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南山国際中学校・高等学校	 
	 

〒470-0375	 愛知県豊田市亀首町八ツ口洞13-45	 
ＴＥＬ：0565-46-5300   ＦＡＸ：0565-46-5303 

本校の情報はインターネット・ホームページでご覧いただけます。	 

http://www.nanzan-kokusai.ed.jp	 

ご提出いただきました個人情報につきましては、個人情報保護に関する規程およびガ

イドラインに基づき、取り扱わせていただきます。詳細は上記ホームページでご覧い

ただけます。	 

	 

	 

	 
	 
	 
	 



１	 志願資格	 

	 南山国際中学校・高等学校に編入学を志願するときは、下記の志願資格を満たしていることが必要です。	 

（１）中学校編入学試験	 	 受験機会は、帰国時一度のみとします。	 
	 

Ａ．帰国生徒（以下の項目を満たす者）	 

１．親子ともに海外に在住し１学年または１年以上継続して海外の学校に在籍した者。	 

２．２０１５年１２月１４日以降に帰国した者。	 

３．該当学年と同等とみなしうる学校教育を受け、該当学年の学齢に達している者。	 

４．在学中は保護者または保護者に代わるものと同居ができる者。	 

Ｂ．留学経験のある生徒（以下の項目を満たす者）	 

１．２学年以上継続して、海外の正規の同一学校に在籍した者。	 

２．２０１５年１２月１４日以降に帰国した者。	 	 

３．該当学年と同等とみなしうる学校教育を受け、該当学年の学齢に達している者。	 	 

４．在学中は保護者または保護者に代わるものと同居ができる者。	 

（２）高等学校編入学試験	 	 受験機会は、帰国時直近一度のみとします。	 

Ａ．帰国生徒（以下の項目を満たす者）	 

１．親子ともに海外に在住し１学年または１年以上継続して海外の学校に在籍した者。	 	 

２．２０１５年１２月１４日以降に帰国した者。	 
ただし、第３学年に編入学を志願できるのは７月までとする。	 	 

３．該当学年と同等とみなしうる学校教育を受け、該当学年の学齢に達している者。	 	 

４．在学中は保護者または保護者に代わるものと同居ができる者。	 

Ｂ．留学経験のある生徒（以下の項目を満たす者）	 

１．２学年以上継続して、海外の正規の同一学校に在籍した者。	 	 

２．２０１５年１２月１４日以降に帰国した者。	 
ただし、第３学年に編入学を志願できるのは７月までとする。	 	 

３．日本の中学校・高等学校と同等とみなしうる学校教育を受け、編入学を希望する学年の学齢に達している者。	 	 

４．在学中は保護者または保護者に代わるものと同居ができる者。	 

２	 募集人員	 
	 

・	 各学年、年間５名程度	 
	 

３	 提出書類	 
１	 入 学 願 書	 	 （本校所定用紙）	 

２	 身 上 書	 	 （本校所定用紙）外国人生徒の場合は、外国人登録証明書等の書類を添付のこと。	 



	 

３	 成 績 証 明 書	 	 	 

	 ・中学編入学考査	 ：過去２年分の成績証明書。海外の学校で成績証明書が出ない場合は、成績に	 
関する書類のコピーで可。	 

	 ・高校編入学考査	 ：中学校１年生からの成績証明書。海外の学校で成績証明書が出ない場合は、	 	 	 
成績に関する書類のコピーで可。	 

	 
・その他ＴＯＥＦＬ等、資格を証明するものがあれば提出がのぞましい。	 

	 

	 ４	 

A	 帰国生徒	 
：本校所定用紙による保護者の出向元会社の長の証明書またはそれに代わるもの。	 

	 海外在留証明書	 
	 

	 
B	 留学生	 

：本校所定用紙による保護者の所属機関の長の証明書またはそれに代わるもの。	 
	 在職証明書	 

	 
	 
５	 パスポートの写し	 ：本人が確認できるページおよび出国・帰国年月日が確認できるページの写し。	 

	 
	 
６	 顔 	 	 写 	 	 真	 ：４月２日以降の編入生は２枚。（４月１日編入生は不要）	 

	 （縦３cm、横２.５cm、裏に学年・氏名を明記すること）	 

その他、必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。	 

（注）書類は出願期間内にお願いします。（持参の場合は、事務取扱日を確認のうえ、来校ください。郵送可）	 

	 	 	 	 	 	 提出されました書類はお返ししませんので、保管の必要なものはコピーを提出してください。	 

本校所定用紙はホームページからもダウンロードできます。	 
	 

４	 	 受	 験	 料	 	 

	 	 	 １５,０００円	 （試験前日までに直接持参してください）	 

	 

５	 出願期間・試験日・合否結果・学籍発生日	 
出願期間（郵送の場合は必着）	 編入学試験日	 学籍発生日	 

2016年	 3月10日（木）～2016年	 3月16日（水）	 3月23日（水）	 4月	 1日（金）	 

2016年	 6月23日（木）～2016年	 6月29日（水）	 7月	 6日（水）	 7月11日（月）	 

2016年12月12日（月）～2016年12月16日（金）	 2017年1月18日（水）	 2017年1月23日（月）	 

・	 合否結果は、試験翌日に簡易書留速達郵便で発送します。	 
・	 海外の日本人学校を卒業見込みの者で、2017年度に高校１年に編入学する場合は、2017年1月18日（水）に受験
してください。学籍発生日は、2017年4月1日（金）です。	 

・	 また、海外の日本人学校を卒業見込みの者で、2016年4月1日に高校1年に編入学を希望する場合は、2015年度編
入学募集要項をご参照ください。(2016年1月13日(水)の受験となります)	 

６	 選考方法	 

	 	 １．書類審査（不備の場合のみ連絡します）	 

	 	 ２．編入学試験・面接	 ８時４５分集合	 

①	 	 ９時１０分～１０時００分	 国	 語	 （中学）	 小論文	 Ｉ	 	 （高校）	 

②	 １０時０５分～１０時５５分	 数	 学	 （中学）	 小論文	 II	 	 （高校）	 

③	 １１時００分～１１時５０分	 英	 語（リスニングと英語の作文を含む）	 

④	 １２時００分～	 面	 接（受験生と保護者別々に行う。一組約１５分）	 
	 	 	 

・	 携行品：受験票・鉛筆・消しゴム	 

・	 中学3年の学齢(4月から高校1年)で3月に受験する場合、受験科目は、国語･数学･英語(中学)となります。	 



７	 事前相談とお問い合わせ	 

１．本校の建学の理念や教育内容等を十分にご理解のうえ志願していただきたく、出願前に保護者･お子様ともに、
必ずご来校ください。	 

２．編入学のお問い合わせは、出発前・一時帰国中または海外駐在中を問わず、いつでもお気軽にお寄せください。	 
	 

８	 入	 学	 金	 

	 

項	 	 	 	 目	 金	 	 	 	 	 	 額	 

入	 	 	 	 学	 	 	 	 金	 ２００,０００円	 

・	 合格決定後、１週間以内に納入してください。入金が確認できない場合、入学を取り消すことがあります。	 
・	 中学から高等学校に入学の際にも、所定の入学金が必要となります。	 

９	 納	 入	 金	 

	 	 （１）授業料・施設設備費	 

項	 	 	 	 	 目	 
中 学 校 ・ 高 等 学 校	 

月	 	 	 額	 年	 	 	 額	 

授 業 料	 ３８,０００円	 ４５６,０００円	 

施 設 設 備 費	 ８,０００円	 ９６,０００円	 

計	 ４６,０００円	 ５５２,０００円	 

	 	 	 	 	 	 授業料等は３か月ごとに、年４回、銀行口座からの振り替え（引き落とし）で納入していただきます。	 

	 	 （２）ＰＴＡ・生徒会費	 

生 徒 会 入 会 金 	 ２００円	 

	 

項	 	 	 	 目	 月	 	 	 額	 年	 	 	 額	 備	 	 	 考	 

Ｐ Ｔ Ａ 会 費	 １,０００円	 １２,０００円	 世帯単位	 

生 徒 会 費	 ３００円	 ３,６００円	 	 

計	 １,３００円	 １５,６００円	 	 

（３）スクールバス（交友会）会費（利用者のみ）	 	 

入 会 金	 ２０,０００円	 	 

年 会 費	 
浄	 水	 線（保見経由を含む）	 	 	 	 	 １０３,６８０円	 	 

豊	 田	 線（五ケ丘経由を含む）	 	 	 	 	 １０３,６８０円	 	 

	 

《参考》・学年費（年額）：学年により異なりますが、１０,０００円～４０,０００円程度必要となります。	 
	 

	 
本校は、2022年度末をもって閉校することになりました。詳しくはホームページをご覧ください。	 

① 2018 年度	 中学 2，3 年生、高校生の編入学試験は行います。	 

2019 年度	 中学 3 年生、高校生の編入学試験のみです。年度末をもって中学校を閉校します。	 

2020 年度	 編入学試験は高校生のみです。	 

2021 年度	 編入学試験は高校 2，3 年生のみです。	 

2022 年度	 編入学試験は高校 3年生のみです。年度末をもって高校を閉校します。	 

② 2016 年度の編入試験につきましては、変更はありません。	 


