
2023(令和５)年度入試

1．募集人員
女子６０人

一般入試　約４５人（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ日程）
自己アピール型入試（Ｋ方式）約１５人（Ａ日程のみ)

2．受験資格
2023(令和5)年3月小学校卒業見込みの女子
※ Ｂ日程一般（英検優遇型）については、英検５級以上取得者のみ

出願できます。
※ 自己アピール型入試（Ｋ方式）については、出願前に出願資格の

確認を行います。

3．出願期間
2023(令和5)年1月6日(金)から各入試前日まで（Ｅ日程のみ2日前2/22まで）

受付時間は9:00～16:00（日曜・祝日除く）

4．出願書類

入学願書（出身小学校長の印は不要です）・合否通知用封筒・
英検の合格証明書のコピー（英検を取得している人のみ）

本校事務室窓口で出願書類一式をお渡しいたします。

5．出願手続
出願書類に必要事項を記入し、期間内に本校事務室窓口に
提出してください。

6．検定料
20,000円　出願時に本校事務室窓口にて納入してください。

7．入学試験 ※全日程受験会場は本校です。

生徒募集要項
金蘭会中学校

※1…英検準2級以上:90％、3級:80％、4級:70％、5級:60％のみなし点と当日の得点を比べ、高い方を採用

※2…英検準2級以上:90％、3級:80％、4級:70％、5級:60％のみなし点＋インタビューテストで判定

試験時間

国語・算数各50分 各100点　 計200点　　面接試験（本人のみ）

または、国語・算数いずれか得点の高い方でも判定（1教科判定）

国語・算数各50分 各100点　 計200点　　面接試験（本人のみ）

または、国語・算数いずれか得点の高い方でも判定（1教科判定）

（英語）※1 計130点　　　面接試験（本人のみ）　　※英語での自己紹介・簡単な質疑応答など

午前

午前

試験日

1/14
（土）
Ａ日程

1/15
（日）
Ｂ日程

試験方式 試験内容

一般

（国語・算数）

 一般

（国語・算数）

一般 インタビューテスト5分/30点　　面接試験（本人のみ）※筆記試験免除

（英検優遇）※2 　※英語での自己紹介・簡単な質疑応答など

自己アピール型
作文50分/400字詰め原稿用紙２枚　面接試験（保護者同伴）

（Ｋ方式）

一般
午後

英語筆記 30分/100点　　インタビューテスト5分/30点



試験時間

※ 自己アピール型入試（Ｋ方式）出願について
（条件）小学校の5,6年生において、「スポーツ」における活躍が顕著で、本校入学後も

それらの経験を活かして学校生活を送ろうとする意思があり、本校を専願で、

受験する者　　　　

「スポーツ」において、都道府県以上の大会で入賞経験のある者、またはそれに

準ずる技能を有する者

自己アピール型入試(Ｋ方式)で受験する場合、以下の書類を所定の期間内に提出の上、

申請手続きが必要です。 ※スポーツ：バレーボール・新体操・剣道に限る

◎上記の内容は変更する場合があります。

8．時間割

Ａ日程　 Ａ日程　

一般入試　国語・算数【午前】 自己アピール型　K方式【午前】

1．国語  9：00～ 9：50  9：00～9：50

2．算数 10：10～11：00 10：10～保護者1人同伴

3．面接 11：15～終了後、順次解散 保護者の方は9時50分集合　

終了後、順次解散

Ａ日程　 Ｂ日程　

一般入試　英語【午後】 一般入試　国語・算数【午前】

14：30

1．英語 15：00～15：30 1．国語  9：00～ 9：50

2．インタビューテスト 2．算数 10：10～11：00

15：45～（5分程度） 3．面接 11：15～終了後、順次解散

3．面接 終了後、順次解散

Ｂ日程　

一般入試　英検優遇【午前】

1．インタビューテスト  9：45～10：35

9：00～（5分程度） 2．面接 10：45～終了後、順次解散

2．面接 終了後、順次解散

午前

試験内容

国語・算数各50分 各100点　 　面接試験（本人のみ）
国語または算数から1教科を選択

2．面接

Ｃ日程・Ｄ日程・Ｅ日程（一教科入試）

一般入試　国語または算数【午前】

集合時間

推薦書 本校所定の用紙

成績資料

5年生学年末、6年生1学期（または前期）の通知表のコピー（成績及び
出席状況を記載したもの）

試験方式

一般
（一教科
　入試）

申請期間

Ｄ日程
2/24（金）

Ｅ日程

1．国/算

 8：30集合時間  8：30 集合時間

集合時間 8：30 集合時間

確認書
本校所定の用紙（活動履歴報告を含む、各種大会で実績を残された方や、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資格・免許をお持ちの方は、賞状や証明書のコピーを添付してください）

2022年11月15日（火）～12月22日（木）

 8：30

 9：30

1．作文

集合時間

模擬テスト（五ツ木駸々堂または芦研9月以降）の成績表のコピー（任意）

1/22（日）

試験日
1/18（水）

Ｃ日程



9．合格発表とその後のスケジュール

10．入学手続時に振り込む費用
入学金200,000円と同窓会費15,000円　計215,000円

11．入学準備説明会
　※２回とも保護者同伴で来校してください。　Ｅ日程合格者は第2回のみ参加

第1回　2023年1月28日（土）14:00～
制服採寸・制定品購入・各種手続き　など

第2回　2023年2月25日（土）14:00～
教科書配布・ガイダンス（中学校生活について）

12．諸経費（2023年度実予定）
　年額
　年額

　年額
　年額
　年額

（3回分納）授業料
学年費（教材費）
制定品購入（制服・制鞄・制靴など）
夏の制服
PTA・生徒自治会費
施設費
体育・文化費

  550,000円
   90,000円
約79,000円
約22,000円
18,000円

    60,000円
    12,000円

Ｅ日程

今後の新型コロナウイルス感染症の影響により、入試日程などに変更が

Ａ日程 Ｂ日程

Ｃ日程 Ｄ日程

日程

日程

生じた場合には、本校ホームページなどでお知らせいたします。
最新の情報は、本校ホームページをご確認ください。

給食費 約64,000円

1月18日（水） 1月22日（日） 2月24日（金）

13:00～13:30 13:00～13:30

事務室窓口渡し 事務室窓口渡し

入学手続 1月20日(金)までに入学金など振込 1月25日(水)までに入学金など振込

13:00～13:30

事務室窓口渡し

2月24日(金)15時までに入学金など振込

※E日程手続：間に合わない場合2/25に持参

入学手続 1月16日(月)までに入学金など振込 1月16日(月)までに入学金など振込

合格発表

1月14日（土） 1月15日（日）

17:00～17:30 15:00～15:30

事務室窓口渡し 事務室窓口渡し

合格発表



〒531-0075　大阪市北区大淀南３－３－７

Tel 06-6453-0283(募集広報部直通)　Fax 06-6455-7531
URL  https://www.kinran.ed.jp/　e-mail  info@kinran.ed.jp

１．著しい成績の低下がないこと　　　　　　　
３．出席状況が良好なこと　　        

合否発表時に適用該当生徒に個別に連絡する

出願時に本校所定の用紙にて申請し、
本校が在籍確認をする
※出願受付締切日以降の申し出は受け付けない

 

①一般【国算型】で２教科の成績が優秀な者

②一般【英語型・英検優遇型】で
　　　　　英検準２級以上を取得している者

③本校のプレテストにおいて成績上位者で、
　　　　　　　　一般入試で成績が優秀な者

①一般【国算型】で２教科の成績が優秀な者

②一般【英語型・英検優遇型】で
　　　　　　　　英検３級を取得している者

③本校のプレテストにおいて成績上位者で、
　　　　　　　　一般入試で成績が優秀な者

全日程・全入試

Ａ日程の【国算型】(２教科判定)
　　　　【英語型】
　　　　　　　　および
Ｂ日程の【国算型】(２教科判定）
　　　　【英検優遇型】

２．生活指導上の問題がないこと
４．授業料及び諸費の未納がないこと

本校の入学試験合格者で、以下のいずれかの
基準を満たす者

本校の入学試験合格者で、以下のいずれかの
基準を満たす者

金蘭会中学校　特待生制度要項
2023（令和５）年度　学業成績特待生制度（中学校）   

Ａ特待 Ｂ特待

対象生徒 

奨励金特待

内　容
入学金を免除し、３年間に亘り

　毎年４０万円の奨励金を与える
入学金を免除し、３年間に亘り

　毎年２０万円の奨励金を与える

対象入試

Ａ日程の【国算型】(２教科判定) 【英語型】
および

　　Ｂ日程の【国算型】(２教科判定) 【英検優遇型】

本校の入学試験合格者で、以下のいずれかの
基準を満たす者

次のいずれかに該当し、本校への入学を熱望する者

適用確認 合否発表時に適用該当生徒に個別に連絡する

（奨励金授与条件）金蘭会高等学校に内部進学すること

  毎年度末に成績や生活面の確認を行い、著しい成績の低下や、

  学校生活上の問題がある場合は、 次年度から対象からはずれることもある＊

備　考

Ｃ特待

入学金特待

＊奨励金特待生（入学時・入学後特待生）の資格取り消しについて

下記条件を満たさない場合には、その資格を取り消すことがある。

内　容

適用確認

備　考

Ｆ特待

入学金の半額（10万円）を免除入学金を免除

対象入試

　　　　　　　　 一般入試で成績が優秀な者

対象生徒 

①一般【国算型】で２教科の成績が優秀な者

②一般【英語型・英検優遇型】で
　　　　　　　　英検４級を取得している者

③本校のプレテストにおいて成績上位者で、

① 祖母、母が金蘭会中学校、金蘭会高等学校、
　金蘭短期大学、千里金蘭大学の
　卒業生である者

② 姉妹が金蘭会中学校、金蘭会高等学校、
　金蘭短期大学、千里金蘭大学の
　　　　　　　　　在校生または卒業生である者


