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注意事項 

 ※入試詳細や学校情報は、本校ホームページに掲載します。なお、試験日程・内容・実施方法等 

  については、今後の新型コロナウィルス感染症などの状況により追加・変更する可能性があり 

ます。 

  変更がある場合には、本校ホームページにおいて周知します。 

  

 

本校のホームページ 

 https://shiba-kokusai.ed.jp 

 

 

 

 

https://shiba-kokusai.ed.jp/
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◆出願について ※全世界入試は下記日程のうち 1回のみ受験可能です 

入試区分 １０月３０日(日) １１月６日(日) 

コース 
国際生コース：ADVANCEDクラス 

国際生コース：COREクラス 

募集人員 ２月までの全入試日程を通して、ADVANCEDクラス １５名・COREクラス ２０名 

受験資格 

以下の資格をいずれも満たしている者 

〇現在海外に原則 1 年（２０２３年３月時点）以上滞在しており、コロナ 

ウィルス感染拡大等で日本に帰国できない者 

〇保護者の転勤等に伴って海外で教育を受けた者で、日本の小学校またはこれ 

に準ずる海外における学校を卒業見込みの者または同等の学力を有する者 

出

願

手

続 

出願期間 

日本時間 
１０月１日(土)～１０月２７日(木) １０月１日(土)～１１月３日(木) 

出願方法 インターネット出願したうえで、下記の提出書類を郵送してください 

提出書類 

① 本校所定の『在留証明書』またはパスポートのコピー 

② 在籍校の直近の成績を証明するもの 

③ 本校所定の『活動・学習履歴書』 

④ 本校所定の『志望理由書』 

⑤ その他（英検合格証写等自己ＰＲになるもの） 

受験料 
２５，０００円 

※クレジットカード・コンビニ ATM・銀行 ATM・ペイジー等でお支払いください 

 

※提出書類についての注意点 

① パスポートのコピーは、顔写真ページと出入国ページをコピーしたもの。 

② 在籍校の直近の成績を証明できるものをコピーしてください。 

③ 本校のホームページより『活動・学習履歴書』をダウンロードし、ご記入ください。 

④ 本校のホームページより『志望理由書』をダウンロードし、ご記入ください。 

芝国際中学校の１期生としてあなたが入学後してみたいことを ADVANCEDは英語 essay300語以 

内、COREは日本語作文 600字以内で自由に書きなさい。黒の筆記用具で濃くはっきりと自分の 

字で書くこと。 

⑥  その他、英検合格証など、自己ＰＲになるものがありましたら、コピーを提出してください。 
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◆インターネット出願のながれ 

１⃣ インターネット出願サイト 

  出願が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイト（miraicompass）へリンクする 

バナーを設置します。そちらから出願サイトへ移動してください。 

２⃣ＩＤ（メールアドレス）登録 

  出願サイトにメールアドレスをＩＤとして登録してください。緊急時にもすぐに確認できる 

  メールアドレスを登録してください。イベント予約等で既にメールアドレスを登録済みの方 

は、そちらのＩＤをお使いください。 

３⃣ ログイン／マイページ 

  出願サイトに登録したメールアドレスを使ってログインしてください。マイページが表示され 

ます。 

4⃣ 出願情報入力 

  画面の指示に従い、志願者情報を入力してください。 

５⃣ 受験料の支払方法を選択 

  受験料のお支払いは、クレジットカード・コンビニ ATM・銀行 ATM・ペイジー等から選択でき 

ます。お支払いには別途手数料がかかります。本校窓口でのお支払い・お取り扱いはできま 

せん。一旦納入した受験料は返金できません。 

6⃣ 入学願書・受験票印刷／顔写真貼付 

顔写真データをアップロードしたうえで、受験料お支払完了後、マイページから入学願書・ 

受験票を印刷してください。 

７⃣ 出願書類の郵送 

  在留証明書（またはパスポート写）、在籍校の直近の成績を証明できるもの、活動・学習履歴

書、志望理由書（ADVANCEDクラス志望者は「英語 essay」、COREクラス志望者は「日本語作文」）

と、その他、英検等の合格証の写等自己ＰＲとなるものを、できるだけ書類を折らずに入れら

れるＡ4サイズの封筒に宛名状を貼り、郵送してください。 

  ※『在留証明書』、『活動・学習履歴書』、『志望理由書』については、本校ホームページより 

ダウンロードしてください。 

  ※出願締め切り日までに必着とします。郵便事情が悪い地域についてはご相談ください。 

郵便事情で郵送が困難な場合は、提出方法をお知らせいたします。 

 

※提出先 

【郵送】〒１０８-００１4  

東京都港区芝4-１-３０  芝国際中学校 行 

 

※封筒の表面に赤字で、 ●月●日入試書類在中 と記載してください。 

※郵便事情が悪い地域にお住まいの方は、下記までお知らせください。 

     kouhou@shiba-kokusai.ed.jp   

  件名に【全世界入試提出書類についての相談（受験生のフルネーム）】と入れてください。 

mailto:kouhou@shiba-kokusai.ed.jp
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◆入学試験 

 ○出願いただいた受験生の登録アドレスに、入試時間とＺＯＯＭのＵＲＬをお知らせします。 

 ○当日は、英語または日本語で受験生と保護者の面接を行います。 

  ADVANCEDクラス志望の受験生には日本語での質問もあります。また、COREクラスの受験生の 

  うち一定程度の英語力を有する者には、英語で質問することもあります。 

 ○入試時間１０分前に入室できるようにしますので、それまでに受験生と保護者の方は、待機し 

てください。 

 ○事前に通信環境の確認を行っておいてください。 

  

◆合格発表について 

  

１０月３０日(日)入試 １１月６日(日)入試 

日本時間 １０月３１日（月） 

     １１:００ 

日本時間 １１月７日（月） 

     １１:００ 

 

 ○合格発表は、ＷＥＢで行います。発表時間に本校ホームページ内の「合格発表・入学手続きの 

手順」よりご確認ください。 

 ○メールや電話での合否の問合せはご遠慮ください。 

 ○合格後の特待や上位コースを希望する場合には、日本入試を受験してください。 

 〇入学手続き終了後、合格証書と「入学のしおり」のデータをメールでお送りします。合格証書 

の実物は日本で手渡しさせていただきます。 
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◆入学手続について 

手続期間 日本時間 １１月１２日(土) １５:００ ＷＥＢ手続き完了 

手続方法 
インターネット入学手続金決済 

※インターネット入学手続金決済は終日可能です 

入学手続時 

納入金 
入学金 ３００，０００円 

※参考 

特待生制度 

※日本入試を受験し、試験の得点が上位の者には、下記の特待を出します 

【Ｓ+特待】 入学金・施設整備費・３年間の授業料・学校指定の留学費用免除 

【Ｓ特待】  入学金・施設整備費・３年間の授業料免除 

【Ａ特待】  入学金・施設整備費・１年次の授業料免除（年次更新） 

【Ｂ特待】  入学金・施設整備費・１年次の授業料半額免除（年次更新） 

入学準備説明会 

２０２３年２月１１日㈷ ９:３０集合完了 

場所：芝国際中学校 １１階アリーナ 

※当日連絡無く欠席した場合には、入学を辞退したものとみなします 

※やむを得ない事情がある場合は事前にご連絡ください 

※制服採寸の順番によっては、午後にかかる場合もあります 

※海外にお住まいの方は、代理人の出席をお願いします 

 

【内容予定】 

  入学式について 

  今後の予定について 

  入学式までの課題について 

  デバイスの準備について・各種アプリ等の設定について 

  オリエンテーション合宿について 

 

※入学手続きについての注意点 

 ○期間内に入学手続きを完了されない場合には、入学許可となりませんのでご注意ください。 

 ○一旦納入いただいた入学手続き納入金は返金いたしません。ただし、日本入試で特待生と 

なった場合には、入学金を返金いたします。 
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◆学費等について（予定） 

学納金等 

 

入学時 

入学金 ３００，０００円 

年間 

授業料  4８０，０００円 

教育充実費 (ADVANCED)    １５０，０００円 

      (CORE)       ９０，０００円 

IT充実費             ３０，０００円 

施設整備費           ７０，０００円 

冷暖房費            １５，０００円 

水道光熱費            ２０，０００円 

図書費              ２，５００円 

 生徒会費             ８，０００円 

保護者会費           １２，０００円 

預かり金（卒業時精算） 

  教材費・模試費 (ADVANCED)  １８０，０００円 

         (CORE)    １５０，０００円 

  あらたに追加でお預かりすることもあります。 

≪参考≫ 

旅行積み立て（中２研修旅行・中３修学旅行・高２修学旅行） 

  １年次の７月より、年間約２１０，０００円を授業料とともに引き落としさせていた 

だきます。コースその他によって金額は変わりますので、高２の修学旅行終了後、精算 

させていただきます。 

ＩＣＴデバイス  ＰＣ  （学校購入または各自で用意・スペック指定） 

  変更になる場合もあります。詳細は入学準備説明会（２月１１日）でお伝えしますので、 

それまでは購入を控えてください。 

オリエンテーション合宿（1年時２泊３日） 

 4０，０００円（予定）を授業料とともに引き落としさせていただきます 

 

※詳細は入学準備説明会（２月１１日）にご説明します 

 

奨学金制度 
入学後、成績優秀者に対する奨学制度や、家計状況急変等の場合に授業料等の減

免制度があります。 
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◆入学試験についてのＱ＆Ａ 

入試準備について 

 

Ｑ．事前に提出する志望理由書はどのくらい書けばよいでしょうか？ 

  また、パソコン等で入力したものを印刷して提出できますか。 

Ａ．志望理由書は、ADVANCEDは英語 essay300語以内、COREは日本語作文 600字以内で書いてくだ 

さい。黒の筆記用具で濃くはっきりと、受験生が書いてください。 

 

Ｑ．面接官は何人ですか？ 

Ａ．２人です。ネイティブ教員と日本語の教員が対応します。 

 

Ｑ．出願は何回出しても大丈夫ですか？ 

Ａ．全世界入試は１回のみ受験できます。また、１１月、１２月の国際生入試（日本入試）あるい 

は２月入試は２回とも受験可能です。（受験料は全世界入試を合わせて１回のみ。受験番号も 

共通です。） 

 

Ｑ．願書の提出は必要ですか。 

Ａ．受験票を印刷すると願書も印刷されますが、提出は必要ありません。ただし、必ず顔写真を 

アップしておいてください。 

 

入試当日について 

 

Ｑ．家庭の通信が不良となった場合にはどうしたらよいですか。 

Ａ．一旦ＺＯＯＭから退出いただき、もう一度入室しなおしてください。それでも通信が悪いよう 

  ならあらためてメールで指示を出します。慌てずに連絡をお待ちください。 

 

Ｑ．当日用意しておくものはありますか。  

Ａ．受験票とパスポートを用意しておいてください。画面上で本人確認させていただきます。 

 

合否について 

 

Ｑ．第一志望の ADVANCED コースに不合格だった場合に、CORE コースの合格基準に達していれば、 

そちらに合格になることはありますか？ 

Ａ．あります。その場合 COREコースの合格を確保した上で、日本での１１月、１２月入試と２月 

入試を受験して ADVANCEDコースに挑戦することができます。 
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Ｑ．合格者の男女比率はどのようになっていますか？ 

Ａ．本校では入試得点によって合否を決定します。男女比は特に定めていません。 

 

Ｑ．ボーダーラインぎりぎりや上位コース合格となった場合、入学してから授業についていけるの 

か不安です。 

Ａ．授業についていけるだけの能力が十分あると判断した受験生にしか合格を出していませんの 

で、ご安心ください。 

 

 

国際生について 

 

Ｑ．現在日本に住んでいますが、全世界入試を受験することはできますか。  

Ａ．現在日本にお住まいの方は、受験することはできません。海外にお住まいの方のみ受験可能 

です。 

 

Ｑ．国際生の出願資格を教えてください。 

Ａ．国際生入試の出願資格に記載の通りです。詳しくは入試担当までご相談ください。 

 

Ｑ．国際生入試と一般生の２月入試の両方を受験できますか？ 

Ａ．受験できます。受験料は１回のみのお支払いで受験できます。 

 

Ｑ．国際生入試も特待制度はありますか？ 

Ａ．全世界入試での合格者で特待を希望する受験生は、１１月、１２月の日本入試か、２月入試を 

  受験しないと特待を得ることはできません。日本入試の得点上位者に特待を出します。 

 


