2022年度入試

生徒募集要項
＆

出願情報登録の手引き
在籍中学校の先生に許可をもらい、この手引きを見ながら出願手続きを始めてください。
インターネット出願サイトの開設期間は、2021年12月13日(月)9:00～2022年2月7日(月)15:00までです。
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■ご家庭にインターネット環境(コンピューター等）がない場合は本校にご連絡ください。
■ 本校のイベント(学校説明会・韓国語教室・オープンスクールなど）に予約されたことのある場合は、

ＳＴＥＰ２からご覧ください。

学校法人 白頭学院

建国高等学校

①募集人員

普通科80名（男女共学）
・特別進学コース…30名
・総合コース
…50名
（韓国文化専攻・英米文化専攻・中国文化専攻）
・学業特別奨学生…若干名（特別進学コース）
・特技特別奨学生…若干名（特別進学コース・総合コース）

②受験資格

2022年3月までに中学校を卒業した者、又は卒業見込みの者。

③出願手続

本校ホームページの出願サイトより手続してください。
※本校ホームページアドレス

④出願期間

https://keonguk.ac.jp/high_school/

1)出願情報登録期間

2021年12月13日(月)～2022年2月7日(月）
※中学校の先生に必ず確認し、許可をもらってから行ってください。
2)検定料支払期間

2022年1月12日(水)～2022年2月7日(月）
3)志願書等の受付期間

【郵送】2022年1月20日(木)～2022年2月7日(月）
【持参】2022年1月20日(木)～2022年2月7日(月）
※土日祝日除く午前9時～午後3時まで

⑤検定料

20,000円
クレジットカード、コンビニでのお支払い、ペイジー対応ATMでのお支払いから
お選びいただけます。
※一度納入された検定料はいかなる理由にかかわらず返金いたしません。

⑥出願書類

一

般

特別奨学生

Ａ. 入学志願書

〇

〇

Ｂ. 推薦書

-

〇

Ｃ. 個人報告書

〇

〇

Ａ．入学志願書
インターネット出願手続に沿って作成してください。
入学志願書はプリントアウト後、中学校に提出し校長印をもらってから
提出してください（必ず顔写真を貼付）。
入学志願書と受験票は1つの用紙に印字されますが、入学志願書のみ
提出してください。受験票は入試当日持参してください。
Ｂ．推薦書
学業特別奨学生ならびに特技特別奨学生を希望する方のみ提出してください。
申請用紙は本校ホームページよりダウンロードしてください。
※本校ホームページアドレス

https://keonguk.ac.jp/high_school/

Ｃ．個人報告書
出身中学校が作成し、厳封したものを提出してください。

⑦試験・試験日時

(1)試験日

2022年2月10日(木)・11日（金）

(2)試験科目・時間

＜1日目＞…2月10日(木)
試験科目

時

間

8：30

集合・点呼
国語(日本語もしくは韓国語を選択)

9：00～9:50

英語

10:00～10:50

数学

11:00～11:50

＜2日目＞…2月11日(金)
試験科目

時

間

8：30

集合・点呼
社会

9：00～9:50

理科

10:00～10:50

面接

11:00～

※面接は個人面接。面接時間は当日に案内します。
(3)受験時の注意事項
1. 受験生は8時30分までに玄関に集合してください（時間厳守）。
2. 以下のものを持参してください。
①受験票 ②筆記用具 ③上履き

④靴袋

3. 試験中、以下のものは使用・携帯できません。
携帯電話、計算機能や辞書機能を備えた時計、
スマートウォッチ、下敷き等
4. 試験時間中の筆記用具・消しゴムなどの貸し借り及び私語は
禁止します。

⑧選考方法

学科試験・面接・個人報告書を総合して判定します。

⑨合格発表

2022年2月12日(土）発送
〇合否結果は中学校にも連絡させていただきます。
〇電話によるお問合せには応じられません。

⑩入学手続

専願合格者

2022年2月19日（土）
併願合格者

2022年3月18日（金）
〇納付いただいた入学金などについては、理由に関わらず
返金できませんのでご了承ください。
〇合格者は、指定期間内に手続を完了してください。
完了しない場合は、入学の意思がないものと判断します。

⑪学費・諸経費
(2021年度実績）

(1)入学手続金
入学金

200,000円

生徒会入会金

1,000円

行事費用（※1）

80,000円

副教材費

40,000円

健康管理診断費

4,000円

タブレット費用

76,786円

計

401,786円

(※1)オリエンテーション宿泊費、スキー実習費
(2)制定品（入学時必要）
制服＜夏・冬＞

約65,000円

体操服＜夏・冬＞

約13,000円

カバン・校内スリッパ・靴下など

約17,000円

計

約95,000円

〇体操服は男女で若干金額が異なります。

(3)授業料他納付金
授業料

402,000円

修学旅行積立金

84,000円

PTA会費

12,000円

生徒会費

6,000円
60,000円

教育充実費
体育祭文芸祭賛助金
次年度副教材費

3,000円
52,000円
619,000円

計

〇授業料他納付金は、入学後10回に分けて徴収します。
〇給食費 年額72,000円（但し希望者のみ）
(4)本校は就学支援推進校に指定されており、国の「高等学校等就学支援金」
と大阪府の「私立高等学校等授業料支援補助金」を受けることができます。
(5)学業特別奨学生、特技特別奨学生は、奨学金として学習奨励金を給付します。

⑫奨学金制度

(1)白頭学院特別奨学金（給付）
(2)大阪府育英会

（貸与）

(3)大阪市奨学費

（給付）

(4)韓国教育財団

（給付）

(5)その他

（入学後に奨学金担当にお問合せください）

⑬特別奨学生

以下の生徒に対し、入学金の免除ならびに学業奨励金の給付を行います。
希望者はインターネット出願時に学業特別奨学生もしくは特技特別奨学生
のいずれかを選択してください。
①学業特別奨学生
人物、学業成績ともに優れた生徒。本校の教育方針を理解 し 、
積極的に学校生活を送る意欲を持ち他の生徒の模範となる生徒。
※学業特別奨学生には（A）と（B）があり、入学試験の点数ならびに
内申点で判断します。
・学業特別奨学生（A）…入学金全額免除、学業奨励金24万円給付
・学業特別奨学生（B）…入学金全額免除、学業奨励金12万円給付
※学業特別奨学生による判定で不合格となった場合、一般入試にて
合否判定を行います。
※学業特別奨学生は学年末ごとに1年間の学習成績や学校生活の様子を
振り返り、次年度の資格を判定し決定します。
また、特別奨学生の規約の要件を満たさない場合は、奨学金は減額、
または奨学生対象から外れることがあります。

②特技特別奨学生
本校の推進するクラブの活動において、本校顧問の推薦を受ける生徒。
また、人物、技量ともに優れ、他の生徒の模範となる生徒。
（入学金・授業料免除。詳細については顧問の先生までお尋ねください。）

※特技特別奨学生による判定で不合格となった場合、一般入試にて
合否判定を行います。
※特別指導等により資格を喪失した場合や当該クラブを退部した場合
は、給付対象から外れます。

インターネットによる出願情報登録の手引き

1

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

本校公式ホームページから、
アクセスしてください。

｢はじめての方はこちら」のボタンからメールアドレス登録に進みます。
自動で返信されるメールを確認して、名前・パスワードを登録する
と、あなただけのマイページにログインできるようになります。
イベント予約にてID・パスワードを登録している方は同じID・パス
ワードでログインできます。

※画面イメージはサンプルです。
実際の出願時に変更される場合があります。

※インターネット出願サイトの開設期間は、2021年12月13日（月）9:00～2022年2月7日（月）15:00までです。

2

出願情報を入力する

マイペ ー ジ か ら
｢新規申込手続き
へ」をクリック。

登録内容の確認のため、
｢保存して中断する」ボタ
ンをクリックし、マイペー
ジへ移動します。

画面の指示にしたがって、必須
項目は必ず入力してください。
入力内容を確認したら「試験
選択画面へ」をクリック。

規約内容を確認し、
「同意
して次へ」をクリック。

｢試験日｣･｢受験区分｣･｢専願/
併願｣･｢志望コース｣を選んで
｢選択｣ボタンを押してくださ
い｡

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

3

出願情報の確認・受験料のお支払い
マイページの「申込確認」をクリックし､
申込内容を確認し､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､「申込内容確認書」を印刷します。
●申込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。

｢申込確認」を
クリック！

お支払い手続きに進む前に、在籍中学校の先生
に、印刷した｢申込内容確認書｣で入力内容を
確認してもらうようにお願いしてください。

見 本

マイページの｢続きから｣をクリックし､
試験選択画面まで進み､画面の下にある
｢お支払い画面へ｣をクリックします。
注 意！

｢お支払い画面へ｣ボタンは1月12日 (水 より現れ､
クリックが可能になります。

ここをクリック！

注意事項

この操作の前に、必ず中学校の先生に｢申込内容確認書｣を提出するなどして、出願内容を報告してください。

「クレジットカード」
「コンビニエンスス
トア 「
」 ペ イジ ー・金
融機関A TM」など
から1つを選択しま
す。

「コンビニエンスス
トア」を選択されま
すと、さらにお店の
選択肢が表示され
ます。

確認画面へ をクリック！

画面の指示にしたがってお支払い手続きを進めます。入力した内容をもう一度確認して、
間違いなければ「上記内容で申し込む」のボタンをクリックします。
注意事項

※これ以降は内容の変更ができなくなります。

登録したメールアドレスに通知が届いていれば、操作は完了していますので、ご安心ください。
※いずれのお支払い方法でも受験料とは別に事務手数料がかかりますのでご了承ください。

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

4

入学志願書・受験票の印刷

受験料のお支払いが確認されると、マイページの「申込履歴」の右端に「受験票」ボタンが現れますので、クリックします。
見 本

マイページからPDFを印刷し、 顔写真を貼付します。
※PDFファイルの保存方法はお使いの機器やソフトウェアに
よって異なりますので、取扱説明書などをご確認ください。

入学志願書

保護者印を押印後､在籍中学校に提出し､校
長印を押印してもらってください｡その後､
在籍中学校の指示に従って､本校へ持参もし
くは郵送してください。
校長印のない入学志願書は受付できません｡

受験票

入学志願書に校長印を押印後､受験票を
切り離し､入試当日に持参してください。
出願には必要ありません。入試当日まで
大切に保管してください。

以上で出願手続きは完了です！
スマートフォン・タブレットから「申込内容確認書」または「入学志願書・受験票」を印刷する方法
｢ 申 込 内 容 確 認 書 」 マイページの「申込履歴」の右側にある 申込確認 ボタンをクリックし、
｢申込内容確認書」がダウンロードできるページに移動します。

｢入学志願書･受験票」 マイページの「申込履歴」の右側にある 受験票 ボタンをクリックし、
｢入学志願書･受験票」がダウンロードできるページに移動します。

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の場合、お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覧ください。

コンビニエンスストアで印刷する
①画面の左下にある「コンビニエンスストアでプリン
トする方はこちら」をクリックします。

②プリント予約の画面の「受験票｣の予約へ をクリッ
クします。

③店舗選択画面で印刷するコンビニを選択し、次へ
ボタンをクリックします。
④利用規約を確認し、｢同意する」にチェックをして
から プリント予約をする をクリックします。
⑤予約完了画面の「プリント予約番号」を控えて、
予約したコンビニ店舗の端末に入力・印刷します。
※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

学校法人 白頭学院

建国高等学校

〒558-0032 大阪市住吉区遠里小野2-3-13 TEL:06-6691-1231
※システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」のリンクからご確認ください。

