令和５年度

生 徒 募 集 要 項
募集人員

８０名（男女共学）

※帝京大学可児小学校からの入学者を含みません。

出願方法 「インターネット出願」のみになります。
出願資格

◇令和５年３月に、小学校卒業見込みの児童

◇学業・人物・健康状態などが本校教育に適する児童

◇入学した場合、帝京大学可児高等学校中学校で６年間修学できる児童
提出書類

受験料
試験会場

◇６年生「前期」もしくは「２学期」の「通知表」の全面の画像またはコピー
◇「英語検定」等・「漢字検定（５級以上）」の合格証明書のコピー
１３，０００円
帝京大学可児中学校
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結果発表
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「インターネット出願」から「入学試験」までの流れ
本校「ホームページ」

※新規の方は「受験生新規登録」からご登録ください。

「受験生新規登録」

※既に「受験生登録」をさ
れている方は、登録済の
「ＩＤ／ パ ス ワ ー ド」を
入力して「ログイン」し
てください。

※新規の方は、必要情報を入力し、ご登録ください。
氏名の漢字がエラーの場合は、代わりの漢字等をご入力ください。

「確認メール」の受信

※「確認メール」
が届かない場合、
ドメインによる受信制限による場合があります。
携帯電話会社ごとに設定解除方法が異なりますので、利用されている携帯電話
会社のドメイン受信制限解除方法をご確認ください。

ログイン
「出願登録」情報の入力

※出願者情報を入力してください。
氏名・住所の漢字がエラーの場合は、代わりの漢字等をご入力ください。
※受験生の「顔写真」
（正面・上半身・無帽）をアップロードしてください。
写真店・デジタルカメラ・スマートフォン等で、最近３カ月以内に撮影された
ものを使用してください。

「決済方法」の選択

※受験料の決済方法を選択してください。

「クレジットカード」決済

「コンビニ」決済

「ペイジー」決済

※決済方法を確定後、確認ボタンを押してください。

「確認画面」で確認

※修正事項があれば、修正ボタンを押して、入力内容を修正してください。
※入力内容を確認後、登録ボタンを押してください。

提出書類

※「出願登録」で「通知表」
の画像が未入力の方は、
出願期間内必着で郵送し
て く だ さ い。（直 接、学
校持参も可です）

「登録完了」

※受験料の入金確認後、登録されたメールアドレスに「登録完了メール」が送信
されます。

「登録完了メール」の受信
「出願」の完了
「受験票」の印刷
「受験」
（１月入試・２月入試）

「入試出願」について

１．
「インターネット出願」について

◇インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン・タブレット端末等）と、受験票をカラー印刷するためのプリンター
をご準備ください。お持ちでない場合は、ＵＳＢメモリーにファイルを保存するなどして、コンビニエンスストアやプリントセン
ターなどで出力してください。
◇ご家庭での出願が困難な場合は、本校にて、出願・印刷する日時を設定しています。出願の準備をして、学校までお越しください。
【インターネット出願の学校対応日】
１月入試

令和４年
令和５年

１２月１７日（土） ９: ００～１１: ００
１月 ５日（木） ９: ００～１２: ００

２月入試

令和５年

１月２８日（土） ９: ００～１１: ００
２月 1 日（水） ９: ００～１２: ００

◇出願期間内は、２４時間いつでも入力できます。
◇双子のお子様など、複数名の兄弟姉妹が出願する場合「受験生登録」は、お子様ごとに行ってください。メールアドレスは、同一
のもので構いません。
◇１月入試に続き、２月入試を受験する方は、改めて２月入試の出願期間に「出願登録」を行ってください。その際、
「通知表」の
再度の入力・提出は不要です。
◇クレジットカード・コンビニ・ペイジーＡＴＭ決済の際、別途事務手続料がかかります。受験料に事務手続料をあわせてお支払い
ください。
◇「出願登録情報の入力」だけでは出願手続きは完了していません。受験料の入金確認後に「登録完了メール」が送付されて「出願
手続き」が完了します。
◇コンビニ・ペイジーＡＴＭ決済を選択された場合、「登録完了」後、出願期間内に、コンビニ・銀行ＡＴＭにて振込をしてください。
入金確認後に「登録完了メール」が送付されますが、入金確認には最長 30 分程度かかる場合があります。
（期間内でも締切間際
になると「セブンイレブン」のみ入金の受付が終了している場合があります。
）
◇出願締切日（１月入試…１月５日、２月入試…２月１日）までに、
「登録完了」
「受験料の納入（コンビニ・ペイジーＡＴＭ決済の
方）」「通知表の提出（画像未入力の方）」を済ませてください。お済みでない方は、受験することができません。
２．提出書類
◇小学校６年生の「前期」もしくは「２学期」の「通知表」の全面のコピー。
➡インターネット出願の「出願登録」で、画像入力をされていない方は、
「通知表」のコピーをご提出ください。
出願期間内必着で、以下の宛て先に「簡易書留郵便」にて郵送するか、出願期間内（学校休業日を除く。9:00 ～ 16:00）に、
直接学校までご持参ください。
「〒５０９－０２３７

可児市桂ケ丘１－１

帝京大学可児中学校

入試係」

◇「英語検定（『実用英語技能検定』等）」「漢字検定（『日本漢字能力検定』
）
」の合格証のコピー。
➡各５級以上の資格取得者については、合格級等に応じて加点されます。
➡該当する方は、「合格証」のコピーを、入試当日朝、受付にてご提出ください。
３．専願と併願
◇「専願」とは、本校試験に合格した場合必ず入学することを意味します。合格後の入学辞退はできません。合格後は、必ず入学金
を納入して、入学の手続きを行ってください。また「２月入試」は、
「専願」の方のみ受験可です。
◇
「併願」とは、本校を受験するが、他私立中学校も受験する予定の方のことです。併願する他私立中学校名を入力してください。また、
他私立中学校は受験しないが、本校に合格しても、公立中学校に進学する可能性のある方も「併願」にチェックし、併願校に公立
中学校名を入力してください。
４．その他
◇出願に当たってご提供いただいた個人情報は、入学試験・結果発表・入学手続・入学準備と、これらに付随する業務の目的以外に
は使用いたしません。

「入学試験」等のご案内
１．集合完了時間

８: ３０

◇車でのご来校の際は、職員の指示に従って、校内指定の場所にご駐車ください。
◇掲示や案内に従って、事務室横の玄関から入場してください。
◇「受付」は、８: ００から８: ２５に行います。受験生は「受験票」を提示して、
保護者同伴で受付してください。検定等合格証のコピー
を提出される方は準備してください。
◇受付を済ませて、受験生は「受験教室」に、保護者は「面接待合室」にお入りください。以後、すべての試験が終了するまで受験生
と保護者の面会はできません。また保護者及び付き添いの方は、受験教室には入室できません。
◇「靴」は、玄関でご持参のスリッパ等に履き替えてください。
２．保護者面接
◇１月入試は全員の保護者、２月入試は新規の保護者を対象に、個別の面接を、９: ００より順次行います。
◇面接のある保護者の方は、「待合室Ａ」に入ってお待ちください。受験番号でお呼びいたします。面接が終了した方、および２月入
試の面接のない方には、「待合室Ｂ」を準備しています。
◇「保護者面接」は、２人（両親）もしくは１人（父もしくは母）の、どちらでもかまいません。人数は合否に関係ありません。
◇お子様の「面接試験」が終了した方から、順次帰宅できます。
３．持ち物
◇受験票（カラー印刷したものを持参し、入試当日朝、受付にて提示）
◇筆記用具（鉛筆もしくはシャープペンシル、消しゴム）
◇スリッパ等（保護者の方もご準備ください）
◇検定等合格証のコピー（該当する方のみ）
※試験場への持ち込みができないもの
•「下敷き」「鉛筆ケース」「カバンや袋等の入れ物」
•「分度器・分度器機能のある定規」
•辞書、計算、通信機能のある「時計」や「電卓」
•「携帯電話・スマートフォン」などの各種通信機器
•その他、試験監督者が、試験に不必要、または試験の実施上、持ち込むことが不適切と判断したもの
➡試験場に持ち込めないものは、廊下の所定の場所に整頓して置きます。
➡「直定規、コンパス」は持ち込みできますが、なくても解答できます。
➡試験場は暖房されています。上着やコート等も、椅子にはかけず、廊下に置きます。
➡各試験場には「時計」がありますが、通信機能のない通常の腕時計は着用可です。
➡ポケットティッシュや眼鏡ケースなど、止むを得ず必要なものがある場合は、試験監督者の許可を得てください。
４．結果発表
◇郵送にて通知します。電話等による合否の問い合わせには応じません。
◇１月入試を不合格となった場合、本校の２月入試（専願のみ）を、改めて受験することができます。
５．入学手続
◇手続き期間日に、９: ００より１６: ００（土曜は１３: ００）まで、本校事務室にて行います。
◇手続きの前に「入学金」（150,000 円）を、所定の振込用紙にて銀行に納入しておいてください。別途振込手数料が必要です。
◇「専願」の方は、合格した場合、必ず入学金を納入して入学の手続きを行ってください。
◇入学金の振込のない場合、合格が取り消されます。（特に「併願」の方は、ご注意ください）
◇
「入試トライアル」
「ハイレベル模試」の結果「手続き延期」
が認められていた併願の志願者の手続き期間は、
別途連絡の通りになります。
６．制服等採寸

１月入試……１月１４日（土）、２月入試……２月１８日（土）

◇合格者を対象にした「制服・体操着・鞄・靴」等の、購入・注文・採寸を、本校にて行います。
７．新入生オリエンテーション
◇入学予定者とその保護者の方を対象に、３月２１日（火・祝）午後に行います。
８．その他
◇試験当日、体調不良の方で、受験可能な受験生については、別室受験の準備をしております。入場前に電話にてご相談ください。
◇受験不可能な受験生については、試験は欠席となります。特別な追試験は行いません。従って、１月入試の欠席の方は、改めて２月
入試を出願・受験してください。２月入試にも追試験はありません。
◇試験当日に「大雪」または「大雪が予想」される場合、試験情報を本校ホームページに掲載します。
◇２月入試は、当日本校の「高校一般入試」も、本校で同時に行います。
◇新型コロナウイルス感染症対応に伴う連絡や変更等については、直接出願者に連絡したり、本校ホームページに掲載します。

