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平成30年3月に小学校卒業見込みの女子（学区制によらず、どの地域からでも出願可能です）。
ただし、在学中に本校で行う宗教教育を受け、宗教行事に参加しなければなりません。

国語・算数の試験結果、自己推薦書および本人のみの個人面接、検定の取得資格を考慮して合否判
定します。

◦専願（特進コース・進学コース・音楽科進学コース）
◦併願（特進コース・進学コース・音楽科進学コース）

■提出書類（※①②③は保護者の方が、④は受験生本人がご記入してください）

◦専願・併願
� ①入学志願書（必ず検定料の振込受付証明書を貼付してください）
� ②報告書
� ③合否通知用封筒（必ず宛名を明記してください）
� ④�自己推薦書（�検定等の資格を取得している場合や、大会、コンクール等の入賞者は、証明でき

るもののコピーを添付してください）

■検定料
　 18,000円（本校所定の用紙で郵便局または銀行からお振込ください）
� ※A日程の午前・午後を重複して受験する場合も、検定料は18,000円となります。
■出願方法
提出書類①〜④を本校事務室へ持参のうえ手続してください。出願受付時間は平日・土曜の9時〜
16時です。日曜日と祝日はお休みです。

珠算（日商）3級以上、漢字検定5級以上、英語検定5級以上、算数検定6級以上の資格取得者には、取
得級に応じて、筆記試験の合格点（200点満点）に加算制度があります。（ただし満点を超えない）
※出願時に、資格取得を証明する書類（合格証明書等）のコピーを、添付してください。

◇平成30年度　相愛中学校　生徒募集要項◇
A日程・Ｂ日程・C日程　あわせて75名
　◦特進コース　　　　　25名
　◦進学コース　　　　　50名
　◦音楽科進学コース　
　※特進コースを志望する受験生は他のコースを第２志望とすることができます。

募集人員

受験資格

出願区分

出願手続

特記事項

合否判定
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A日程（午前入試・午後入試） B日程 C日程

出願期間

※入試イベント開催日の12月2日（土）、12月23日（土・祝）、1月6日（土）は、９時〜13時まで受付いたします。

12月20日（水）〜12月25日（月）
1 月 9日（火）〜1月12日（金）

12月20日（水）〜12月25日（月）
1 月 9日（火）〜1月13日（土）

12月20日（火）〜12月25日（月）
1 月 9日（火）〜1月15日（月）

試験日 1 月13日（土） 1 月14日（日） 1月16日（火）

合格発表 1 月14日（日）速達にて発送
� 午前8時に校内に掲示

1 月15日（月）速達にて発送 1月17日（水）速達にて発送

入学手続 1 月18日（木）まで
本校所定の用紙で銀行振込

1 月19日（金）まで
本校所定の用紙で銀行振込

1月20日（土）まで
本校所定の用紙で銀行振込

※20日は事務室対応のみ

A日程（午前入試）・B日程 A日程（午後入試） C日程

集合時間 午前8：30 午後3：30 午後2：00

筆記試験 国語（午前9：00〜9：50）
算数（午前10：10〜11：00）

国語（午後4：00〜4：50）
算数（午後5：10〜6：00）

国語（午後2：30〜3：20）
算数（午後3：40〜4：30）

面接試験 筆記試験終了後から順次、受験者本人のみの個人面接を1人3〜5分程度行います。

出願・試験等の
日程

試験科目と
時間割

■平成 30年１月 20日（土）　午前 9時　本校講堂集合
　学校生活についての説明、入学前課題・書類の配布、制服採寸・物品販売等を行います。

■平成 30年 2月 24日（土）　第１回フォローアップ講座
　内容、時間帯、場所は、平成 30年１月 20日にご連絡します。

■平成 30年 3月 3日（土）　第２回フォローアップ講座
　内容、時間帯、場所は、平成 30年１月 20日にご連絡します。

合格後の
出校日

本校卒業生は、特別な場合を除き、相愛高等学校に進学することができます。
音楽科進学コースの生徒は相愛高等学校音楽科への校長推薦制度があります。（ただし、他のコース
から音楽科に進学を希望する者は、音楽科専門科目と専攻実技の試験に合格しなければなりません）

入学金（入学時のみ）　　　200,000円（3コース共通）
※納付いただいた入学金はいかなる場合も返還できませんので、あらかじめご了承ください。

授業料 施設費

特進コース 年額　492,000円 年額　96,000円

進学コース 年額　492,000円 年額　96,000円

音楽科進学コース 年額　540,000円 年額　96,000円

※納付金（入学金、授業料、施設費）については、消費税は課税されません。

特　典

納付金
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コース 出願区分 受験者数 合格者数 合格基準点
（国語・算数合計）

A日程
午前

特進
専願 13 12 125

一般 0 0 130

進学
専願 16 16 100

一般 2 2 105

音楽科進学
専願 9 10（1） 100

一般 0 0 105

全体 40 40

A日程
午後

コース 出願区分 受験者数 合格者数 合格基準点
（国語・算数合計）

特進
専願 10 9 130

一般 3 3 135

進学
専願 4 4 105

一般 1 1 110

音楽科進学
専願 3 4（1） 105

一般 2 2 110

全体 23 23

※（　）内の数字は、合格者のうちのまわし合格者の数を示しています。

前年度の入試概要

◦�学力やスポーツ等、優秀な受験生に対して、それぞれの成績や入賞歴等に応じた奨学金の支給を
行っています。

◦��相愛中学校の入学試験に合格した時点で、相愛中学校・相愛高等学校に在籍する姉妹がいる場合
は、入学時に入学金が免除される優待制度があります。

　※詳細については、必ず事前にご相談ください。

奨学生・入学金
免除制度

育友会・後援会・同窓会・生徒会費�……… 約50,000円（年額）
修学旅行費………………………………… 約95,000円（概算費用、一括）
学年諸費（副教材等含む）………………… 約72,000〜111,000円（年額）
　（選択するコースによって費用が異なります）
制服………………………………………… 約59,000円
制定品（靴・制鞄等）�……………………… 約28,000円
制服オプション…………………………… 約50,000円
　（チェックスカート・カーディガン・ベスト・リボン・冬コート）

その他の主な
費用
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よくあるご質問

Q 高校の音楽科への進学は可能ですか？

A 音楽科進学コースでは聴音・楽典・コールユーブンゲンを学習することができます。また希
望者は専攻実技・副科実技なども、高校音楽科実技担当の先生の指導を受けることができます。
一定の力が認められれば、校長推薦で高校音楽科に進学することができます。特進コースや
進学コースから高校音楽科へ進学する場合、音楽科専門科目と、専攻実技の試験を受ける必
要があります。

Q 入学後のコース変更は可能ですか？

A ・��進学コースと音楽科進学コースの間では、1年生から 2年生、2年生から 3年生への進級
時に一定条件を満たせばコース変更が可能です。

・�進学コースまたは音楽科進学コースと特進コースの間では、1年生から 2年生への進級時
に限って、一定の条件を満たせばコース変更が可能です。

Q 第２志望出願制度（回し合格制度）はありますか？

A 特進コースを第 1志望とする受験生は、進学コースまたは、音楽科進学コースを第 2志望と
することができます。

Q プレテストを受けなければいけませんか？

A プレテストを受けていなければ受験できないということはありませんが、入試問題の傾向と
対策が把握できますので、プレテストとその復習講座はぜひ受けてください。
また、プレテストの成績によっては奨学生・入学金免除生の資格取得の可能性があります。

Q 合格後、入学までの課題等はありますか？

A 国・算・社・理・英の 5教科から課題が出ます。音楽科進学コースは、音楽の課題も追加します。
入学後には、その課題から出題される宿題テストがあります。入学予定者の登校日には宿題
の質問もでき、また保護者向けの講演会も同時開催して、入学に向けての準備をしっかりし
ていただけます。



〒541-0053
大阪市中央区本町4-1-23
T E L：06-6262-0621（代）
F A X：06-6262-0534
U R L：http://www.soai.ed.jp/

■地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅下車 C階段⑥号出口すぐ（正門）
　④、⑤号出口すぐ（南門）　また2号出口方面からも専用通学路あり。
■地下鉄四つ橋線「本町」駅下車�号出口より徒歩3分。
■地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅下車⑯号出口より徒歩8分。
■地下鉄「なんば」駅から4分、「梅田」駅から4分、大阪の中心にあります。
　※駐車場の設備がありませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。

相愛中学校
学校法人相愛学園 龍谷総合学園加盟

場　　所 交　　通

相愛 検 索

☆上記イベントはすべて本校で行います。上履きは不要です☆

中学入試説明会 日　　程
第1回 10月14日（土）　　13：30〜14：30　　　※第1回プレテスト同時開催
第2回 11月19日（日）　　10：00〜11：00　　　※第2回プレテスト同時開催

※事前申込は不要です。

学校見学会
日　　程

12月23日（土・祝）　10：00〜13：00　　　※個別相談可
※�事前申込が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

プレテスト関連 日　　程
第1回プレテスト 10月14日（土）　　13：00〜16：00　　　※第1回中学入試説明会　同時開催
　第1回プレテスト復習講座・
　成績懇談会 10月28日（土）　　 9：50〜11：40

第2回プレテスト 11月19日（日）　　 9：30〜12：30　　　※第2回中学入試説明会　同時開催
　第2回プレテスト復習講座・
　成績懇談会 12月 2 日（土）　　 9：50〜11：40

　中学入試直前対策講座 1 月 6 日（土）　　 9：50〜11：40　　
※�事前申込が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

オープンスクール 日　　程
第2回 7 月27日（木）　　10：00〜13：00　　　※個別相談可
第3回 9 月16日（土）　　13：30〜16：30　　　※個別相談可
第4回 10月21日（土）　　13：30〜16：30　　　※個別相談可

※�事前申込が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

文化祭
日　　程

11月 3 日（金・祝）� ※個別相談可
※事前申込は不要です。

平成30年度 受験生・保護者向け入試イベントのご案内

音楽科進学コース受験生対象 日　　程
ワンポイントレッスン
＆入試説明会 10月28日（土）　　10：00〜� ワンポイントレッスン（１人15分程度）

12：30〜13：00� 入試説明会
※�事前申込が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

音楽科コンサート 日　　程
高3音楽科　乙女コンサート 6 月24日（土）　　
高2音楽科　乙女コンサート 9 月30日（土）　　
第1回定期演奏会 10月28日（土）��事前申し込みが必要です。　　
電子オルガン演奏会GIFT 11月22日（水）　　
高1音楽科　乙女コンサート 1 月27日（土）　　
卒業演奏会 2 月17日（土）　　
※第1回定期演奏会以外は、�事前申込は不要です。�詳細はホームページをご覧ください。


