
生徒募集要項
2023年度（令和5年度）

Web出願の手引き

出願期間内なら

24時間
OK!

スマート
フォン

入力漏れも
システムが
チェック

PC・タブレット
から出願可能

24時間の
コールセンターで

安心

クレジット
カード・

コンビニ・ペイジー
で受験料が
支払える！

クレジットカード支払い
（オンライン決済）を選択

コンビニ支払いを
選択

コンビニで
支払い

金融機関ＡＴＭで
支払い

金融機関ＡＴＭ
支払いを選択

Web出願の流れ

受験料の支払い3

マイページをつくる※1１

出願情報の入力2

４. 受験票・写真票・宛名票の印刷受験票・写真票・宛名票の印刷

▶P.5

▶P.3

▶P.4

▶P.64

本校ホームページ

出願サイトへアクセス

受験票と写真票に顔写真を貼付し※2、試験当日に持参

支払い完了メールの確認

払込番号の確認

※1　マイページは、本校各種イベントに一度お申込の方やミライコンパス共通IDを設定をされている方は、同じID・パスワードでログインできます。
※2　事前に写真をアップロードされた場合は不要。
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※1（2023年度予定額）

入学金
教育振興後援会費
問題集・辞書・春期課題
制服（                       ）
通学かばん（希望者）
通学靴（希望者）
校内上履き
体操服・体育館シューズ
オリエンテーション合宿費

400,000円
50,000円
35,000円
60,050円
4,530円～
4,900円
2,200円
19,160円
20,000円
586,310円

400,000円
50,000円
35,000円
58,050円
4,530円～
4,900円
2,200円
19,160円
20,000円
584,310円

入学時 入学後（年額）男　子 女　子
441,600円
8,400円
12,000円
12,000円
70,000円
176,400円

720,400円合　計

授業用
育友会費
生徒会費
学習指導・部活動後援会費
学年費（既算）※２
研修旅行積立金

合　計

※滝川第二高等学校進学時には、当該年度の「入学金」の半額を納入していただきます。　※本校規定により、一度納入された入学金は返却できません。

※１変更する場合があります。　※２スペシャルウェンズデイに関わる費用・模擬試験・夏期課題・追加教材費など。
※詳細については、本校までお問い合わせください。

【個人情報の取り扱いについて】
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AⅠ日程

お近くの金融機関より、下記の口座へ電信扱いでお振込みください｡（ATM・ネットバンキング利用可）

　入学準備ガイダンスに領収書をご持参ください。（提示を求める場合があります。）

振込先

振込口座番号

受取人

三井住友銀行　板宿支店

普通預金　4093393

学校法人　瀧川学園

AⅡ日程 Ｂ日程 Ｃ日程
2023年

14：00まで

2023年

14：00まで

2023年

14：00まで

2023年

●C日程につきましては、振り込まれましたら、
1月21日（土）12:00までに本校へ
お電話にてご連絡ください。
TEL：078-961-2381

※振込の依頼人は受験者氏名とし、氏名の後に必ず受験番号を
入れてください。

※ATMでは、10万円を超える現金での振込が出来ません。
通帳・キャッシュカードをご利用ください。

※窓口振込の際は、本人確認書類等が必要です。
※振込手数料は保護者様負担でお願いします。

ミツイスミトモギンコウ

ガッコウホウジン タキガワガクエン

イタヤドシテン

就学の手続きについて

ＡⅠ日程
ＡⅡ日程
B 日 程
C 日 程

ＡⅠ日程
ＡⅡ日程

B 日 程
C 日 程

ＡⅠ日程

ＡⅡ日程
B 日 程
C 日 程

2023年1月15日（日）　12:30予定　オンライン上にて発表
2023年1月16日（月）　12:30予定　オンライン上にて発表
2023年1月17日（火）　12:30予定　オンライン上にて発表
2023年1月20日（金）　12:30予定　オンライン上にて発表

1月16日（月）、
1月17日（火）

1月17日（火）、
1月18日（水）

1月18日（水）、
1月19日（木）

1月20日（金）、1月21日（土） 12：00まで

2023年1月14日（土）　8:30集合　9:00開始　考査会場…滝川第二会場
2023年1月14日（土）　考査会場…滝川第二会場　15:00集合　15:30開始

　　 …明石会場（明石商工会議所）　15:50集合　16:20開始
2023年1月15日（日）　14:30集合　15:00開始　考査会場…滝川第二会場・明石会場（明石商工会議所）
2023年1月18日（水）　14:30集合　15:00開始　考査会場…神戸会場（貸会議室  レンタルスペースジェム）

　　　　　　国語（50分/150点）　算数（50分/150点）　理科（40分/100点）　合計400点
　　　　　　国語（50分/150点）　英語（50分/100点）　親子面接（15分/100点）　英語資料（50点）　合計400点
　　　　　　国語基礎（50分/100点）　作文（50分/100点）　親子面接（15分/100点）　特技資料（100点）　合計400点
国語（40分/100点）　算数（40分/100点）　合計200点
国語（50分/150点）　算数（50分/150点）　合計300点 
国語（40分/100点）　算数（40分/100点）　合計200点 

20,000円（※A日程についてはAⅠ･AⅡ合わせて受験料
20,000円となります。但し、AⅠのみ、AⅡのみの場合でも
20,000円となります｡）下記の場合は返金します。
※複数回の日程に出願した方で、先の日程で合格し、本校の入学手続きを
した方が対象となります。対象の方は、それ以降の日程を受験しない場
合、その受験料をお返しします。なおその返金は入学準備ガイダンス当日
となります。返金の際には、受験しなかった日程の受験票を必ず持参して
ください。A日程は受験料返金の対象になりませんのでご了承ください｡
（AⅠで合格し、AⅡを受験しなかった場合も同様です｡）

Web出願となります。出願期間内に、本校ホームページから専用
ページにアクセスし、出願情報の登録と受験料の決済を行ってくだ
さい。その後、受験票をプリントアウトし、考査当日に持参して
ください｡
（受験料の決済には、別途事務手数料が必要です｡）
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②受験料 ③出願方法

入試科目（時間・配点）

※AⅠ英語入試（I.U.E.のみ）とAⅠ特色入試（エキスパートのみ）に限り、面接を実施します｡

＜試験当日の出願について＞ ＡⅡ日程：滝川第二会場は15：00まで、明石会場は15：50までWEB受付
Ｂ 日 程：滝川第二会場・明石会場とも14：00までWEB受付
Ｃ 日 程：神戸会場のみ14：00までWEB受付

※持参品　受験票・筆記用具・定規（三角定規可）・コンパス・上履き（滝二会場のみ）。
（下敷・分度器・携帯電話・計算機能付時計・マーカーペンは持ち込み不可です｡）

※「プログレッシブ数理探究コース」もしくは「I.U.E.知識実践コース」を志望し、合格点に達していない場合でも、｢エキスパート未来創造コース」の合格点に
　達していれば､「エキスパート未来創造コース」に合格となります。
※「プログレッシブ数理探究コース」から「I.U.E.知識実践コース｣、また「I.U.E.知識実践コース」から「プログレッシブ数理探究コース」への合格はありません。

入学金400,000円と教育振興後援会費50,000円の合計450,000円を下記の入学手続き日時までに指定銀行へお振込みください。
各日程の入学手続き期間終了後に、入学に関する書類を事務室より送付いたします。

出願書類に記載された氏名、住所等の個人情報は、個人情報保護法規定に基づき保管し、入試関連業務の範囲内においてのみ利用し
ます。

2023年2月4日（土）14：00
入学準備ガイダンス及び制服等採寸・物品の購入 入学が決まりましたら役所から送られてくる「就学通知書」と本校の「入学

許可証」を市役所（区役所、役場）窓口に持参し、手続きをしてください。

本校教育課程中の科目「保健体育」には､「剣道」が男女とも
全員必修として含まれています。その履修に関して特に事情
がある場合は、必ず本校出願前に申し出てください。

３教科入試
英語入試  
特色入試  

出 願 資 格
①2023年3月小学校卒業見込みであること　②自宅から通学できること

募 集 定 員　男女105名
プログレッシブ数理探究コース････35名
I.U.E. 知識実践コース････････････30名
エキスパート未来創造コース･･････40名

①出願期間　※出願方法は「Web出願」になります　

【各日程　コース別定員】
Ａ（ＡⅠ・ＡⅡ）日程：プログレ15名 I.U.E. 15名 エキスパート15名
ＡⅠ英語入試：I.U.E.若干名（AⅠ・AⅡ日程15名に含む）
ＡⅠ特色入試：エキスパート10名
Ｂ 日 程：プログレ15名 I.U.E. 10名 エキスパート10名
Ｃ 日 程：プログレ 5名 I.U.E.  5名 エキスパート 5名
※A日程は20,000円の受験料でAⅠ・AⅡどちらも受験することができます。

【Ａ日程午前：ＡⅠ入試（全コース）・AⅠ英語入試（I.U.E.のみ）・ＡⅠ特色入試（エキスパートのみ）】
202２年12月12日（月）9:00～2023年1月10日（火）23:59 まで
【Ａ日程午後：ＡⅡ入試（全コース）】　
2022年12月12日（月）9:00～2023年1月14日（土）15:00（滝川第二会場）／15:50（明石会場） まで
【Ｂ日程（全コース）】　2022年12月12日（月）9:00～2023年1月15日（日）14:00 まで
【Ｃ日程（全コース）】　2022年12月12日（月）9:00～2023年1月18日（水）14:00 まで
※AⅡ日程・B日程・C日程は「当日出願」可能

滝川第二中学校　生徒募集要項2023年度
（令和5年度）

男子：サマースラックス・ポロ
女子：サマースカート・ポロ 含む

C日程（午後）
14：30
14：45～15：00
15：00～15：40
16：00～16：40

集　合
諸注意
国　語
算　数

B日程（午後）
14：30
14：45～15：00
15：00～15：50
16：10～17：00

集　合
諸注意
国　語
算　数

AⅡ日程（午後）明石会場
15：50
16：05～16：20
16：20～17：00
17：20～18：00

集　合
諸注意
国　語
算　数

AⅡ日程（午後）滝川第二会場
15：00
15：15～15：30
15：30～16：10
16：30～17：10

集　合
諸注意
国　語
算　数

8：30
8：45～ 9：00
9：00～ 9：50
10：10～11：00
11：20～12：00

集　　合
諸 注 意
国　　語
算　　数
理　　科

AⅠ日程 ３教科入試（午前）  
8：30
8：45～ 9：00
9：00～ 9：50
10：10～11：00
11：20～（1組15分）

集　　合
諸 注 意
国　　語
英　　語
親子面接

AⅠ日程 英語入試（I.U.E.のみ）（午前）  
8：30
8：45～ 9：00
9：00～ 9：50
10：10～11：00
11：20～（1組15分）

集　　合
諸 注 意
国語基礎
作　　文
親子面接

AⅠ日程 特色入試（エキスパートのみ）（午前）  
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１ 力入を」ドーワスパ「」スレドアルーメ「 して
ログイン をクリックします｡

２ マイページの 新規申込手続きへ 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｡

５ 試験選択画面で、「試験日」・「志望コース」・「考査会
場」を選択し、右下の 選択 ボタンをクリックします。

出願情報を入力します。入力が終われば、
試験選択画面に移動します。

ここをクリック！

次へをクリック！

項目を選択して
ください。

試験選択画面を
クリック！

保護者の情報を
入力してください｡

登録したメールアドレス
とパスワードを入力

顔写真をアップロードされる
方は、こちらから顔写真を
アップロードしてください。

ログインをクリック！

６ 画面の下にある お支払い画面へ をクリックします。
※ここまでの内容で一時保存する場合は「保存して中断する」を
クリックします。

選択項目を確認した
らここで必ず 選択 を
クリック！

志願者の氏名などを入力
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｡
入力できない文字がある場合
は、入力できる文字に置き換え
て登録してください｡

入力できない文字が
ある場合は、入力でき
る文字に置き換えて
登録してください｡

※実際の出願時の画面と異なることがあります｡

４

ここをクリック！

出願情報の入力2
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マイページをつくる１

※実際の出願時の画面と異なることがあります｡

注意事項 迷惑メール対策をされている場合は､「@e-shiharai.net」の受信を許可してください。
入試説明会やプレテストに申し込まれた方で、既にマイページを作られている場合は、
P4「２．出願情報の入力」から操作を行ってください。

１ 本校ホームページより、出願サイトにアクセス。

２ はじめての方は、はじめての方はこちら を
クリックします。

３ メールアドレスを入力し、送信 をクリックします｡

６ ログインへ をクリックします。

５ を」ドーワスパ「」）ナカ（名氏者願志「」ドーコ認確「
入力して登録します。

４ 届いたメールを開き、メールに記載の「確認コード」
を確認します。
※メールが届かない場合は、ページ左下「お問合せ先」より、

お問合せをお願いします。

ここをクリック！

●●●●●＠●●●●●

●●●●●＠●●●●●

ここをクリック！

パスワードは半角英数で
８文字以上16文字以内
で設定してください｡
※パスワードは忘れない
ようにメモを取るよう
にしてください。

志願者氏名はカナで入力

●●●●●＠●●●●●

確認コードを入力

登録をクリック！

●●●●●●

確認コードを確認
してください｡

送信すると、入力し
たアドレスに確認
メールが届きます。
入力間違いにご注
意ください｡

注意事項
20分経過すると確認コード
は無効になります。

お問合せ対象の「（コード）学校名」と「お名前」をお伝えください。 

（4671）滝川第二中学校
問い合わせ先については、
QRコードを読み取り、
画面下部の「お問合せ先」を
ご確認ください。

お問合せ先
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ダウンロード画面から「受験票｣表示 をクリックします｡

Wi-Fi接続や通信でのデータ送信が可能な場合、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確認ください。

スマートフォン・タブレットから「受験票」・「写真票」・「宛名票」を印刷する方法

１ マイページの「申込履歴」の右側の 受験票 ボタンをクリックすると、ダウンロード画面が出てきます｡
２ 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。

３ 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。

４ 店舗選択画面で印刷するコンビニを選択し、
 をクリックします。

６ 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。

５ 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。

※以上で印刷は完了です｡
端末の操作方法などわからない場合は、各コンビニの店舗でご確認ください。※実際の出願時の画面と異なることがあります｡

４. 受験票・写真票・宛名票の印刷

顔写真をアップロードされ
た方は、アップロードし
た写真が表示されます。

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」の右側に「受験票」ボタンが現れます
ので、クリックします。

２

３ ｢受験票」・「写真票」・「宛名票」の印刷は、ご自宅や

４ ｢受験票」・「写真票」・「宛名票」は切り離し、｢受験
票」・「写真票」の２点のみを試験当日に持参してく
ださい。
※顔写真をアップロードされていない方は、顔写真を貼付して
　持参してください。

※12月中旬より、Webでの送付も可能です。本校ホームページを
　ご覧ください。

５ 加点措置を受ける受験生は、受験票とともに印刷
される本校宛の宛名票をA4サイズ封筒に貼付の
上、提出期限までに本校へご郵送ください。

ここをクリック！

ここをクリック！

コンビニエンスストアで印刷する

受験票・写真票・宛名票の印刷4
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法
方
払
支

クレジットカードによるオンライン決済
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。

コンビニでのお支払い
出願登録後、払込票を印刷し 番号を控えるだけも可 、選択した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。
右記のコンビニにて、24時間受験料のお支払いが可能です。

ペイジー対応金融機関ATMでのお支払い
ペイジー対応金融機関ATMで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
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、千葉銀行、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

▼ご利用いただけるクレジットカード

▼ご利用いただけるコンビニ

▼ご利用いただける金融機関

ペイジーマーク

注意事項 これ以降は内容の変更ができなくなります。

「支払い方法」を選択します。

内容の確認が終わったら､ 上記内容で申込む をクリックします。

送信完了画面になり、また登録されたメールアドレスに

〈クレジットカード支払い〉 〈コンビニ・ペイジー支払い〉

申込受付および受験料支払い（完了）メールが届きます。

４ 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。

｢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。

｢クレジットカード支払い」
｢コンビニ支払い｣｢ペイ
ジー対応金融機関ATM支
払い｣などから１つを選択
します。

確認画面へをクリック！

上記内容で申込むをクリックすると、
出願情報が確定します。
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ここで
（クレジットカード支払いの場合）

出願完了です｡ 以上で出願完了

（コンビニ・ペイジー支払いの場合）
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３

※実際の出願時の画面と異なることがあります｡

受験料の支払い3
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JR･阪神「元町駅」から徒歩3分
神戸市営地下鉄「県庁前駅｣･
阪急電鉄「神戸三宮駅」から徒歩8分

貸会議室  レンタルスペースジェム

明石商工会議所

滝川第二中学校

※お問い合せは本校までお願いいたします。

※お問い合せは本校までお願いいたします。
〒650-0022　神戸市中央区元町通2丁目3番2号

ジェムビル

〒673-8550　明石市大明石町1-2-1

貸会議室  レンタルスペースジェム（神戸会場）C日程AⅡ日程

滝川第二中学校（滝川第二会場）AⅠ･AⅡ日程・ 程日B

〒651-2276 神戸市西区春日台6丁目23番
TEL 078 961-2381･2385　FAX 078 961-4591

滝川第二中学校・高等学校への交通機関
◆神戸市営地下鉄西神中央駅下車、㉑㉒㉘系統西体育館行
バスで約10分 西体育館前下車、徒歩約５分。

◆JR・山電明石駅からは神姫バスで三木･社･押部谷方面行
バスで約25分、環境西事業所前下車、徒歩約10分。
（なお、考査日当日は、神姫バス直行便の運行を予定して
います｡
運行時刻・乗り場については、本校ホームページで確認
できます。
URL：https://takigawa2.ed.jp）

◆神戸電鉄三木駅（福有橋バス停）から明石方面行バスで、
約25分
平野小学校前下車、徒歩約８分

・ 程日B

考査会場へのアクセス

貸会議室
レンタルスペースジェム


