
募集人数

１０５名 （男女共学）
出願資格　平成３１年３月小学校卒業見込みの者

31

受験に関する費用

インターネット出願手続時に決済方法を選択し、お支払い下さい。

決済方法　クレジット決済・コンビニ払い・銀行ＡＴＭ・郵便局払い

複数の入試を出願される場合は、それぞれで受験費用が必要になります。

１３，６００円
お支払い金額

１３，０００円
受験料

＋
６００円
事務手数料
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入試日程

●時間
平　日：午前８時～午後５時
土曜日：午前８時～正午
（１２/２９（土）～１/３（木）は除きます）

●場所
大成中学校事務局窓口

※書類郵送の場合
角２封筒（市販のもの）を使用して下さい。

なお、複数の入試を出願される場合は、１つの封筒に

まとめて郵送してもかまいません。

　書類持参の場合

選抜区分

前期試験

（選択制）

中期試験

後期試験

４科型Ⅰ【６年特待あり】①

３科（国算英）型【６年特待あり】②

２科型【専願】③

④ かがやき型【専願】

試験日 試験会場 合格発表

１/２６（土） 本校

１/２７（日） 本校

１/１２（土） 本校 １/１６（水） １/２９（火）

１/２９（火） ２/８（金）

入学手続
締　　切

出願期間

１２/１７（月）～１/１０（木）

（必着・持参可）※

１２/１７（月）～１/２４（木）

（必着・持参可）※

スポーツ（柔道）型⑤

４科型Ⅱ【６年特待あり】

自己適性型

インターネット環境がないなどインターネット登録できない方については、大成中学校にて

手続きを行う日を設けます。詳細は１２月以降に電話にてお問い合わせ下さい。

※

登録後、郵送書類が期日までに提出されていない場合は、出願が無効になりますのでご注意

下さい。

※

インターネット登録が必要です。



前期試験

平成３１年１月１２日 （土）
集合　午前８時１５分

⑤スポーツ型

●学科試験
知力テスト（計算とことば）５０分

●実技試験
柔道

●面接試験
個別面接

知力テスト、実技、面接をそれぞれＡ～Ｄで評価し、大会実績書類、推薦書とあわせて総合的

に判定します。

手続方法

手続期間

次のいずれかの方法で入学金を納入し手続きを完了して下さい。

１. 銀行振込（午後２時まで）で納入（受験者名の前に、受験番号をつけてお振込下さい）

２. 大成中学校事務局窓口にて納入

　  平日：午前８時～午後５時　　　土曜日：午前８時～正午

期日までに手続きを完了しない場合は入学の資格を失うことになります。

なお、納入された納付金は理由のいかんに関わらず返金できません。

平成３１年１月１６日 （木） ～１月２９日 （火）

選抜方法

受験票、筆記用具、上履き、靴を入れる袋
※①４科型Ⅰのみ………昼食

※⑤スポーツ型のみ…運動ができる服装、柔道着持ち物

平成３１年１月１６日 （水） 午前１０時～
本校ホームページにて発表します。

また必要な書類を速達で郵送します。

合格発表

次の①～⑤から１つだけ選択して受験して下さい。
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試験日 試験会場 大成中学校
集合場所　体育館

④かがやき型

（英語、芸術、文化）

　【専願】

●学科試験
知力テスト（計算とことば）５０分

●自己アピール
これまでの活動で得たことと将来の目標を３分以内で述べる（英語でのアピールも可）

※小学校時代に英語や音楽などに打ち込んできた子どもたちにも、キラッと輝く素質、高い潜在能

力があり、また、その活動をサポートしてきた家庭にも高い教育力や意識があると考えています。

そんな子どもたちやご家庭を応援する入試です。

●面接試験
個別面接

知力テスト、自己アピール、面接をそれぞれＡ～Ｄで評価し、活動報告書とあわせて総合的に

判定します。

③２科型

　【専願】

●学科試験
国語５０分１００点、算数５０分１００点

●面接試験
個別面接

①４科型Ⅰ

　【６年特待あり】

●学科試験
国語５０分１００点、算数５０分１００点、理科３０分５０点、社会３０分５０点

●面接試験
個別面接

②３科（国算英）型

　【６年特待あり】

●学科試験
国語５０分１００点、算数５０分１００点、英語５０分１００点

●面接試験
個別面接



試験会場 大成中学校
集合場所　体育館

試験会場 大成中学校
集合場所　体育館

中期試験

試験日 平成３１年１月２６日 （土）
集合　午前８時１５分

選抜方法

受験票、筆記用具、昼食、上履き、靴を入れる袋持ち物

４科型Ⅱ

【６年特待あり】

●学科試験
国語５０分１００点、算数５０分１００点、理科３０分５０点、社会３０分５０点

●面接試験
個別面接

自己適性型

●学科試験
算数と理科６０分１００点、作文とことば６０分１００点

●面接試験
個別面接

平成３１年１月２９日 （火） 午前１０時～
本校ホームページにて発表します。

また必要な書類を速達で郵送します。
合格発表

手続方法

次のいずれかの方法で入学金を納入し手続きを完了して下さい。

１. 銀行振込（午後２時まで）で納入（受験者名の前に、受験番号をつけてお振込下さい）

２. 大成中学校事務局窓口にて納入

　　平日：午前８時～午後５時　　　土曜日：午前８時～正午

手続期間 期日までに手続きを完了しない場合は入学の資格を失うことになります。

なお、納入された納付金は理由のいかんに関わらず返金できません。

平成３１年１月２９日 （火） ～２月８日 （金）

後期試験

試験日 平成３１年１月２７日 （日）
集合　午前８時１５分

選抜方法

受験票、筆記用具、上履き、靴を入れる袋持ち物

平成３１年１月２９日 （火） 午前１０時～
本校ホームページにて発表します。

また必要な書類を速達で郵送します。
合格発表

手続方法

次のいずれかの方法で入学金を納入し手続きを完了して下さい。

１. 銀行振込（午後２時まで）で納入（受験者名の前に、受験番号をつけてお振込下さい）

２. 大成中学校事務局窓口にて納入

　　平日：午前８時～午後５時　　　土曜日：午前８時～正午

手続期間 期日までに手続きを完了しない場合は入学の資格を失うことになります。

なお、納入された納付金は理由のいかんに関わらず返金できません。

平成３１年１月２９日 （火） ～２月８日 （金）

-３-



大成中学校インターネット出願のご案内

出願の流れ

アカウントの作成

以下の宛先に空メールを送信し、アカウン

トを作成してください。

taiseijr@ckip.jp
※ メールアドレスが必要になりますのでご用意くださ

い。

※ 登録は１２月１７日（月）より可能となります。

※ アプリによっては正常に動作しない場合があります。

その場合は上記メールアドレスをご入力ください。

１

受験料等のお支払い

出願情報の登録後、「支払い方法選択」画面に

移動します。

お支払いは次の方法から選択いただけます。

クレジットカード決済、 コンビニ決済、ＡＴＭ

決済、 または各銀行のネットサービス決済

（ペイジー）

３

出願内容の登録

作成したアカウント情報をインターネット出

願トップページの「ログイン入口」に入力し

「ログイン」をクリックしてください。

ログイン後の画面より、必要事項を入力し

出願情報を登録してください。

姓 名

郵便番号

姓カナ 名カナ

２

書類ダウンロード

出願登録・受験料等のお支払い決済完了を確

認し、メールでご連絡します。

メールが届きましたら、「出願」のページか

ら「郵送書類ダウンロード」をクリックして、

受験台帳および受験票をＡ４用紙　に印刷し

てください。

受験台帳 受験票

４

受験台帳と通知表写しの郵送

「チェックシート」と宛名を出力・印刷し、
宛名を角２封筒へ貼り付けます。
これに「受験台帳」　と「通知表写し」　（コピー）
等を入れて郵送します。

出願完了

※かがやき型の受験者は「活動報告書」　、スポーツ型

の受験者は「大会実績書類」または指導者からの

「推薦書」　が必要です。（「活動報告書」と「推薦書」

はＨＰよりダウンロードしてください）

宛　名

〒491-0814
愛知県一宮市千秋町
小山字大福田1878-2

大成中学校 行

投
函

５
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大成中学校 合否発表

受験票受験当日
受験票は、当日持参して下さい。

合格発表
インターネットにつながっ
た、パソコン、スマートフォ
ン、タブレットより、合否を
確認します。

※１

※２ ※３

※４

※５

11 10/
より開始

12 17/
より開始

12 17/
より開始



出願に関する注意事項

前期試験の『４科型Ⅰ』『３科（国算英）型』と中期試験『４科型Ⅱ』において成績上位者は、特待生として、合格発表時に通知します。

【特待合格】で本校に入学し、人物、学業ともに他の模範である生徒は、入学金免除の上、最大６年間授業料と教育充実費

を免除します。（４～６年については、助成金として支給します）

手続きはＰＴＡ入会金の１,１００円納入のみで完了します。

大成中学校特待制度

※１ Ａ４用紙は市販のコピー用紙を使用して下さい。

※３ 名前、成績、出席日数の記載のあるページのコピーを学期ごとにＡ４サイズに統一し、ご提出下さい（ホームペー
ジより「通知表の見本」をご参照下さい）。提出は、５年生の１年分（３学期、または後期に１年分すべて記載し
てある場合はそのページをご提出下さい）と６年生の１学期または前期のものです。
複数の入試を出願される場合、２回目以降のご提出は不要です。

※４ 前期試験 『かがやき型』の場合、本人自筆の活動報告書（資格や賞状があればＡ４サイズにコピーしたものを添付）
をご提出下さい。
活動報告書の様式は本校ホームページよりダウンロードして下さい。

※５ 前期試験 『スポーツ型』の場合、大会実績書類（県大会にて上位入賞していること）または指導者からの推薦書を
ご提出下さい。
推薦書の様式は本校ホームページよりダウンロードして下さい。

●その他 合格通知など、人名漢字が検索できない時は常用漢字で表記させていただきますので、ご了承下さい。

※２ 写真（証明写真 たて４㎝、よこ３㎝）貼付をご確認下さい。

-５-

前期試験の『２科型』『かがやき型』は専願試験です。

この試験は、他の受験も可能ですが、合格の際は入学することを前提としたものです。

したがって、本校の教育方針をご理解の上、受験して下さい。

専願試験について

学納金

入学時に要する諸費用

項　　目 金　　額

入 学 金 ２２０，０００円

１，１００円ＰＴＡ入会金

他　制服、靴、カバン、体操服、副教材の費用

学費 （月額）

項　　目 金　　額

授 業 料 ３４，１００円

４，０００円教育充実費

３，１００円ＰＴＡ会費

１，６００円生徒活動費

４２，８００円合　　計
預かり金 （月額）

項　　目 金　　額

修学旅行積立金 １０，０００円

２，５００円
生徒積立費

（遠足、芸術鑑賞会等）

他　教材費（副教材、模擬試験等）

※金額は平成３０年度のものです。
平成３１年度は多少変更することもあります。

※学費、修学旅行積立金、生徒積立金は学校指定日
（年４回）に３ヶ月分ずつ集金します。

※語学研修・スキー教室など希望者参加型の行事は参
加費が別途必要です。

※スクールバス利用者は別途費用が必要です。

岩倉駅発　月額５，０００円
一宮駅発　月額８，５００円



Ｑ2 願書必要書類に「小学校の通知書のコピー」とありますが…？

①表紙の学校名・受験生の児童氏名のページ
②成績のページ
③出欠日数のページ                       　

・原本がＡ４サイズ以外はＡ４サイズに拡大か縮小してコピーしてください。

・提出ページは５年生と６年生それぞれの

です。

以上３枚（②、③が１ページの場合２枚が学期ごと別々の場合は、学期ごとのコピーを提出してください。
例えば、３学期制の場合は、１学期・２学期・３学期×３枚で９枚になります。
３学期の通知表に３学期分すべて記載される場合は３学期だけで構いません。
また、６年生は前期または１学期までを提出してください。
なお、複数受験の場合は、一部を提出していただければよいです。

Ｑ1 インターネット出願について教えて下さい。

資料４ページ「大成中学校インターネット出願のご案内」をご覧ください。

Ｑ5 面接は、どのようですか？

「前期試験（選択制）４科型Ⅰ・３科型・２科型」「中期試験」は個人面接（面接官１人）、「後期試験」は個人面接（面

接官２人）です。「かがやき型」は入試の性質上、面接官２～３人で面接を実施します。（すべての試験において

保護者面接はありません）

複数回受験する場合は、すべての入試で面接を受ける必要があります。

受験生の皆さんは緊張していますので、和らげるよう気を配りながら面接をおこないますので、聞こえやすい声

でハキハキ答えてください。

服装はフォーマルな服にする必要はありませんが、清潔感のある服装が良いでしょう。

Ｑ6 持ち物で必要また不要なものはありますか？

携帯電話・時計・定規・ボールペンは必要ありません。持参した場合はかばんにしまっていただくことになります。
時間は教室の時計を使用します。（腕時計は許可）
服装…受験会場は暖房が入れてありますが、暑さ寒さはそれぞれ感じ方が違いますので上着で調整できるようお
願いいたします。

Ｑ7 保護者の控え室・駐車場はありますか？

受験当日、体育館が保護者の方の控え室になります。寒い時期ですので、お待ちいただく方は、十分な寒さ対策
をお願いします。

※駐車場はありますのでお車でお越しいただくこともできます。
　ただし、時間に余裕をもって安全には十分ご注意ください。

Ｑ8 昼食はどのように食べますか？

原則は、受験生は受験会場にて各自食べます。ただし、保護者控え室に限り、保護者の方と食べることを認めて
います。時間は移動の時間含めて約 30 分です。

Ｑ3 受験当日、交通事情で遅刻しそうな場合はどうしたらよいですか？

・遅刻は原則、認めておりませんので、時間の余裕を持ってお越しください。

　万が一遅刻しそうな場合は、まず大成中学校までご連絡ください。

・降雪などで交通機関がまひしている場合の対応につきましては、お申込みいただいた「インターネット出願」

　に登録したメールアドレスに送信いたします。また、本校ＨＰ「トピックス」でもお知らせいたします。

Ｑ4 受験当日、体調不良の場合はどうしたらよいですか？

・保健室受験ができるよう準備いたしますので、当日、事務室まで申し出てください。

・予め体調不良が続き、保健室受験を希望する場合は、事前に本校までご連絡ください。

・インフルエンザにつきましても、事前に本校までご相談ください。

-６-

※詳しくはＨＰでご確認ください。


