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2021年度入試要項、受験案内

◎スポーツ特別募集（学際コース）について
 本校のスポーツクラブ（ソフトテニス、バスケットボール、バレーボール）に所属し、学際コースで学

１．入試要項
募集定員

出願期間

出願書類
受験料
試験日

科目・配点

英語資格取得者へ

（専願受験者のみ）

特進コース

学際コース

60名

70名

 必要書類を本校に請求 ⇒ 必要書類提出 ⇒ 認定審査 ⇒ 認定後、入学試験出願⇒ 入学試験受験
スポーツ特別募集（学際コース）

2021年１月26日（火）～１月28日（木）
午前９時〜午後５時（最終日は午前９時〜午後４時まで） 受付場所 本校事務局
郵送の場合は、１月28日（木）必着（締め切り日１週間前より受け付けます）
＊イ ンターネット出願の手引き（P5〜）に沿って手続きしてください。出願手続きは
2020年12月７日（月）午前９時から行っていただけます。なお、インターネット環境
をご用意いただくことが難しい方は、2021年１月25日（月）～27日
（水）の午前９時か
ら午後５時に、本校事務局の端末（パソコンやプリンター）をお使いいただけます。

募集定員

◦志願票（写真貼付、直筆記名、押印、学校長印のあるもの）

出願書類

第１回

20,000円（2021年１月12日（火）より入金可能）

2020年11月24日（火）〜25日（水）

認定審査
出願期間

午前９時から午後５時まで

◦５教科型
国語（60分、100点）
英語（70分、150点 リスニング含む）
数学（70分、150点）
理科（40分、80点）
社会（40分、80点）
面接（専願受験者のみ ただし、
スポー
ツ特別募集の受験者は除く）

◦３教科型
国語（60分、100点）
英語（70分、150点 リスニング含む）
数学（70分、150点）
面接（専願受験者のみ ただし、
スポー
ツ特別募集の受験者は除く）

2020年11月28日（⼟）午後２時〜

認定審査

入学手続

追試験

国、英、数 : 400点

2020年12月１日（⽕）郵送

認定発表

2021年１月12日（⽕）郵送

＊認定された者は、学際コース（専願）の出願準備をしてください。

◎アンティエ特別奨学制度について
信愛の経営母体「幼きイエズス修道会」の創始者レーヌ・アンティエを記念した奨学制度です。信愛の教育
趣旨をよく理解し、信愛で学んでみたいと希望する成績優秀な女子生徒（入学定員の２〜３％）に対し実際に
お支払いいただく授業料の全額相当あるいは半額相当を給付いたします（学年毎に更新）
。希望者は下記の書
験を専願で受験してください。
出願資格

信愛を専願で受験する中学３年生の女子

出願期間

2020年12月11日（金）～17日（木）
午前９時から午後５時まで

出願書類

試験日(１月31日)当日、以下の条件①、②のいずれかを満たしていた場合、受験が認めら
れます。
①風邪の諸症状（37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感）により、試験日に受験できない者
②新型コロナウイルス感染者、あるいは新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者
試験日 ２月13日（土）
＊学科試験（国語、英語、数学）ならびに面接（専願受験者のみ）を行います。
合格発表日 ２月14日（日）郵送

＊本校には駐車スペースがありません。ご迷惑をおかけしますが、できる限り公共交通手段をご利用ください。

①申請書、自己推薦書（600字程度）
③校内実力テストの成績のコピー（直近のもの２回、学校印のあるもの）
④公開模試成績表のコピー（直近のもの２回）

２月２日（⽕）：郵送

2021年２月４日（⽊）まで
午前９時〜午後５時（４日（⽊）は午前９時〜午後７時まで）
◎特進・学際専願合格および学際専願移行合格
銀行振込にて、入学金を一括納入してください。
◎特進・学際専願変更合格
本校事務局で、所定の手続きをし、入学金を一括納入してください。
＊併願合格者の入学手続きの期限は、和歌山県や大阪府等の公立高校の合格発表日（２
次募集、追加募集は除く）の午後５時までです。それまでに手続きをしてください。
手続きのないまま、上記期日を過ぎると入学の権利はなくなります。
＊「
 入学手続」とは、本校に入学することを確約するものであり、手続き後に他校へ
出願したり、手続きしたりすることはできません。

郵送の場合  12月17日（木）必着

②中学２、３年生の通知表のコピー

・B方式（400点満点）…（国、英、数 : 400点）× 0.75 +（理、社 : 160点）× 0.625
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2021年１月９日（⼟）午後２時〜

類を添えて本校事務局にご提出ください。審査の上、候補者を選定し、お知らせいたします。候補者は入学試

「実用英語技能検定」取得者に対して英語の得点換算を行います。
（本校入試の「英語」の得点と比較し、高得点の方を採用します）
２級以上（120点） 準２級（100点） ３級（80点）
※取得状況については、調査書（出身学校による記載）にて確認します。
TOEICやTOEFLなど、「実⽤英語技能検定」以外の資格などについては、CEFRをもと
に評価いたしますので、⼊試対策室にお問い合わせください。

2021年２月１日（⽉）午後９時30分：本校HP

※郵送の場合期間内必着

面接（口答試問を含む、約20分）

※５教科型受験の場合は、A方式あるいはB方式の高得点の方を用いて合否判定します。
合格発表

2021年１月６日（水）〜７日（木）

◦スポーツ特別募集認定願い
◦スポーツ特別募集自己推薦書

※志願票等の印刷は、受験料のご入金後から可能になります。
2021年１月31日（⽇）＊当日、受験票・上履きを忘れないようにしてください。

第２回
約30名

◦調査書（所定用紙を本校HPからダウンロードして使用してください）

・A方式（400点満点）…
合計点の計算方式

びます。入試までの流れは次の通りです。

※巻末に綴じ込みの申請書、自己推薦書をお使いください。
審査結果

2021年１月６日（水）郵送通知。

◎信愛特別奨学制度について
下記の要件を満たす女子生徒に対し実際にお支払いいただく授業料の全額相当あるいは半額相当を給付い
たします。
選 考 要 件 全受験生対象に、以下の①ならびに②の基準で候補者を選考いたします。
①中学校での成績が優秀であること
②入学試験の成績が非常に優秀であること
通

知 合格通知書と同封してお知らせいたします。

面接・手続 ２月６日（土）
、７日（日）（保護者同伴）
※面接を欠席された場合は、特別奨学生の資格を辞退したものとみなします。
※候補者が特別奨学生の資格を辞退された場合でも、入学資格を失うことはありません。
※併
 願の候補者で、特別奨学生になることを承諾された場合、
「専願」扱いとして、本校に
入学することを確約したものといたします。
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２．受験資格

①中学校を2021年3月に卒業する女子生徒、または中学校課程修了の女子。
②入学許可後、父母いずれか、あるいは父母に代わる保護者と同居する者。
（ただし、学際コーススポーツ特別募集で入学する生徒に関してはこの限りではない。）

３．出願
出

願

出願区分に注意してください。

＊併願受験に特進・学際の区別はありません。したがって受験区分は、「特進専願」
・
「学際専願」
・
「併
願」の３つになります。
＊併願合格の方は特進コース合格となります。移行・変更合格については「５．合格発表」の項をご覧ください。

受 験 料
納入方法

４．入試

20,000 円
2021年１月12日（火）以降に、インターネット出願の手引き（P5〜）に沿ってご納入くださ
い。クレジット決済やコンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM等でのお支払い
が可能です。（但し、それぞれ支払い手数料が必要となります。）

入試当日の時間割
５教科型

１月31日（日）
特進・学際

３教科型

受付時間

８：00～

諸注意

８：20～

国語（60分）

８：50〜９：50

英語（70分）

10：05〜11：15

数学（70分）

11：30〜12：40

昼食

※専願受験者及び５教科型の受験者のみ

理科（40分）

13：25～14：05

社会（40分）

14：20～15：00

面接

15：30～16：50

併

 専願への変更合格を希望される場合（左記の表①あるいは②）は、

合格発表時
①特進専願変更合格
②学際専願変更合格
③学際専願移行合格

願

特進専願

２月４日
（木）
午後７時までに本校事務局で手続きをしてください。

６．入学手続
専願合格者・学際専願移行合格者（上記の表③）
２月４日（木）までに本校指定の振込依頼書で入学金170,000円を銀行振込してください。
専願変更合格（上記の表①②）を希望される方
２月４日（木）午後７時までに本校事務局で、手続きと同時に入学金170,000円を納入してください。
併願合格者
 和歌山県、大阪府等の公立高校の合格発表日（２次募集、追加募集は除く）の午後５時までに入学金
170,000円を本校事務局に納入してください。
７．追試験
＊対象者
風邪の諸症状（37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感）により、試験を受験できない者
新型コロナウイルス感染者あるいは濃厚接触者と認められた者
＊追試験の申込
追試験の受験を希望する場合は、１月31日（日）8：20までに本校までご連絡ください。
ただし、書類の提出が必要な場合があります。
試験当日の時間割

13：40～14：40

受付時間

８：00～

国語（60分）

８：50～９：50

英語（70分）

10：05～11：15

数学（70分）

11：30～12：40

昼食（専願受験者のみ）
面接（専願受験者のみ）

13：40～14：40

＊合格発表
２月14日（日）郵送
※合格基準点、調査書の扱い等は「５．合格発表」をご覧ください。
８．納入金
入
授

学
業

金

170,000円

料（ ※ ）

411,000円（年額・４期分納）

教 育 充 実 費

80,000円（年額・４期分納）

教 育 後 援 会 費

24,000円（年額・４期分納）

学

用

品

学 級 預 り 金
（学年当初）

約220,000円（制服、制靴、制かばん、体操服、iPad・辞書アプリ代など）
45,000円（学年当初に、副教材費や生徒活動費、個人ロッカー代、新入生研修合宿費などと
してお預かりしています。）
＊学年途中で追加分をいただく場合があります。

※「高等学校等就学支援金」制度により、授業料の支援として一定所得の世帯に「就学支援金」が支給されます。

９．2020年度入試結果
志願者

受験者

合格者

２月１日（月）午後９時30分：本校ホームページ
２月２日（火）：郵送
電話等による問い合わせはご遠慮ください。
＊合格基準点
教科ごとの合格基準点はありません。合計点で合否を決定します。
＊調査書
 受験者の居住地域によって調査書の表記が異なるので、
調査書は点数化いたしません。
（合否の参考にします。
）
＊変更・移行合格
 変更・移行合格の制度があります。出願区分では合格点に満たないものの、一定の得点に達してい
る場合に他の区分への変更合格・移行合格の案内をいたします。
変更合格：併願を専願（右ページの表①あるいは②）にすることで合格となります。
移行合格：特進コースから学際コースへの回し合格（右ページの表③）を意味します。
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出願時

２月13日（土）

＊面接（専願者のみ）
 面接は受験者のみで約10分行います。質問内容は志望理由などです。ただし、スポーツ特別募集の受
験者は除きます。
＊当日の遅刻
 15分までの遅刻は受験を認めています。ただし、この場合は別室での受験になります。やむを得ず遅
刻する場合は、必ず事前に本校に連絡してください。
＊別室受験
 入試当日、体調のすぐれない受験者には、別室を用意しています。来校される前に必ず本校にご連絡
ください。なお、風邪の諸症状（37.5℃以上の発熱、咳、倦怠感）等がある場合は、追試験での受験が
可能です。「７．追試験」の項をご覧ください。
＊入試当日の保護者控え室
入試当日は保護者控え室をご用意いたします。

５．合格発表

変更・移行合格

併願
355
（合格者は特進）

354

308

特専へ31
学専へ12

278.3 70.0 103.9 104.0 41.2 50.7

213

43

53

66

18

27

学専へ 2

252.7 65.2 93.4 90.3 39.1 45.3

199

51

61

67

28

24

193.6 54.1 63.1 68.4 25.8 31.0

144

25

28

34

15

20

特進

専

19

19

17

学際

専

31

31

30

30

30

30

学際スポーツ

回し合格

合格者平均点
計
400

国
100

数
150
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英
150

合格最低点
理
80

社
80

計
400

国
100

数
150

英
150

理
80

社
80

3. メールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックすると、入力したメールアドレスに確認メールが届きま

インターネット出願の手引き

す。

ご利用になるメールアドレスを入力

送信をクリック！

マイページをつくる

4. 届いたメールを開き、メールに記載の URL をクリックします。

1. 本校のホームページを開きます。 URL http://www.shin-ai.ac.jp

注意事項

本校ホームページにあるバナーをクリックし、出願サイトへ

20 分経過すると確認コード

＊初めての方は、2 へ

は無効になります。

＊プレテストに参加し、ID をお持ちの方は、次のステップ「出願情報の登録」へお進みください。

2. 「はじめての方はこちら」をクリックします。

確認コードを記録してください。

ここをクリック！

ここの URL をクリック！
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5. 「確認コード」「志願者名（カナ）」「パスワード」を入力して登録します。

出願情報の登録

1. 「メールアドレス」「パスワード」を入力して「ログイン」をクリックします。
確認コードを入力

登録したメールア
ドレスとパスワー
ドを入力

志願者名をカナで入力

パスワードは半角英数で 8 文
字以上 16 文字以内で設定

ログインをクリック！

2. マイページの「新規申込手続きへ」をクリックします。

登録をクリック！
新規申込手続きへをクリック！

6. 「ログインへ」をクリックします。

3. 入試区分を選択して、「次へ」をクリックします。その後、規約同意確認のウインドが開くので最下部まで
スクロールし「同意して次へ」をクリックします。

プルダウンメニューより
「高等学校入試」を選択

ログインへをクリック！

次へをクリック！
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5. 試験選択画面で、「試験日」「受験区分」「受験教科数」を選択します。
「試験日」・「受験区分」・「受
験教科数」をそれぞれのプル
ダウンメニューから選択

同意して次へをクリック！

4. 出願情報を入力します。入力が終われば、「試験選択画面へ」をクリックします。

6. 検索された試験が正しければ選択をクリックします。

志願者の氏名・生年月日などを入
力してください。

検索された試験を確認してください。

※必須と表示されている項目は
省略できません。
選択をクリック！

7. 5・6 と同じ画面の下方にある、現在選択されている試験を確認し、登録内容確認のため、「保存して中
断する」をクリックします。
現在選択中の試験を確認してください。

保護者の情報を入力
してください。

保存して中断するをクリック！

試験選択画面へをクリック！
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8. 保存ができたので、マイページへ移動します。

登録内容の確認

マイページへをクリック！

1. マイページに申込履歴が表示されますので、「申込確認」をクリックします。

申込確認をクリック！

2. 登録した内容を確認し、間違いがなければ、画面の一番下の「申込内容確認書」をクリックします。
 登録内容を訂正する場合は
戻るのボタンをクリックしてマ
イページに戻ります。
 マイページの「続きから」ボタ
ンをクリックすると再度、出願
情報を入力することができま
す。

確認ができたら、申込内容確
認書をクリック！
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受験料の支払い

3. 「申込内容確認書」が作成されます。
（スマートフォン
・タブレットから印刷する場合は、Ｐ22を参照してください。
）
（スマートフォン・タブレットから印刷する場合は、P〇〇を参照してください。）

1. マイページの「続きから」をクリックします。

続きからをクリック！

2. 試験選択画面まで進み、現在選択中の試験を確認し、画面の下方にある「お支払い画面へ」をクリック
します。
現在選択中の試験を確認してください。

お支払い画面へをクリック！

3. 支払方法を選択して「確認画面へ」をクリックします。

利用するお支払い
方法をチェック

確認画面へをクリック！
13
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4. 内容確認が終わったら、「上記内容で申込む」をクリックします。

支払方法
Ａ クレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）
上記内容で申込むをクリック！

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。
クレジットカードによるオンライン決済にて、24 時間、受験料のお支払いが可能です。

▼ご利用いただけるクレジットカード

Ｂ コンビニでのお支払い（支払手数料が必要です）
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけでも可）、コンビニレジにてお支払いを済ませてください。お支払い後に受
け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。

注意事項

以下のコンビニにて、24 時間、受験料のお支払いが可能です。

これ以降は内容の変更ができなくなります。

▼ご利用いただけるコンビニ

Ｃ ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払い（支払手数料が必要です）
ペイジー対応金融機関ＡＴＭでのお支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるＡＴＭでご利用いただ
けます）。
▼ご利用いただける金融機関
みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、千葉銀行、ゆうちょ銀行、
三菱ＵＦＪ銀行、横浜銀行、関西みらい銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、
熊本銀行、京葉銀行、南都銀行、足利銀行、七十七銀行

［ご注意］
コンビニ及びペイジー（金融機関 ATM）にはお支払い期限がありますので、速やかにお支払いをお済ま
せください。
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5. 送信完了画面になり、また登録されたメールアドレスに申込受付および受験料支払（完了）メールが届き

志願票・受験票の印刷

ます。
＜クレジットカード払い＞

＜コンビニ・ペイジー払い＞
【コンビニ払い】

1. 受験料の支払いが確認されると、マイページの「申込履歴」の右端にある「受験票」ボタンが表示されま
すので、クリックします。
受験票をクリックすると、
「志願票・受験票」が表示さ
れます。

2. ダウンロード画面から「表示」をクリックします。

【ペイジー払い】

「受験票」表示をクリックす
ると、「志願票・受験票」が
表示されます。

（コンビニ・ペイジー払いの場合のみ）

6. 受験料の支払い後、登録されたメールアドレスに支払い完了メールが届きます。
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3. A4 サイズ・白色の普通紙（厚手でも可）を使用して、「志願票・受験票」を印刷し、志願票に写真（縦 4 ㎝

アンティエ特別奨学生申請書

×横 3 ㎝）を貼り付け、志願票と受験票を切り離します。

年

押印お忘れなきように

月

日

和歌山信愛高等学校
校

長

森 田 登

志

子

様

ふり が な

生徒氏名

志願者の写真を貼付

切り取り線

ふり が な

保護者氏名
住

所

4. 志願票は出身中学に提出し、学校印（公印）を押印したものを本校に提出してください。受験票は入試
電話番号
（自宅 ）

当日に持参してください。

（携帯）
出身学校

以上で完了です。
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自己推薦書（志望動機・入学後の抱負などを横書きで書いて下さい）
スマートフォン・タブレットから
「申込内容確認書」または「志願票・受験票」を
印刷する方法

1. 家庭用プリンタで印刷する
Wi-Fi 接続や通信でのデータ送信が可能な場合、お手持ちのプリンタで印刷できます。
設定方法については、プリンタの取扱説明書をご確認ください。

2. コンビニエンスストアで印刷する
①

スマートフォンなどに専用アプリ（無料）をインストールする。

「ローソン」「ファミリーマート」

「セブンイレブン」を利用する場合のアプリ。

を利用する場合のアプリ。

Net Print

Print Smash

（ネットプリント）

（プリントスマシュ）

無料アプリケーション

無料アプリケーション

※会員登録が必要

切り取り線

②

「申込内容確認書」は P12、「志願票・受験票」は P18 を参照し、それぞれのデータ（PDF ファイル）
を表示します。

 iPhone の場合
表示されている「申込内容確認書」または「志願票・受験票」をタップします。
（うまく表示できずメールでファイル送信した場合は、「共有

」をタップします。）

表示された「その他」項目から「（アプリ名）で読み込む」を選択。
 Android の場合
表示されている「申込内容確認書」または「志願票・受験票」をタップ、「共有
リを選択します

 「Print Smaｓｈ」の場合
店内で Wi-Fi に接続したのち、マルチプリンタに送信し、印刷。
 「Net Print」の場合
アプリないで発行された予約番号をマルチプリントに入力し、印刷。
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」をタップします。アプ

