
令和５年度

生徒募集要項

学校法人　愛 知 学 院

愛 知 中 学 校

※新型コロナウイルス感染状況により予定が変更になる場合がございます。
最新の情報は本校HP（https://www.aichi-h.ed.jp/）にてお知らせいたします。

例） 令和4年度入試 受験者1,429名の場合
１位～142位を「特別奨学生Ａ」合格、143位～285位を「特別奨学生Ｂ」合格としました。

～ 特 別 奨 学 生 制 度 ～

特別奨学生Ａ

特別奨学生Ｂ
受験者の上位20％以内の者は中学３年間の
授業料半額を免除します。
（特別奨学生Ａ対象者は除く）

受験者の上位10％以内の者は中学３年間の
授業料全額を免除します。
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生 徒 募 集 要 項

出願期間 令和５年１月６日（金）～１月13日（金） ※最終日１月13日は23：00まで

選考方法 学力試験（国語100点・算数100点・社会50点・理科50点）

募集人員 男女　約160名

受験料
（事務手数料含む）

15,000円
　※クレジットカード、コンビニエンスストア支払、ペイジーのいずれかの
　　方法でお支払いください。
　※振込手数料が別途必要です。
　※追試験の受験料は不要です。
　※振込まれた受験料・事務手数料は返還いたしません。注意してください。

提出書類
英語検定準2級以上を取得している場合には合否判定の特別資料とします。
取得級を証明する合格証のコピー（Ａ４サイズ）を入学試験当日に持参してください。
英語検定以外のTOEICやTOEFLなど、他のスコア型の検定試験は、学校側で
判断しますので証明を入学試験当日に持参してください。

点呼･諸注意    8：50 ～

１限 国語   9：00 ～   9：50 （50 分）

２限 社会 10：10 ～ 10：40 （30 分）

３限 算数 11：00 ～ 11：50 （50 分）

４限 理科 12：10 ～ 12：40 （30 分）

点呼･諸注意    8：50 ～

１限 国語   9：00 ～   9：50 （50 分）

２限 社会 10：05 ～ 10：35 （30 分）

３限 算数 10：50 ～ 11：40 （50 分）

４限 理科 11：55 ～ 12：25 （30 分）

試験時間割

出願資格 令和５年３月小学校卒業見込みの者

試験日

本試験 追試験

令和５年１月21日（土）
8：50までに着席

令和５年２月６日（月）
8：50までに着席

試験会場
愛知学院大学　名城公園キャンパス
・アリスタワー　・キャッスルホール

P4　本試験会場のご案内参照

愛知中学・高等学校
中学校舎会議室

P5　追試験会場のご案内参照

検温について 試験当日の状況によって検温する場合があります。

追試験対象者 発熱等によって欠席であると事前に連絡のあった者。

出願方法 ネット出願 ※本校ホームページより、手順に従って出願してください。
※推薦書・内申書・調査書等は必要ございません。

合格発表
令和５年１月24日（火）10：00
　※本校ホームページ上で発表します。

　※電話による問い合わせには応じられません。

令和５年２月７日（火）10：00
　※本校ホームページ上で発表します。

　※電話による問い合わせには応じられません。
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持ち物

・受験票　・写真票　・筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）
　※下敷きは、無地のもののみ使用可能です。
　※定規・コンパス・分度器などは使用できません。
　※時計は腕時計のみ使用可能ですが、計算機能・通信機能の付いた時計、
　　置時計は使用できません。
　※携帯電話、スマートフォン、通信機能の付いた電子機器、計算機は持ち込みができません。
　※上履きは必要ありません。
　※英語の資格試験の合格証（英語検定準２級以上など）があれば、その
　コピー（Ａ４サイズ）を持参してください。

特別奨学生
入試の結果、特別奨学生Aに認定された者は、入学する場合には、３年間の
授業料全額を免除、特別奨学生Bに認定された者は、入学する場合には、３
年間の授業料半額を免除します（追試験対象者は除く）｡

追加合格
について

入試の結果、追加合格を出す場合がありますが、年度によっては全く出さな
い場合もあります。追加合格のある場合は、入学手続きの締め切り日（２月
10日）以降に、電話でご連絡する予定です。願書に入力された電話に出られ
なかった場合は、入学の意思がないとみなします。

入学手続き時
校納金

１．入学金　200,000円
PTA・父母の会入会金3,000円につきましては、入学後初回の校納金に
加算して徴収します。

新入生登校日
への出席

令和５年３月28日（火）9：00までに制服で登校してください（生徒のみ）。
入学前の諸注意などを行います。

入学金の納入

令和５年２月10日（金）12：00までにお支払いください。
　※合格者には、ホームページ上で入学金の納入の案内をします。
　※クレジットカード、コンビニエンスストア支払、ペイジーのいずれかの
　　方法でお支払いください。
　※振込手数料が別途必要です。

入 学 手 続 き

入学説明会への
参加

令和５年２月11日（土・祝）10：00より本校講堂で「入学予定者への説明会」
を行いますので、保護者の方同伴で参加してください。

　※欠席された場合は入学の意思がないとみなしますので、入学の意思がある
　　場合には必ず参加してください。

校 納 金（令和5年度予定）

PTA・父母の会　会費 2,000円／月
PTA・父母の会　入会金 3,000円／入学時のみ

月　額 1学期（4～8月分） 2学期（9～12月分） 3学期（1～3月分）
授業料 36,500円／月 146,000円 109,500円

合　計
24,000円／年
3,000円

182,500円

209,500円 146,000円 109,500円
※校納金は学期毎に納めていただきます。
※他にipad費用、教材等の費用が必要です。
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● 交通案内

名城公園
キャンパス

名城公園
駅

徒歩 約1分
地下鉄名城線 3分

地下鉄名城線 4分
久屋大通駅

栄 駅

地下鉄桜通線 5分

地下鉄東山線 5分
名古屋駅から
の所要時間

● キャンパス配置図

大 津 通

・キャンパス内に駐車場はございません。
・公共交通機関をご利用ください。

キャッスルホール

アリスタワー

至 城北橋

至 市役所

本 試 験 会 場

愛知学院大学
名城公園キャンパス
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● 交通案内

・

・

追 試 験 会 場

・駐車場は
ございません。
・公共交通機関を
ご利用ください。
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ネット出願の注意事項
●パソコン・タブレット・スマートフォンから志願者登録ができます。
　　※24時間手続きが可能です（ただし、最終日は23：00まで）。

●必ず初めに「マイページ」を作ります。
　メールアドレスが必要です。アドレスをお持ちでない場合には取得してください。

●受験票・写真票の印刷が必要になります。
　　※ご家庭にプリンターがなくても、スマートフォンやUSBメモリーを使って、お近くのコンビニエンスストア
　　　のマルチコピー機で印刷ができます。
　　※パソコン・タブレット・スマートフォン・プリンターがなく、志願者登録・印刷ができない方は、本校で
　　　登録・印刷ができます。ご希望の方は、事前に申し込みを行ってください。（TEL 052-721-1521）

●受験料の支払いは、下記クレジットカード、コンビニエンスストア支払、ペイジーでの支払いが選べます。
　　※振込手数料が別途必要です。

※ネット出願方法の詳しい説明は、本校ホームページに掲載予定です（令和４年12月ごろ）

ネット出願の流れ
１．愛知中学校ホームページから出願サイトへアクセス

２．マイページをつくる

（令和５年１月６日より）３．出願情報の入力

15,000円
・クレジットカード
・コンビニエンスストア支払
・ペイジー
※振込手数料が別途必要です。

４．受験料の支払い

Ａ４サイズ白用紙で印刷５．受験票・写真票の印刷

試験当日に持参
受験票・写真票

●印刷した写真票に顔写真を貼ってください。
・写真サイズは縦４cm × 横３cm
・最近３カ月以内に撮影した写真
・上半身、脱帽した状態のもの
※「マイページ」で顔写真登録をして頂きますと（任意）、受験
票に顔写真が印刷され、写真の貼付が不要になります。

https://www.aichi-h.ed.jp/jh/

（令和４年12月１日より）
メールアドレス・パスワードを登録します。
※パソコンやスマートフォンで使用されているアドレスで構いません。
※メールアドレスの取得について、以下のサイトから無料メールアドレス
　を取得することも可能です。

Yahoo サイト（Yahoo メール）、Google サイト（Gmail）
MSNサイト（Outlook メール）など

※イベント申し込み時にマイページ登録を行った方は、出願の際再度の
　登録は不要です。
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マイページの作り方

● ネット出願・イベント申し込みをする場合には必ずマイページを作成します。

２．【はじめての方はこちら】をクリックする。「Step１　E-mail送信」のページを開く。

４．登録したアドレスに届いた確認メールを開き、【確認コード（６ケタ）】をメモ用紙などに控える。

７．「同意する」にチェックを入れ、【登録】をクリックする。

※パスワードは半角英数８文字以上16字以内で設定してください

５．「パスワード登録画面」に戻り、【確認コード】、【生年月日】、【志願者名（カナ）】、【パスワード】を
入力する。

８．パスワード登録完了画面で、【ログイン】をクリックする。

これでマイページが完成です。
※マイページの登録内容は、マイページ画面の上の「ユーザー情報変更」から変更できます。

６．同じページの下の「mcID※（共通ID）登録」画面で、「はい」または「いいえ」を選択する。

※mcID登録で「はい」を選択すると、左記ロゴマークの付いたmiraicompassサイトを利用している
他の学校のネット出願などで、マイページ登録が不要となります。

※ホームページの『入試情報（入試概要・学校説明会）』からも上記のサイトへ入れます。

１．本校ホームページより『ネット出願サイト』または『イベント申込サイト』へ入ってください。

愛知中学ホームページ
（https://www.aichi-h.ed.jp/jh/） をクリック

ネット出願・イベント申込 をクリック
イベント申込サイトへ

または
ネット出願サイトへ

※「パスワード登録画面」は閉じないでください。
３．メールアドレスを登録し、送信ボタンをクリックする。「Step２　パスワード登録画面」になります。
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学校法人
愛知学院 愛知中学校 〒464-8520　名古屋市千種区光が丘2-11-41

TEL:052-721-1521（代）

https://www.aichi-h.ed.jp/jh/ または 愛知中学校 検索

○ネット出願の手続きは、令和５年１月６日からです（１月13日まで）。
・出願に必要なマイページ登録のみ令和４年12月１日から可能です。
・イベント申し込み時にマイページ登録を行った方は、出願の際、再度の
登録は不要です。

令和5年

１月６日
から

入学試験の出願申し込みも
本校ホームページ上よりお願いします。

オープンスクール等の参加申し込みは
本校ホームページ上よりお願いします。

○上記へのご参加には、ホームページからの申し込みが必要です。
・令和４年９月１日以降本校のホームページよりお申し込みください。
・申し込みの際には、マイページ登録が必要です。
・学校説明会①②は同じ内容となります。

令和4年

９月１日
から

愛中入試分析会・入試問題にチャレンジ

学校説明会①・オープンスクール（部活動編）令和４年１１月５日（土）

学校説明会②・オープンスクール（学習編）令和４年１１月１２日（土）

令和４年１１月１９日（土）


