滝川中学校

2021年度 一般入試募集要項
※特進選抜方式入試と適性検査型入試は、一般入試と出願方法等が異なります。詳しくは特進選抜方式入試はP15、適性検査型入試はP19をご覧ください。

前期（午前）
◎ 募集人員
合計 160名

◎ 出願期間

前期（午後）
25名
20名

医進グローバルコース 計40名
医進コース
計35名
特進コース
計85名

60名（特進選抜方式合格者を含む）

本校窓口へ持参の場合
令和2年12月17日（木）～12月18日（金）

12/17～12/18・1/12～1/15までは
午前9時から午後3時まで受付けます。

令和3年1月12日（火）～1月15日（金）

中期日程の1/17、後期日程の1/17と1/18の受付
時間は午前9時から午後2時までです。

日時・教科・配点・時間割

後期

5名
5名
15名
令和2年12月17日（木）
～12月18日（金）

令和2年12月17日（木）
～12月18日（金）

令和3年1月12日（火）
～1月15日（金）

令和3年1月12日（火）
～1月15日（金）

1月16日（土）
集合
16:00

1月17日（日）
集合
16:00

1月18日（月）
集合
16:00

国語（120点） 9：15～10：00（45分） 国語（120点） 16：15～17：00（45分） 国語（100点） 16：15～17：00（45分） 算数（100点） 16：15～17：00（45分）
算数（120点） 10：15～11：00（45分）

理科（80点）

17：15～17：45（30分） 算数（100点） 17：15～18：00（45分） 理科（100点）

◎ 試験会場

※他の一般入試と出願期
間等が異なります。P19を
参照してください

1月17日（日）
集合
9:30
適性検査1

9：45～10：35（50分）

適性検査2

10:50～11:40（50分）

数理探究（100点）

※前期（午前）入試では、理科あるいは英語のどちらかを選択してください。英語は10分程度のリスニングテストを含みます。
※後期入試では、理科あるいは国語のどちらかを選択してください。
本校・西宮会場・姫路会場
本校
本校

本校

(会場詳細は表紙裏参照）

●遅延入試について

【窓口出願】
令和2年12月17日（木）
～12月18日（金）

言語表現（100点）

17：15～18：00（45分）
あるいは
国語（100点）

理科（80点）
算数（120点） 18：00～18：45（45分）
11：15～11：55（40分）
あるいは
英語（80点）

※参考

5名
5名
5名

令和2年12月17日（木）～令和3
年1月8日（金）（消印有効）

令和2年12月17日（木）～令和3年1月8日（金）（消印有効）

1月16日（土）
集合
9:00

適性検査型

5名
5名
5名

1月17日（日）は
1月17日（日）は
正午から午後2時まで
正午から午後2時まで
1月18日（月）は
午前9時から午後2時まで

郵送の場合

◎ 入学試験

中期

三宮会場
(会場詳細は表紙裏参照）

※1/16（土）前期（午後）入試の本校会場のみ事前の申請で40分後の遅延入試（16：40集合）の受験ができます。願書出願時に申し出てください。

郵送出願の方は、考査票返送時に遅延入試申請書を同封しますので、前日までに本校へ届くよう送付してください。

◎ 合格者発表

1月17日（日）

掲示とWEB（特設ホームページ）
掲示

午後１時～午後2時

1月18日（月）
午後1時～午後2時

1月19日（火）
午後4時～午後5時

午後1時30分～午後3時30分 午後4時30分～午後6時30分
午後1時30分～午後3時30分
令和3年1月17日（日）
令和3年1月17日（日）
令和3年1月18日（月） 令和3年1月19日（火）
本校窓口の場合
午後1時～午後4時
午後1時～午後4時
午後1時～午後4時
午後4時～午後5時
または
または
または
または
詳細は本要項内 P23「滝川中学校に合格された
1月18日（月）
1月18日（月）
1月19日（火）
1月20日（水）
方へ」をご覧ください。
午前10時～午後2時
午前10時～午後2時
午前10時～午後2時
午前10時～午後2時
1月19日（火）午後2時までに 1月20日（水）午後2時までに
令和3年1月18日（月）午後2時までに
銀行振込の場合

WEB

◎ 入学手続き

※それぞれの期日までに、指定銀行口座へ電信扱いでお振込みください

1月17日（日）午後9時
特設ホームページ上で発表後、
合否通知書を速達で発送しま
す。

令和3年1月22日（金）
午後1時～午後4時

1月22日（金）午後2時まで
に指定銀行口座へ電信扱い
でお振込みください

◎ 出願資格

令和3年3月小学校卒業見込みの男子
※海外在住の受験生の方は、事前に本校へお電話でお問い合わせください。

◎ 考査料

２０，０００円
※出願書類を本校窓口に持参される方は、現金で本校窓口に納入してください。
※郵送出願の方は、入学願書に記載されている振込依頼書にて、銀行の窓口で納入してください。
三井住友銀行本支店窓口で納入される場合の手数料は無料ですが、他の銀行からお振込みの場合は、手数料が必要です。

◎ 出願方法

本校所定の入学願書に必要事項を記入の上、郵送または本校窓口で出願してください。

郵送の方 以下2点を本校所定の封筒に入れ、郵送受付期間（消印有効）に簡易書留で送付してください。
① 銀行の収納印のある本校所定の入学願書（複数の願書を同時に郵送いただいても結構です）
② 414円切手を貼った本校所定の考査票返信用封筒（返信先住所、受験生氏名を明記してください）
※12/26～1/4の期間中に学校へ届いた願書の考査票返送は1/5以降となります。
※1/14までに考査票が届かない場合は本校事務室までご連絡ください。

持参の方 本校所定の入学願書に考査料を添えて、出願期間内に本校窓口へ提出してください。
※受験生の皆様より提出されました個人情報は、入学に係る事務手続き、入学後の指導の参考資料としてのみ使用いたします。

◎ 受験の注意 ●試験会場で必要なもの
考査票、筆記用具（鉛筆・シャープペンシル、消しゴム、定規、コンパス）。
忘れた場合、貸し出しはいたしません。
●入学考査会場（教室）への携帯電話等電子機器の持ち込みは禁止します。
●受験生はすべての考査が終了するまで外に出ることはできません（前期（午前）入試と前期（午後）入試の
間は除く）。

◎ 合格判定について
合格は考査成績で「医進グローバル/医進コース」→「特進コース」の順に判定します。

◎ 優遇制度について
【複数回受験優遇制度】
●複数回受験された方は、2回目以後の前期（午後）において15点、2回目以後の中期及び後期
入試では10点の加算があります（複数回出願をされただけでは本制度は適用されません）。

【資格優遇制度】
●一般入試の前期（午前）試験において、下記のいずれかの資格を取得している方は、10～15点の
加算があります。該当される方は、それらを証明する書類のコピーを願書に添付して出願してください
（前期（午後）入試・中期入試・後期入試・適性検査型入試では適用されません）。

実用英語技能検定3級以上、日本語検定3級以上、実用数学技能検定3級以上、理科検
定3級以上、TOEIC400点以上、TOEFL iBT40点以上

※上記以外で、前述の資格に準ずる内容を証明できる方は、本校までお問い合わせください。

【ファミリー優遇制度】
●一般入試の前期（午前）試験において、下記のいずれかの条件を満たしている方は、出願時の
申請により10点の加算があります。該当される方は、本校所定の申請用紙を願書に添付して出願
してください（前期（午後）入試・中期入試・後期入試・適性検査型入試では適用されません）。
資格条件 以下の①か②のいずれかに該当する方
①滝川中学校・滝川高等学校に在籍している兄がいる。
②滝川中学校・高等学校の卒業生である兄、父、または祖父がいる。
※申請用紙は、本校窓口または学校説明会で用意しています。本校ホームページからのダウン
ロード、FAXによる請求も可能です。
※ファミリー優遇制度と資格優遇制度は、併用できません。どちらかの制度のみ適用します。

◎ 納入金
単位：円

入 学 時
入

学

金

入 学 後 （月額）

400,000 授
育
生
冷
旅

業
友 会
徒 会
暖 房
行 積

料
費
費
費
立

タブレットリース料

33,000
2,000
600
1,000
10,000
3,000

・入学後の納入金額は令和3年度の予定額です。旅行積
立は1・2年生の間のみ徴収します。
・左記以外に学級費があります。
・医進グローバルコースは中学3年次に行われる予定の留
学費用として約140万円が必要です。
注）為替レート等の事情で変動することがあります。

●学則により、一度納入された考査料、入学金は理由の如何にかかわらず返却いたしません。

◎ 帰国生枠について（前期（午前）入試のみ）

※詳しくは、本校にお問い合わせください。

【募集定員】前期（午前）入試の各コース定数内若干名
【出願資格】次の①～③のすべてを充たしていること。
①平成20（2008）年4月2日～平成21（2009）年4月1日に出生
②小学校4年次以降に海外に滞在し、小学生時の海外在留期間が通算1年以上の男子
③入学後、原則として保護者のもとから通学すること
※帰国日、在留期間などについて相談がある場合は、本校にお問い合わせください。
【出願書類】本校所定の前期（午前）入学願書のほかに海外在留証明書等を提出してください。
※帰国生に対する授業は、一般生徒と同様に日本語で行います。
※帰国生枠での受験の場合、成績の開示はありません。

◎ 備考

●第1学年で「柔道」が必修となっております。この履修に関して特に事情がある場合は、必ず
出願前に、受験生と保護者同伴でご来校の上、本校校長にご相談ください。
●滝川高校進学時にも｢入学金｣の半額を納入していただきます。
●前期（午前）入試と前期（午後）入試の間の時間は、待機できる場所や弁当などを飲食できる
場所をご用意いたします。

※受験生の皆様より提出されました個人情報は、入学に係る事務手続きと入学後の指導の参考資料としてのみ使用いたします。

試験会場【本校】 滝川中学校 〔一般入試：前期（午前）・前期（午後）・中期・後期〕 〔特進選抜方式入試〕
〒654-0007

神戸市須磨区宝田町２丁目１-１

TEL（078）732-1625

FAX（078）732-7391

本校への交通機関
◆神戸市営地下鉄板宿駅下車 北へ徒歩約５分
◆山陽電鉄板宿駅下車 北へ徒歩約５分

試験会場【西宮】 駿台フロンティアJr西宮北口校〔前期（午後）〕
〒663－8204

試験会場【姫路】 姫路商工会議所〔前期（午後）〕

西宮市高松町５－３９

〒670-8505

西宮会場への交通機関
◆阪急 西宮北口駅下車 南改札口を出て徒歩約２分

試験会場【三宮】

姫路市下寺町４３

姫路会場への交通機関
◆ＪＲ・山陽 姫路駅下車 改札口を出て北東へ徒歩約20分

三宮研修センター 〔適性検査型入試〕
〒651-0085

神戸市中央区八幡通4丁目2－12

三宮会場への交通機関
◆各線 三宮駅下車 南へ徒歩約5分 神戸市役所東正面

※お問い合わせはいずれも本校までお願いします

