一部 

・学校説明会、学校見学会へご参加をいただいた方 

＊願書提出の際には、下記の書類を関西国際学園初等部事務局まで提出してください。 

 1) 入学願書 

必要事項を記入の上、受験者の写真を貼付ください。写真は 

・3 か月以内に撮影したもの 

・スナップ写真不可 

・単身・脱帽 

・裏面に氏名を記入 

・カラー、白黒可 

保護者欄には、現在または将来において継続して志願者の養育をされる方をご記入の上、写真

を貼付ください。ご事情がある場合はどちらか一名で結構です。なお、ここに記載された方に

面接を受験していただきます。 



 

 

2) 入学考査受験票 

必要事項を記入の上、「入学願書」に使用したものと同一の写真を貼付してください。 
受験票が受験日前日までに届かない場合は、関西国際学園初等部（078－882－6680）まで
ご連絡ください。届きました受験票は、考査当日必ずご持参ください。 

3) 受験票返信用封筒 

送付先住所、志願者、保護者氏名を明記してください。 

4）考査結果通知用タックシール 

送付先住所、志願者、保護者氏名を明記してください。 

5) 入学考査料振込用紙、納入手続き後の受領証コピーを願書所定欄に貼付してください。 

6) 現時点を含む過去 3 年間の学習記録・成績表 

  

 

 

7) 出生届：健康保険証等で生年月日が確認出来るもののコピー 

8) 医者による健康診断書：「健康面において、学校生活に支障なし」という内容の証明をいただい

てください。 

9) 内申書：担任の教師・校長・カウンセラーなど、お子様をよく知る方より関西国際学園に直接送 

  付、または封をされた状態で提出 

 

 

 

 

    

＊出願書類はすべて黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。 

＊入学考査料、その他出願の際に発生した諸費用につきましては、理由の如何を問わず、ご返金できません。 

   

以上を出願書類送付用封筒に封入の上、上記出願期間内に簡易書留速達で送付いただくか、直接関西

国際学園初等部窓口まで持参ください。 

全書類がきちんと揃っているかどうかは提出の際にご確認ください。送付していただく書類は入学資

格を審査するものとなりますので、確実にお願いいたします。 
 

◆諸日程 

  入学考査日程 出願受付期間 合格発表 入学手続き 

第 1 回目 

（内部生） 

9 月 12 日(土) 

13 日(日) 

8 月 24 日(月)～9 月 2 日(水) 9 月 18 日(金)まで 9 月 23 日(水)まで 

第 2 回目 10 月 24 日(土) 10 月 5 日(月)～10 月 14 日(水) 10 月 30 日(金)まで 11 月 4 日(水)まで 

第 3 回目 1 月 23 日(土) 1 月 6 日(水)～1 月 13 日(水) 1 月 28 日(木)まで 2 月 1 日(月)まで 

 

 

5．考査および面接 

 

児童筆記試験・集団試験：8:30～12:00(予定) 

保護者面接（願書の保護者欄に記載されている方）：考査日の内 30分程度(予定) 

入試科目については下記事項が考慮されます。 

 

 

 
 
 
 

＊内部生（関西/さくらインターナショナルスクールに在籍の生徒）について 

年少から年長の 3 年間の成績表を出力し、願書に同封してください。 

＊内部生（関西/さくらインターナショナルスクールに在籍の生徒）について 

願書を提出する旨を担任または各校マネージャーにお伝えしてください。幼稚園部担任より初

等部へ内申書を送付いたします。 

・保護者面接(30 分程度) 

・日本語による筆記試験（かず、ことば）  

・集団授業の受講（日本語の授業、英語の授業） 

 



 

３．合格発表 

 

上記期日までに、郵送で通知いたします。 

考査内容や結果に関わる電話等でのお問合せにはお答えできません。 

 

 

４．合格者について 
 

1. 入学手続き  

  合格通知を受け取られた方は、期日までに、指定口座へ入学金をお振り込みください。  

 

2. 新入生オリエンテーション  

《日時：2020年 11月 18日(水)9:00～ 神戸校ブラックボックスシアター（予定）》 
《第 3 回入学試験合格者向け：2021 年 2 月 3 日(水)9:00～ 神戸校ブラックボックスシアター（予定）》 

 ＊制服・体操服・物品の申し込みをしていただきます。 

合格者の方は必ず出席をお願いいたします(＊保護者の方のみ)。 

 

3. 授業料、物品購入費のお支払  

  授業料：詳細は、新入生オリエンテーションでご説明いたします。 

 

4.入学前全新入生合同オリエンテーション 

 ※詳細につきましては、合格者に対し、別途ご連絡をさせていただきます。 

 

 

５．授業料等一覧 
 

※スクールバス六甲便を帰り便のみご利用の場合、¥5,000となります。 
 
 
 
 

願書  \1,500 

入学考査料  \25,000 

入学金(*1)  \1,000,000 

入学保証金 卒業時に返却 \100,000 

施設費  初年度\500,000 

次年度より\100,000 

授業料  \150,000/月  

教育・施設充実費  ￥32,000/月 

給食費 4月～11月、1月～2月 ￥11,000/月 

12月、3月 ￥8,000/月 

留学プログラム積立金 任意 ￥0 or ￥20,000/月 

バス運行協力費【暫定】 六甲便 ￥8,500/月 

新神戸便 ￥11,000/月 

東大阪便 ￥27,500/月 

天王寺便 ￥30,500/月 

明石便 ￥30,000/月 

特別強化 ESL・JSL 授業料

(*2) 

 ￥5,000/回 

物品購入費 制服・体操服・かばん・その他 ￥100,000～ 

配送手数料 物品配送諸経費 \2,500 

寄付金  ￥100,000～/一口～ 



 

 
(*1)【入学金 兄弟姉妹割引】 
 入学金 \600,000 
 ※入学年度に兄弟姉妹が G1-G12に在籍していることを条件といたします。 
 
(*2)【特別強化 ESL・JSL】 

学園から提案を受けた場合のみ、必ず受講をしていただきます。 
 
 
【その他】 

・教材費、校外学習、出前授業などの費用を月ごとにお支払いいただきます。 
・G4以上の学年での編入学の場合、G6前期までの成績（英語・日本語科目）において、一定の基準
を満たす者のみ、中等部進学の際に内部生扱いとします。 
・夏の 3週間に「サマースクール」を実施いたします。（参加任意：料金別途） 
・入学金、施設費、授業料、その他一度納入いただいたものはいかなる理由があっても払い戻しは
いたしかねます。また、その他諸雑費は随時申し受けることがあります。 
・経済情勢その他、国政の変更（消費税の変更や法人税の変更など）に伴い、やむを得ず授業料等
の改正を行うことがあります。その際はできる限り早い段階でお知らせをいたします。 

 
 

６．特待生制度 
 
学園の定める一定以上の能力を持つ生徒に与えられます。 
定員：若干名 
入学試験：願書提出前に特待生入学試験希望調査書を提出していただきます。子どもの受験と保護者
の面接は必須です。  
免除項目：授業料の一部が免除されます。 
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