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平成 31 年度 清風南海中学校入試要項 
 

毎年、難関国公立大学へ多くの生徒が入学している清風南海高等学校へ進学を希望する者を募集します。 

受験勉強のみに偏らないように配慮して、安心、尊敬、信頼される人物の育成を目指しています。独自のカ

リキュラムによる６か年一貫教育を実施します。（本校所定の課程を終えて、清風南海高等学校に進学するに

足ると認められた者に入学が許可されます。） 

 

 コース  

 

◎スーパー特進コース 

東大、京大など超難関国立大学への現役合格を目指します。 

◎特進コース 

京大、阪大、神大など難関国立大学への現役合格を目指します。 

*「スーパー特進コース」と「特進コース」間において、成績により学年毎に入れ替えを行います。 

 

 募集人員  

 

 スーパー特進 特 進 計 

ＳＧ入試    約２０名       約２０名   

Ａ入試    約７０名     約１３０名    約２００名  

Ｂ入試    約２０名      約３０名      約５０名   

計   約１１０名    約１６０名    約２７０名  

※男女の比率はおおよそ６：４の割合で募集します。 

 

 受験料  

20,000 円（ＳＧ・Ａ・Ｂ入試とも） 

 

 出願期間 【ネット出願のみ】 

 

ＳＧ入試 平成 30 年 12 月 3 日（月）9:00 ～ 平成 31 年１月 17 日（木）21:00 

Ａ入試  平成 30 年 12 月 3 日（月）9:00 ～ 平成 31 年１月 17 日（木）21:00 

Ｂ入試   平成 30 年 12 月 3 日（月）9:00 ～ 平成 31 年１月 21日（月）21:00 

 

ネット出願申し込みホームページは本校ホームページ(http://www.seifunankai.ac.jp)にあります。 

※Ｂ入試の最終日出願の検定料支払はクレジットカード払いで支払ってください。 

※インターネットの利用が出来ない方は、12 月 6 日（木）までに本校へお問い合わせください。 

 

 試験当日の提出書類  

 

パソコン・スマートフォンで印刷した入学志願書・受験票、または、実際の写真を貼り付けた入学志願書・

受験票を試験当日持参してください。 

 

 試験日  

 

ＳＧ入試  平成 31 年１月 20 日（日）(開門 7:00) 

            （8:20 集合 8:50 試験開始） 

 

Ａ入試   平成 31 年１月 20 日（日）(開門 7:00) 

３・４教科アラカルト型（8:20 集合 8:50 試験開始） 

３教科型       （8:20 集合 8:50 試験開始） 
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Ｂ入試    平成 31 年１月 22 日 (火) (開門 7:00) 

３・４教科アラカルト型（8:20 集合 8:50 試験開始） 

３教科型       （8:20 集合 8:50 試験開始） 

 

●いずれも試験開始時刻１０分前までの遅刻は受験を認めます。 

 

 試験科目  

 

ＳＧ入試 （スーパー特進コースのみ）  

 国語 算数 理科 

試験時間 8:50～9:50 10:05～11:05 11:20～12:00 

時  間    ６０分   ６０分   ４０分 

配  点   １２０点  １２０点   ８０点 

 

(1) 次の①～③の方法で計算した受験生の得点を比較して、高得点の方をその受験生の得点とします。 

① ３教科の合計得点を 1.25 倍して、得点を出します。（４００点満点） 

② 国語・算数の合計得点を 400 点満点で換算して、得点を出します。（４００点満点） 

③ 算数・理科の合計得点を 400 点満点で換算して、得点を出します。（４００点満点） 

(2) 英語検定資格（CEFR【ヨーロッパ言語共通参照枠】の分類で A2 以上）を有する受験生については、 

以下の対応を行います。 

・英語検定資格を有する受験生は、下記の表により加点して合否判定します。 

・英語検定資格を有する受験生は、特進コースへの回し合格があります。 

・英語検定資格の代表的なものは以下のとおりです。その他の英語検定資格については本校までお尋ね 

ください。 

表 英語検定資格の CEFR 対照表と加算点 

CEFR 英 検 
GTEC 

Core～CBT 
IELTS 

TOEFL 

iBT 

TOEFL 

Junior 

※TOEIC 

L&R/S&W 

合格判定

加算点 

A2 準 2 級 690～   645～ 625～ + 10 

B1 2 級 960～ 4.0～ 42～ 745～ 1150～ + 50 

B2 以上 準1級以上 1190～ 5.5～ 72～ 850～ 1560～ +100 

※TOEIC L&R(各 495 点)、TOEIC S&W(400 点×2.5) を合算したスコア(1990 点満点)で判定する。 

・英語検定資格を有することを証明するもの（合格通知、合格証書（証明書）等のコピー）を平成 31 年 

1 月 18 日(金）（必着)までに郵送してください。 

●ＳＧ入試とＡ入試を併願することができません。 

●ＳＧ入試の終了時間は、12:00 の予定です。試験終了後、志望校調査(アンケート方式)を実施します。 

 

Ａ・Ｂ入試 

３・４教科アラカルト型 

 国語 算数 理科 社会 

試験時間 8:50～9:50 10:05～11:05 11:20～12:00 12:15～12:55 

時  間 ６０分 ６０分 ４０分 ４０分 

配  点 １２０点 １２０点 ８０点 ８０点 

 

次の①～②の方法で計算した受験生の得点を比較して、高得点の方をその受験生の得点とします。 

① ４教科の合計得点を出します。（４００点満点） 

② 国語・算数・理科の合計得点を 1.25 倍して、得点を出します。（４００点満点） 

 

３教科型 

 国語 算数 理科 

試験時間 8:50～9:50 10:05～11:05 11:20～12:00 

時  間 ６０分 ６０分 ４０分 

配  点 １２０点 １２０点 ８０点 
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国語・算数・理科の合計得点を 1.25 倍して、得点を出します。（４００点満点） 

●スーパー特進コースが不合格の場合でも、特進コースへの回し合格があります。 

●特進コース入学希望者がスーパー特進コースの合格基準に達していればスーパー特進コースに合格と 

なります。ただし、この場合、入学後のコースは、受験生本人が選択できます。 

●Ａ・Ｂ入試の終了時間は３・４教科アラカルト型 12:55、３教科型 12:00 の予定です。 

●試験終了後、志望校調査(アンケート方式)を実施します。 

 

 出願資格  

 

平成 31 年 3 月小学校卒業見込者 

 

 合格発表  

 

以下の日程で本校第一体育館に掲示します 

ＳＧ入試     平成 31 年 １月 21 日（月）14:30～16:30 

Ａ入試       平成 31 年 １月 21 日（月）14:30～16:30 

Ｂ入試    平成 31 年 １月 23 日（水）14:30～16:30 

 

両日とも、14:30 から本校ホームページで発表いたします。 

合格者発表の際、お渡しする書類がありますので、必ず来校してください。 

合否結果に関する電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。 

 

 入学手続  

 

ＳＧ入試     平成 31 年１月 22 日（火）14:00 締切 

Ａ入試       平成 31 年１月 22 日（火）14:00 締切 

Ｂ入試       平成 31 年１月 24 日（木）14:00 締切 

締め切り時刻までに、納入すべき学費を、学校指定の振込用紙にて銀行振込により納入してください。 

※指定された日時までに学費を納入しない場合は、入学許可は取り消しとなります。 

 

 合格者集合日  

 

合格者は平成 31 年１月 26 日（土）14:00 に集合し、手続きをしてください。 

 

 制服採寸・物品販売  

 

手続きを終えられた方に対し、平成 31 年１月 27 日（日）10:00～14:00 の間に制服採寸と入学後に必要な

物品販売を行います。 

 

 学費  

 

入学時に納入すべき学費については合格発表の時にお渡しする書類を参照してください。 

なお、授業料は学則により年３回（ただし、第３学年は年２回）に分納していただきます。入学時は費用が

かさむので第１学期の授業料の一部を第２期・第３期に分割しています。 

いったん納入された入学金は理由の如何にかかわらず返却しません。 

 

学費内訳 

入学金      220,000 円 

授業料      660,000 円（2 月・9 月・1月に分納） 

施設拡充費   60,000 円（2 月・入学時のみ） 

 

※授業料等は平成 30 年度の額です。経済情勢等により変更する場合があります。 
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 受験に関しての注意  

 

受験生は、試験開始時刻の 30 分前までに本校試験場に入ってください。 

1．受験票、筆記用具（HB鉛筆・シャープペンシルも可・消しゴム・定規）、上履は、試験当日必ず持参 

してください。（受験票を忘れたときは事務室に申し出てください。） 

2．受験場入口で上履きに履き替えて、受験場に入ってください。（下履きを入れる袋を持参してください。） 

3．携帯電話、スマートフォン等の電子機器類、通信機能あるいは計算機付き時計の持ち込みは禁止です。 

4．時計のアラームは、試験終了まで鳴らないように切っておいてください。（受験場には時計があります。） 

5．試験時間中、机の上に置けるものは、受験票、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、定規です。 

（コンパス、分度器は必要ありません。）それ以外は、カバンの中に入れてください。 

6．必要な人はハンカチ、ティッシュペーパー、マスクなどを持参してください。 

7．校内の「立入禁止」と書かれた掲示から先には立ち入ってはいけません。エレベーターは、使用しては 

いけません。また廊下等に備え付けてあるロッカー及びくつ箱も使用できません。 

8．受験生は、試験がすべて終了するまで受験場から出ることはできません。困ったことがあれば、監督の 

先生に申し出てください。 

 

 保護者様へのお願い  

 

保護者の方は受験場には一切立ち入りできません。受験生に急用がある場合は事務室までご連絡ください。 

なお、保護者の休憩所は、１Ｆのカフェテリアをご用意しております。ご利用の方は、必ず下履きを入れる 

袋をご持参ください。 

本校入試、合格発表、合格者集合日の際は、車でのご来校はご遠慮ください。周辺道路はすべて駐車禁止 

です。また、停車もご遠慮ください。やむを得ず車を御利用される際は、校外の有料駐車場をご利用ください。 

 

 その他  

 

宗教教育の一環として、入学後４月に高野山修養行事を行います。 

入学手続、教科書、その他学用品の購入、入学式等については合格発表時に改めて通知します。 

海外帰国児童入学制度があります。希望者は、出願受付期間内に本校入試広報部まで電話連絡してください。 

 

 志願者の個人情報の保護について  

 

「個人情報の保護に関する法律」の施行にともない、当学園では個人情報の取り扱いについて「個人情報保

護の基本方針」を定め、それに基づいた「個人情報保護に関する規定」を制定しております。入学試験の出願

に際して志願者から提供された個人情報は、志願者への連絡や入学試験データおよび入学者データとして利用

し、適正な管理と保護に努めます。 

 

 郵送先  

 

〒592-0014 大阪府高石市綾園 5丁目 7番 64 号  清風南海学園 事務室  電話:072-261-7761(代) 


