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１. 募集人数・入試日程

条件を満たしている帰国生徒は、下記３種類の試験を受験することができます。

２. 帰国生徒出願資格 下記（１）～（４）の条件をすべて満たしていること。
ただし、一旦日本の高等学校に入学した者は帰国生徒としての出願資格を喪失します。※1

(1)2000年４月１日以前に生まれた者

(2)日本国籍または特別永住者の資格を有する者

(3)次のa・b・c・dのいずれかに該当する者

a） 外国の学校教育（海外の現地校およびインターナショナルスクール）における９ヵ年の
課程を修了した者 ※2

b） 文部科学大臣の認定を受けた海外全日制日本人学校および在外教育施設の中学校を
2015年３月卒業見込みの者、または卒業した者 ※3

c） 国内の中学校を2015年３月卒業見込みの者、または卒業した者
d） 上記 a～c と同等の公的資格を有すると本校が認めた者

(4) 保護者の海外勤務に伴う在留期間が、2008年７月１日から2014年11月30日まで
の間に継続して１年６ヶ月以上ある者 ※４※５※６

※1日本の高等学校には文部科学大臣の認定を受けた海外全日制日本人学校の高等学校および在外教育施設の
高等学校を含みます。

※2 出願時に米国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）のGrade ９に在籍している場合は、
『９年生未修了受験要望書11』を提出することにより、受験資格が得られます。 
英国系（海外の現地校またはインターナショナルスクール）の学校に在籍している場合は、Year ９（またはForm 
３）を2015年３月までに修了していることが条件です。学校によって制度の違いがありますので、該当しない場
合はお問い合わせください。

※３ 以下、文部科学大臣の認定を受けた海外全日制日本人学校および在外教育施設を日本人学校と呼びます。

※４ 保護者とは、原則として志願者に対し親権を有する者であり、基本的には主たる収入源を得ている父母のどち
らかとします。親権を有する者が死別等でいない場合は後見人としますが、必ず事前にお問い合わせください。

※５ 志願者本人のみの在留を在留期間に含めることはできません。

※６ 在留期間については、出発月と帰国月をそれぞれ１ヶ月として計算します。

2015年度　4月入学　帰国生徒入試

入試の種類 募集人数
（第一学年）

選考方法 願書受付期間 試験日 合格発表 手続締切日

１. 推薦入試　 ６０名 書類審査
面接

   2014年
   11月25日（火）～
   11月28日（金）　
   郵送・必着

    2014年
   12月13日（土）

   2014年
  12月15日（月）
  １０：００

   2014年
  12月15日（月）
  １６：００

２. 書類選考入試 ９０名 書類審査
面接

   2015年
  １月 6日（火） ～
  １月 9日（金）　
   郵送・必着

    2015年
   １月29日（木）

   2015年
  １月30日（金）
  １０：００

   2015年
  １月30日（金）
  １６：００

３. 学力試験入試 １０名
学力試験
調査書

（成績証明書）

 2015年
  １月26日（月） ～
  １月31日（土）　
   郵送・必着

    2015年
   ２月10日（火）

   2015年
   2月12日（木）
  １０：００

   2015年
  ２月12日（木）
  １６：００
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３. 帰国生徒資格認定 以下のいずれかの方法により、出願前に必ず「帰国生徒資格認定」を受けてください。

認定方法 ① Web帰国生徒資格認定システムで行なう場合
 本校ホームページのWeb帰国生徒資格認定システムを利用し、帰国生徒資格
 認定情報を送信してください。

② 郵送で行なう場合
 2015年度４月入学帰国生徒資格認定用紙10（本校ホームページからもダウンロード

可）に必要事項を記入し、封筒に「帰国生徒資格認定用紙在中」と朱書きをして
帰国生徒教育センター宛に郵送してください。

　 郵送先：
　 〒184-8503
　 東京都小金井市東町1-1-1
　 国際基督教大学高等学校　帰国生徒教育センター
Returning Students Education Center 
International Christian University High School 
1-1-1 Higashi-cho, Koganei-shi, Tokyo 184-8503, Japan 

認定期限 ２０１４年１１月３０日
● 11月30日以降に帰国が決まった方は、できるだけ早くお問い合わせください。ただし、出願期間を過ぎての
書類の提出は認められません。

問い合わせ先 帰国生徒教育センター 
  T E L :  0422-33-3407
  E-mail :  icuhs-rs＠icu.ac.jp

結果通知 帰国生徒資格認定の結果は、Ｅメールにて連絡します。

＜注　意＞ ・　保護者が日本企業からの海外赴任の場合は、出願時に『海外在留（勤務）証明書❺』をご提出く
ださい。

・　保護者が海外での現地雇用、自営業、会社代表、在外研究の場合は、資格認定の段階で海外在
留および勤務を証明する書類が必要です。資格認定の手続きの際に提出書類についてメール
でご案内しますので、認定期限（１１月３０日）までにご提出ください。
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１. 出願資格 下記（1）～（4）の条件をすべて満たしていること。
(1) 帰国生徒としての出願資格を有する者 （ P.6 「２.  帰国生徒出願資格」参照）
(2) 本校を第一志望として入学を確約する者　（合格した場合は辞退不可）
(3) 中学校における人物、学業成績ともに優秀で、学校長が責任を持って推薦する者
(4) 次のa）、b）のいずれかの条件に該当する者

推薦入試条件a a）国内の中学校または文部科学大臣の認定を受けた海外全日制日本人学校の中学校を
２０１５年３月に卒業見込みで、以下の①と②を共に満たす者

①
②
３年次の学年成績合計が９科目５段階評価で４０以上であること
実用英語技能検定試験（英検）２級以上、TOEFL ： iBT52点以上、TOEIC 550点以上の
いずれかを取得、もしくは他の外国語検定試験において同等のレベルを示す資格
を取得していること ※１

推薦入試条件b b） 海外の現地校またはインターナショナルスクールにおいて、日本の中学校に相当する
学年（米国系はGrade 7、英国系はYear 8以降）に継続して２学年間以上在籍し、以下の
①と②を共に満たす者 ※２

①
②
海外の現地校またはインターナショナルスクールで優秀な成績を修めていること
実用英語技能検定試験（英検）準１級以上、TOEFL ： iBT79点以上、TOEIC730点以上の
いずれかを取得、もしくは他の外国語検定試験において同等のレベルを示す資格
を取得していること ※３

※1、３ TOEFLのITP(Institutional Testing Program)、TOEICのIP(Institutional Program)は、入試条件を満たす試験とし
てみなされません。英語以外の外国語検定試験については、「帰国生徒教育センター」にお問い合わせください。

※２ 海外の現地校またはインターナショナルスクールから国内の中学校、または日本人学校の中学校へ編入した者
は、2015年３月に卒業見込みであること。

２. 出願手続き

願書受付期間　　 ２０１４年１１月２５日（火）～２８日（金）　郵送・必着

出願方法 封筒貼付用紙（オレンジ）14を使用して送付してください。
● 封筒貼付用紙を市販の封筒に貼付してください。

 国内から・・・・・・書留速達等
 海外から・・・・・・国際スピード郵便（EMS）、国際宅急便等

● 海外から発送する場合は、郵便事情を考慮し、願書受付期間前に到着しても受付けます。
● 記録が残る形で郵送してください。

書類選考入試、
  学力試験入試を
併願する場合

入学願書など推薦入試、書類選考入試、学力試験入試で共通する書類の提出は一度で結構です。
受験票・写真票など書類選考入試、学力試験入試に必要な書類は推薦入試の出願書類に同封せず、
それぞれの出願期間に提出してください。

帰国生徒推薦入試　　募集人数　　　６０名
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受験料納入 下記のいずれかの方法で納入してください。（2014 年 8 月 1 日以降納入可）
(1)  国内の金融機関窓口からの振込
 受験料 ： ３０,０００円
 振込用紙 ： 帰国生徒推薦入試用　振込依頼書  ❸ー３（エ）

(2)  インターネットバンキングを利用しての振込
 受験料 ： ３０,０００円
 振込口座 ： 三菱東京UFJ銀行　  三鷹支店
   普通預金　　　　　口座番号　１１６７２４６
   ガク）コクサイキリストキョウダイガク　コクサイキリストキョウダイガクコウトウガッコウ

● 振込明細画面をプリントアウトし、出願書類に同封してください。
● 志願者名で振り込んでください。
● 振込完了を必ず確認してください。

(3)  海外からの振込（Bank Transfer）
 受験料 ： ３１,５００円　（含手数料　１，５００円）
 振込口座 ： 国際基督教大学   International Christian University
   三菱東京UFJ銀行　三鷹支店
   The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ , Mitaka -Branch, Tokyo, Japan
     普通預金 savings account (futsu yokin)  1167246
   SWIFTコード： BOTKJPJT

● 振込依頼人の氏名は志願者名を記入してください。不可能な場合はメッセージ欄に必ず志願者名を記入
してください。

● 海外送金をしたことが確認できる書類のコピーを同封してください。 

３. 出願書類  

① 入学願書 男子用　グリーン　 ❷男子
女子用　ピンク　　 ❷女子

② 海外在留（勤務）
証明書

海外在留（勤務）証明書❺
● 保護者の勤務先が「日本企業・機関・官公庁」の場合は、出願時に上記の所定用紙を提出してください。
● この用紙は、人事部など国内の担当部署による発行、会社名の入った公印の押印が必要です。
● 海外での現地雇用、自営業、会社代表／在外研究の場合は、帰国生徒資格認定の際に保護者の海外勤務を証
明する書類の提出が必要です。提出期限は１１月３０日ですので、早めにご準備ください。P.7の「３．帰国
生徒資格認定」をご覧ください。

③ ９年生未修了
受験要望書
（該当者のみ）

９年生未修了受験要望書11
● 米国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）のGrade ９に在籍している場合は提出
してください。

● 英国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）の在籍者で、2015年３月までにYear ９
（Form ３）を修了する場合は提出の必要はありません。

　④ 受験票・写真票 受験票（ア）・写真票（イ）　❸－３（紫）

⑤ 受験料納入の証明書 以下のいずれかを提出してください。　　

1) 国内の金融機関で振り込んだ場合： 『受験票（ア）❸ー３』 （取り扱い銀行収納印の押印が必要）
2) インターネットバンキングの場合  ： 振込明細画面のプリントアウトしたもの
3) 海外送金（bank transfer)の場合　 ： 送金を確認できる書類のコピー

⑥ 入寮申込書
（希望者のみ）

入寮申込書❾
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⑦ 成績書類 下記のア）とイ）の両方を提出してください。

ア） 中学校３年間分の成績原本（厳封）
国内の中学校および日本人学校の中学校の１年生４月以降、あるいは海外の現地校
またはインターナショナルスクールのGrade 7 、Year 8以降の全ての成績証明書

● 日本人学校の中学校、あるいは国内の中学校に在籍の場合は、３年間の成績が記入さ
れた『調査書（帰国生徒用）❹b』を厳封で提出してください。調査書には日本の制度の
学校間の転校に伴う全ての成績の記入が必要です。

● 海外の現地校またはインターナショナルスクールに転校する前に国内の中学校ある
いは日本人学校の中学校に在籍した場合は、在籍した学校の書式で発行される「成績
証明書」を厳封で提出してください。

● 海外の現地校またはインターナショナルスクールの場合は、在籍した学校の書式で発行
される「成績証明書(official school transcript)」を厳封（enclosed in a school envelope 
with an official signature or school stamp across the seal) で提出してください。

● 「成績証明書」の発行を依頼する際、必要に応じて『Request for Official Transcript ❽』
をご利用ください。

イ） 上記の期間に発行された全ての通知表、レポートカードのコピー
● 海外の現地校またはインターナショナルスクールのレポートカードのコピーを提出
する際には、科目のレベル、欠席の理由、コメントの日本語訳などの補足説明を余白に
書き入れるか、メモを添付してください。より的確な審査をするためにご協力をお願い
します。

＜注　意＞ 【推薦条件a】 調査書は、出願期間内に必ず提出してください。
【推薦条件b】 最終成績が出願期間に間に合わない場合は、最終成績書類のみ、後日別送して

　　　　 ください。別送書類の締め切りは2014年12月9日（火）です。 

⑧ 外国語検定
試験結果証明書

外国語検定試験結果　証明書貼付用紙12
● 推薦入試条件a、推薦入試条件b、それぞれの出願資格を確認し、条件を満たす外国語検定試験結果証明書のコ
ピーを貼付して提出してください。

⑨ 校長推薦書 下記の所定用紙で提出してください。

【推薦入試条件ａ】 校長推薦書❼a（和文推薦書）　（厳封）　

【推薦入試条件ｂ】 Principal’s   Recommendation❼b（英文推薦書）　（厳封）
● Middle SchoolとHigh Schoolに在籍した場合、両方の推薦書を提出してください。
  不可能な場合はMiddle Schoolのみ、またはHigh Schoolのみでも結構です。

＜注　意＞ ・ 在籍校の封筒で厳封を依頼してください。
・ 担任教諭やガイダンスカウンセラーによる記入も可としますが、必ず校長印の押印（和文
推薦書）またはサイン（英文推薦書）が必要です。

⑩ 自己PRカード 推薦入試用　自己PRカード❻　　　
● 志願者本人が日本語または英語で記入してください。
● 記入の際はペンを使用し、枠内に書いてください。（鉛筆書きは不可）
● 資料の添付、別紙の追加は不可です。

⑪ 海外の学校の
学校案内
（可能な場合）

在籍した海外の学校の「学校案内」
● 日本人学校は提出不要です。
● 学校の概要が記載されたホームページのプリントアウトでもかまいません。

⑫ 入学確約書 入学確約書13

⑬ 推薦入試
出願書類提出
確認シート

推薦入試出願書類提出確認シート　❶c　（紫）
● このシートを使用して出願書類を確認し、すべての書類の一番上にして出願してください。
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＜注　意＞ ・  郵送以外での書類の提出は、原則として認められません。
・  一旦提出された書類、および受験料は返還しません。
・  受験票は、12月5日前後に発送予定です。12月8日（月）までに受験票が届かない場合は、
事務室(0422-33-3401)宛にお問い合わせください。

４. 選考方法 書類審査
面接
　 ● 面接は日本語で行ないます。（本人のみ）

５. 試験日程
日　時        ２０１４年１２月１３日（土）

 
 入  場  開  始 　９：３０　　
 着 　　  　席 　９：５０
　　 試  験  開  始 １０：００ 

会　場 国際基督教大学高等学校
● 本校正面玄関で受験票を提示の上、入場してください。
● 保護者控室は食堂です。
● 試験当日の朝、ＪＲ中央線武蔵野駅南口より国際基督教大学行きの路線バスの増便があります。
 （料金２２０円）
● 試験終了後、本校からJR中央線武蔵境駅南口までスクールバスを運行します。　

持ち物 受験票　（上履きと昼食は不要）

６. 合格発表 ２０１４年１２月１５日（月）　１０：００　本校構内および本校ホームページ上で発表
● 合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
● 本校ホームページ上でも発表しますが、本校構内の掲示を正式な発表とします。

７. 入学手続
手続日 ２０１４年１２月１５日（月）　１０：００～１６：００

入学金 ３３０,０００円

手続手順 １）合格者は、事務室に受験票を提示して合格通知書類を受け取ってください。

２）合格通知書類に同封の『郵便振替払込取扱票』(3連)を使用し、郵便局窓口にて入学金を
納入してください。 

● 国際基督教大学構内の郵便局（徒歩５分）をご利用いただけます。郵便局に隣接して三菱東京UFJ銀
行、みずほ銀行のATM（自動預払機）も設置されています。

● 入学金払込みには、別途手数料３４０円が必要です。
● 郵便局での払込みの際、払込人（依頼人）の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、国内の住所が明記して
あるパスポート等）の提示が必要です。日本国内に住所がない場合は、手続きができないことがあります
ので、可能な限り国内に住所のある方が払込人となってお手続きください。

３）入学金納入後、事務室に戻り、『支払受付証明書』をご提出ください。入学手続き書類を
お渡しします。

＜注　意＞ ・ 郵便局窓口での振込み取り扱いは１６：００までとなります。諸手続きに１時間ほどかか
りますので、時間に余裕をもってお越しください。

・ 期限内に入学手続きを完了しない場合は、入学資格を失います。　
・ 一旦納入された入学金は返還しません。
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１. 出願資格 帰国生徒としての出願資格を有する者　（P.6 「２. 帰国生徒出願資格」 参照）

２. 出願手続き

願書受付期間 ２０１５年１月６日（火）～９日（金）　郵送・必着

出願方法 封筒貼付用紙（オレンジ）14を使用して送付してください。
● 封筒貼付用紙を市販の封筒に貼付してください。

郵送方法  国内から・・・・・・書留速達等
 海外から・・・・・・国際スピード郵便（EMS）、国際宅急便等

● 海外から発送する場合は、郵便事情を考慮し、願書受付期間前に到着しても受け付けます。
● 記録が残る形で郵送してください。

推薦入試に
出願した場合

P.13の出願書類のうち④⑤⑦⑪を提出してください。（他の書類は再度提出する必要はありません。）
⑦の成績書類については追加の成績のみご提出ください。 成績書類は別送でもかまいません。 
封筒貼付用紙（クリーム）15を市販の封筒に貼付し、送付してください。

学力試験入試を
併願する場合

入学願書など書類選考入試、学力試験入試で共通する書類の提出は一度で結構です。
受験票・写真票など学力試験入試に必要な書類は書類選考入試の出願書類に同封せず、学力
試験入試の出願期間に提出してください。

受験料納入 下記のいずれかの方法で納入してください。（2014 年 8 月 1 日以降納入可）

(1)  国内の金融機関窓口からの振込
 受験料 ： ３０,０００円
 振込用紙 ： 帰国生徒 書類選考入試用　振込依頼書  ❸ー４（エ）

(2)  インターネットバンキングを利用しての振込
 受験料 ： ３０,０００円
 振込口座 ： 三菱東京UFJ銀行　  三鷹支店
   普通預金　　　　　口座番号　１１６７２４６
   ガク）コクサイキリストキョウダイガク　コクサイキリストキョウダイガクコウトウガッコウ

● 振込明細画面をプリントアウトし、出願書類に同封してください。
● 志願者名で振り込んでください。
● 振込完了を必ず確認してください。

(3)  海外からの振込（Bank Transfer）
 受験料 ： ３１,５００円　（含手数料　１，５００円）
 振込口座 ： 国際基督教大学  International Christian University
   三菱東京UFJ銀行　三鷹支店
   The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mitaka -Branch, Tokyo, Japan
     普通預金 savings account (futsu yokin)  1167246
   SWIFTコード： BOTKJPJT

● 振込依頼人の氏名は志願者名を記入してください。 不可能な場合はメッセージ欄に必ず志願者名を記入
してください。

● 海外送金をしたことが確認できる書類のコピーを同封してください。

帰国生徒書類選考入試　募集人数　９０名
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３. 出願書類

① 入学願書 男子用　グリーン　 ❷男子
女子用　ピンク　　 ❷女子

② 海外在留（勤務）
証明書

海外在留（勤務）証明書❺
● 保護者の勤務先が「日本企業・機関・官公庁」の場合は、出願時に上記の所定用紙を提出してください。
● この用紙は、人事部など国内の担当部署による発行、会社名の入った公印の押印が必要です。
● 海外での現地雇用、自営業、会社代表／在外研究の場合は、帰国生徒資格認定の際に保護者の海外勤務を証
明する書類の提出が必要です。   提出期限は１１月３０日ですので、早めにご準備ください。 P.7の「３．帰
国生徒資格認定」をご覧ください。

③ ９年生未修了
受験要望書
（該当者のみ）

９年生未修了受験要望書11
● 米国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）のGrade ９に在籍している場合は提出
してください。

● 英国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）の在籍者で、2015年３月までにYear ９
（Form ３）を修了する場合は提出の必要はありません。

④ 受験票・ 写真票 受験票（ア）・写真票（イ）　❸－４（ベージュ）

⑤ 受験料納入の証明書
　　　　　

以下のいずれかを提出してください。
1) 国内の金融機関で振り込んだ場合： 受験票（ア）❸ー４ （取り扱い銀行収納印の押印が必要）
2) インターネットバンキングの場合  ： 振込明細画面のプリントアウトしたもの
3) 海外送金（bank transfer)の場合　 ： 送金を確認できる書類のコピー

⑥ 入寮申込書
（希望者のみ）

入寮申込書❾

⑦ 成績書類  下記のア）とイ）の両方を提出してください。

ア） 中学校３年間分の成績原本（厳封）
国内の中学校および日本人学校の中学校の１年生４月以降、あるいは海外の現地校
またはインターナショナルスクールのGrade 7 、Year 8以降の全ての成績証明書

● 日本人学校の中学校、あるいは国内の中学校に在籍の場合は、３年間の成績が記入さ
れた『調査書（帰国生徒用）❹b』を厳封で提出してください。調査書には日本の制度の
学校間の転校に伴う全ての成績の記入が必要です。

● 海外の現地校またはインターナショナルスクールに転校する前に国内の中学校
あるいは日本人学校の中学校に在籍した場合は、在籍した学校の書式で発行される
「成績証明書」を厳封で提出してください。

● 海外の現地校またはインターナショナルスクールの場合は、在籍した学校の書式
で発行される「成績証明書(official school transcript)」を厳封（enclosed in a school 
envelope with an official signature or school stamp across the seal) で提出してくだ
さい。

● 「成績証明書」の発行を依頼する際、必要に応じて『Request for Official Transcript ❽』
をご利用ください。

イ） 上記の期間に発行された全ての通知表、レポートカードのコピー
● 海外の現地校またはインターナショナルスクールのレポートカードのコピーを提出
する際には、科目のレベル、欠席の理由、コメントの日本語訳などの補足説明を余白に
書き入れるか、メモを添付してください。より的確な審査をするためにご協力をお願
いします。
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推薦入試に
出願した場合

・　推薦入試の出願後に発行された成績書類のみを追加提出してください。
・　国内の中学校または日本人学校の中学校の場合は、２学期終了時の成績が記載された『調
査書（帰国生徒用）❹b』（厳封）および通知表のコピーを提出してください。

・　海外の現地校またはインターナショナルスクールの場合は、推薦入試出願後の成績が記載
された成績証明書（厳封）およびレポートカードのコピーを提出してください。

・　新たな成績が無い場合、提出は不要です。

＜注　意＞ ・　最終成績が出願期間に間に合わない場合は、最終成績書類のみ、後日別送してください。
  　別送書類の締め切りは2015年1月23日（金）です。

⑧ 外国語検定
試験結果証明書

（任意）

外国語検定試験結果等　証明書貼付用紙12
● TOEFL、TOEIC、実用英語技能検定試験（英検）等の外国語検定試験結果のコピーを貼り付けてください。

⑨ 推薦状
（任意）

各種推薦状　（書式自由）
● 海外の現地校またはインターナショナルスクールの先生等からの推薦状がある場合は、提出していただい
てかまいません。

⑩海外の学校の
学校案内
（可能な場合）

在籍した海外の学校の「学校案内」
● 日本人学校は提出不要です。
● 学校の概要が記載されたホームページのプリントアウトでもかまいません。

⑪ 書類選考入試
出願書類提出
確認シート

書類選考入試出願書類提出確認シート　❶d　（ベージュ）
● このシートを使用して出願書類を確認し、すべての書類の一番上にして出願してください。

＜注　意＞ ・  郵送以外での書類の提出は、原則として認められません。
・  一旦提出された書類、および受験料は返還しません。
・  受験票は、1月15日前後に発送予定です。1月19日（月）までに届かない場合は、事務室
(0422-33-3401)宛にお問い合わせください。 

４. 選考方法 書類審査
面接
　 ● 面接は日本語で行います。（本人のみ）

５. 試験日程  
 

日　時

会　場 国際基督教大学高等学校
● 本校正面玄関で受験票を提示の上、入場してください。
● 保護者控室は食堂です。
● 試験当日の朝、JR中央線武蔵境駅南口より国際基督教大学行きの路線バスの増便があります。
 （料金２２０円）
● 試験終了後、本校からJR中央線武蔵境駅南口までスクールバスを運行します。

持ち物 受験票　（上履きと昼食は不要）

      ２０１５年１月２９日（木）
 
 入  場  開  始 ８：２０　　
 着　　  　 席 ８：５０
 試  験  開  始 ９：００
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６. 合格発表 ２０１５年１月３０日（金）　１０：００　本校構内および本校ホームページ上で発表

● 合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
● 本校ホームページ上でも発表しますが、本校構内の掲示を正式な発表とします。

７. 入学手続

手続日 ２０１５年１月３０日（金）　１０：００～１６：００　　

入学金 ３３０,０００円

手続手順 １）合格者は、事務室に受験票を提示して合格通知書類を受け取ってください。

２）合格通知書類に同封の『郵便振替払込取扱票』(3連)を使用し、郵便局窓口にて入学金を
納入してください。 

● 国際基督教大学構内の郵便局（徒歩５分）をご利用いただけます。郵便局に隣接して三菱東京UFJ銀
行、みずほ銀行のATM（自動預払機）も設置されています。

● 入学金払込みには、別途手数料３４０円が必要です。
● 郵便局での払込みの際、払込人（依頼人）の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、国内の住所が明記して
あるパスポート等）の提示が必要です。日本国内に住所がない場合は、手続きができないことがあります
ので、可能な限り国内に住所のある方が払込人となってお手続きください。

３）入学金納入後、事務室に戻り、『支払受付証明書』をご提出ください。入学手続き書類を
お渡しします。

＜注　意＞ ・ 郵便局窓口での振込み取り扱いは１６：００までとなります。諸手続きに１時間ほどかか
りますので、時間に余裕をもってお越しください。

・ 期限内に入学手続きを完了しない場合は、入学資格を失います。　
・ 一旦納入された入学金は返還しません。
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１. 出願資格 帰国生徒としての出願資格を有する者　（P.6 「２．帰国生徒出願資格」参照）

２. 出願手続き

願書受付期間 ２０１５年１月２６日（月）～３１日（土）　郵送・必着

出願方法 封筒貼付用紙（オレンジ）14を使用して送付してください。
● 封筒貼付用紙を市販の封筒に貼付してください。

 国内から・・・・・・書留速達等
 海外から・・・・・・国際スピード郵便（EMS）、国際宅急便等

● 海外から発送する場合は、郵便事情を考慮し、願書受付期間前に到着しても受け付けます。

● 記録が残る形で郵送してください。

推薦入試または
書類選考入試に
出願した場合

P.17の出願書類のうち④⑤⑦⑧を提出してください。（他の書類は再度提出する必要はありません。）
⑦の成績書類については追加の成績のみご提出ください。成績書類は別送でもかまいません。
封筒貼付用紙（クリーム）15を市販の封筒に貼付し、送付してください。 

受験料納入 下記のいずれかの方法で納入してください（2014 年 8 月 1 日以降納入可）

(1)  国内の金融機関窓口からの振込
 受験料 ： ３０,０００円
 振込用紙 ： 帰国生徒学力試験入試用　振込依頼書  ❸ー５（エ）

(2)  インターネットバンキングを利用しての振込
 受験料 ： ３０,０００円
 振込口座 ： 三菱東京UFJ銀行　  三鷹支店
   普通預金　　　　　口座番号　１１６７２４６
   ガク）コクサイキリストキョウダイガク　コクサイキリストキョウダイガクコウトウガッコウ

● 振込明細画面をプリントアウトし、出願書類に同封してください。

● 志願者名で振り込んでください。

● 振込完了を必ず確認してください。

(3)  海外からの振込（Bank Transfer）
 受験料 ： ３１,５００円　（含手数料　１，５００円）
 振込口座 ： 国際基督教大学   International Christian University
   三菱東京UFJ銀行　三鷹支店
   The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mitaka -Branch, Tokyo, Japan
     普通預金 savings account (futsu yokin)  1167246
   SWIFTコード： BOTKJPJT

● 振込依頼人の氏名は志願者名を記入してください。 不可能な場合はメッセージ欄に必ず志願者名を記入
してください。

● 海外送金をしたことが確認できる書類のコピーを同封してください。 

帰国生徒学力試験入試　募集人数　１０名
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３. 出願書類

① 入学願書 男子用　グリーン　 ❷男子
女子用　ピンク　　 ❷女子

② 海外在留（勤務）
証明書

海外在留（勤務）証明書❺
● 保護者の勤務先が「日本企業・機関・官公庁」の場合は、出願時に上記の所定用紙を提出してください。
● この用紙は、人事部など国内の担当部署による発行、会社名の入った公印の押印が必要です。
● 海外での現地雇用、自営業、会社代表／在外研究の場合は、帰国生徒資格認定の際に保護者の海外勤務を
証明する書類の提出が必要です。   提出期限は１１月３０日ですので、早めにご準備ください。

  P.7の 「３．帰国生徒資格認定」をご覧ください。

③ ９年生未修了
受験要望書
（該当者のみ）

９年生未修了受験要望書11
● 米国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）のGrade ９に在籍している場合は提出
してください。

● 英国系の学校（海外の現地校またはインターナショナルスクール）の在籍者で、2015年３月までにYear ９
（Form ３）を修了する場合は提出の必要はありません。

④ 受験票・ 写真票 受験票（ア）・写真票（イ）  ❸ー5（オレンジ）

⑤ 受験料納入の
証明書

　　　　　

以下のいずれかを提出してください。
1) 国内の金融機関で振り込んだ場合： 受験票（ア）❸ー５ （取り扱い銀行収納印の押印が必要）
2) インターネットバンキングの場合  ： 振込明細画面のプリントアウトしたもの
3) 海外送金（bank transfer)の場合　 ： 送金を確認できる書類のコピー

⑥ 入寮申込書
（希望者のみ）

入寮申込書❾

⑦ 成績書類 中学校３年間分の成績原本（厳封）
国内の中学校および日本人学校の中学校の１年生４月以降、あるいは海外の現地校または
インターナショナルスクールのGrade 7 、Year 8以降の全ての成績証明書

● 日本人学校の中学校、あるいは国内の中学校に在籍の場合は、３年間の成績が記入された『調
査書（帰国生徒用）❹b』を厳封で提出してください。調査書には日本の制度の学校間の転校に
伴う全ての成績の記入が必要です。

● 海外の現地校またはインターナショナルスクールに転校する前に国内の中学校あるいは
日本人学校の中学校に在籍した場合は、在籍した学校の書式で発行される「成績証明書」を
厳封で提出してください。

● 海外の現地校またはインターナショナルスクールの場合は、在籍した学校の書式で発行さ
れる「成績証明書(official school transcript)」を厳封（enclosed in a school envelope with an 
official signature or school stamp across the seal) で提出してください。

● 「成績証明書」の発行を依頼する際、必要に応じて『Request for Official Transcript ❽』をご利
用ください。

推薦入試
書類選考入試
に出願した場合

・　推薦入試・書類選考入試の出願後に発行された成績書類のみを追加提出してください。
・　国内の中学校または日本人学校の中学校の場合は、『調査書（帰国生徒用）❹b』（厳封）を提
出してください。

・　海外の現地校またはインターナショナルスクールの場合は、成績証明書（厳封）を提出してく
ださい。

・　新たな成績が無い場合、提出は不要です。

⑧ 学力試験入試
出願書類提出
確認シート

学力試験入試出願書類提出確認シート❶e　（オレンジ）
　● このシートを使用して出願書類を確認し、すべての書類の一番上にして出願してください。

＜注　意＞ ・  郵送以外での書類の提出は、原則として認められません。
・  一旦提出された書類、および受験料は返還しません。
・  受験票は、2月2日前後に発送予定です。2月4日（水）までに届かない場合は、事務室
(0422-33-3401)宛にお問い合わせください。 
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４. 選考方法 英語・国語・数学の学力試験および調査書（成績証明書）

５. 試験日程
日　時  ２０１５年２月１０日（火）

 
 入 場 開 始 　８：２０　　
 着　　　席 　９：００　　
 英語（７０分） 　９：１０～１０：２０　
 国語（７０分） １０：５０～１２：００
  　 －昼休み－
 数学（７０分） １３：００～１４：１０　

会　場 国際基督教大学高等学校
● 本校正面玄関で受験票を提示の上、入場してください。
● 保護者控室は食堂です。
● 試験当日の朝、JR中央線武蔵境駅南口より国際基督教大学行きの路線バスの増便があります。
　 （料金２２０円）
● 試験終了後、本校からJR中央線武蔵境駅南口までスクールバスを運行します。　

持ち物 受験票・筆記用具・昼食　　（上履き不要）
● 食堂も利用できますが、混雑が予想されるため、昼食はなるべく持参してください。

６. 合格発表 ２０１５年２月１２日（木）　１０：００　本校構内および本校ホームページ上で発表
● 合否に関する問い合わせには一切お答えできません。
● 本校ホームページ上でも発表しますが、本校構内の掲示を正式な発表とします。

７. 入学手続

手続日 ２０１５年２月１２日（木）　１０：００～１６：００　

入学金 ３３０,０００円

手続手順 １）合格者は、事務室に受験票を提示して合格通知書類を受け取ってください。

２）合格通知書類に同封の『郵便振替払込取扱票』(3連)を使用し、郵便局窓口にて入学金を
納入してください。 

● 国際基督教大学構内の郵便局（徒歩５分）をご利用いただけます。郵便局に隣接して三菱東京UFJ銀
行、みずほ銀行のATM（自動預払機）も設置されています。

● 入学金払込みには、別途手数料３４０円が必要です。
● 郵便局での払込みの際、払込人（依頼人）の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、国内の住所が明記して
あるパスポート等）の提示が必要です。日本国内に住所がない場合は、手続きができないことがあります
ので、可能な限り国内に住所のある方が払込人となってお手続きください。

３）入学金納入後、事務室に戻り、『支払受付証明書』をご提出ください。入学手続き書類を
お渡しします。

＜注　意＞ ・ 郵便局窓口での振込み取り扱いは１６：００までとなります。諸手続きに１時間ほどかか
りますので、時間に余裕をもってお越しください。

・ 期限内に入学手続きを完了しない場合は、入学資格を失います。　
・ 一旦納入された入学金は返還しません。
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