いつでも
学校見学や相談
受け付けます
入試広報室まで

滝川第二高等学校
2021
フロンティアコース

海外帰国生入試

さまざまなバックグラウンドの中でグローバル感覚を身に付け、
社会に貢献しうる人材を育みます
出願資格条件

入学試験

〔Ⅰ〕日本の義務教育期間における海外就学期間が2年以上で、
帰国後2年以内の者のうち、次の①〜③のいずれかに該当する者
①外国の学校教育における9学年の課程（日本の中学課程に相当）
を修了した者、
または令和3年（2021年）6月までに修了見込みの者
②日本人学校中学部を卒業した者、
または令和3年
（2021年）
3月に卒業見込みの者
③国内の中学校を卒業した者、
または令和3年（2021年）3月に卒業見込みの者
〔Ⅱ〕本校を専願とし、教育方針に従う者
〔Ⅲ〕英検2級程度を有する者
〔Ⅳ〕本人と保護者が来校し、事前相談で出願が認められた者
新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しますので、入試広報室にご相談ください

◎試験日時

令和3年（2021年）2月10日（水）

◎試験会場

本校

◎選考方法

英語、数学、国語、
作文（日本語または英語による）、面接（個人面接）
※海外における学習状況に応じて配慮する
※出願書類と入学試験の結果を総合評価する

詳しくは…

出願手続き
◎出願書類…
入学願書、調査書、志望理由書および推薦書、
活動報告書と活動報告書に関する資料添付用紙、海外在留証明書
◎受 験 料…20,000円（一旦、出願された方の受験料は返金できません）
◎出願期間…令和3年
（2021年）
1月22日
（金）
〜27日
（水）

滝川第二高等学校 入試広報室

TEL. 078-961-2381

email : nyushi@takigawa2.ed.jp

〒651-2276
神戸市西区春日台6丁目23番

https://takigawa2.ed.jp

Takigawa DaiNi Welcomes You
Founded in April 1984, Takigawa DaiNi is located in the beautiful suburban area of Seishin New Town, in western
Kobe. With an expansive campus of nearly 40 acres, surrounded by unparalleled nature, students enjoy school life
every day at Takigawa DaiNi. Adding to the wonderful atmosphere here, classrooms boast striking views of the
Akashi Kaikyo Bridge, the longest suspension bridge in the world.
Here at Takigawa DaiNi, our three school mottos are “Be Honest” “Be Strong” and “Be Generous”. These were
created by Takigawa Gakuen’s founder Benzo Takigawa, in 1918. These still play a large part in everyday school life.
We encourage students to acquire these beliefs during their time at Takigawa DaiNi.

F-Course (Frontier Course)

C-Course (Club Course)

Placing priority on five education departments (Japanese,
Mathematics, History, the Sciences, and English), the
curriculum aims at allowing students to enter the
universities of their choice. Both “Super Frontier
Course” and “Creative Frontier Course” encourage
students to make a positive and active contribution
to society.

Focusing primarily on club activities, students in each club
(baseball, soccer, track and field, golf, table tennis, kendo,
and orchestra / marching band) strive to improve their athletic
and artistic abilities, while pursuing the universities of their
choice. Each club shares the common goal to actively
participate in national level competitions, and contacts
specialists in each field.

Events

Contact Us

Takigawa DaiNi Senior High School
6-23 Kasugadai, Nishi-ku, Kobe, Hyogo-Pref., JAPAN 651-2276
TEL (81) 78-961-2381 FAX (81) 78-961-4591

URL https://takigawa2.ed.jp/

