２０１９年度
帰国生入学試験要項

中央大学附属中学校・高等学校
〒１８４－８５７５

東京都小金井市貫井北町３－２２－１

TEL：０４２－３８１－５４１３

http://chu-fu.ed.jp/

【個人情報の取り扱いについて】
中央大学附属中学校・高等学校では、出願の際に提出される氏名、生年月日、住所、その他の個人情報
については、「中央大学個人情報保護方針」に基づき細心の注意を払って取り扱い、①入学試験実施（出願
処理・選考実施）、②合格発表、③入学手続、④各種統計処理を行うために利用します。
また、上記利用目的のために、個人情報の取り扱いに関する契約を締結したうえで個人情報の一部の取
り扱いを、外部業者に委託することがあります。

帰国生入試のインターネット出願手順について
本校はインターネットを利用して出願を受け付けており、平日、土日祝日２４時間出願手続きを行
えます。入学検定料は１２月１日より、クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーのいず
れかの方法でお支払い頂けます。入学検定料お支払いの際、手数料がかかりますので、予めご了承く
ださい。

出願手続きの流れ（中学校・高等学校共通）
11 月 1 日（木）～11 月 30 日（金）に、本校ホームページに帰国生入試の出
出願資格認定の申請

願資格認定申請フォームを設置します。出願をご検討の方は、申請手続を行ってくだ
さい。＠tamajs.chuo-u.ac.jp のメールを受信できるアドレスを登録してください。

出願サイト

ID(メールアドレス)登録

12 月 1 日（土）以降、本校ホームページに決済サイトへのリンクを設置します。
決済サイトで、＠e-shiharai.netと＠tamajs.chuo-u.ac.jpのメールを受信でき
るアドレスをIDとして登録してください（ショートメールは利用できません。携帯電話の
アドレスは利用可能です）

ログイン

情報入力

支払方法選択

受験票・写真票印刷

出願書類の送付

試験当日

登録したメールアドレスを使ってサイトにログインしてください。

お名前やご住所などをご入力ください。

銀行振込、本校窓口での検定料支払いはできません。
入学検定料の支払いが完了すると、出願期間中のみ出願サイトにて印刷が可能とな
ります。
出願書類を本校入試係へ送付してください。海外からの出願に限り、出願期間前で
あっても書類を受理いたします。
受験票・写真票をお持ちの上、ご来校ください。
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２０１９年度 中学校帰国生入試
① 出願手続
試験日
募集人員

出願資格

入学検定料

1次試験：12月21日（金） ・ 2次試験：12月22日（土）
男女若干名
次の①～⑤を全て満たすこと。
①2006年4月2日から2007年4月1日の間に出生した者。
②国内外の小学校課程を修了、または修了見込みであること。
ただし、本校が、小学校卒業と同等以上の学力があると認めた者についてはこの限りではない。
③本校の教育方針に賛同し、全ての教育活動に参加できること。
④保護者の海外転勤または海外在留により、下記の(ア)、 (イ)のいずれかを満たすこと。
(ア) 2016年4月～2019年3月における海外在学期間の合計が1年6ヶ月以上であること。
(イ)上記(ア)における海外在学期間合計が1年6ヶ月に満たない場合は、2014年4月～2019年3月における海外在学期間
の合計が3年以上であること。
※志願者本人のみの留学などを在学期間に含めることはできない。
⑤入学後、保護者のもとより通学可能な者。

30,000円 ※入学検定料の支払いは12月1日（土）から可能です。
申請期間：11月1日（木）～11月30日（金）
本校ホームページに出願資格認定の申請フォームを設置しますので、上記期間中に申請を行ってください。申請受理後10日
以内に認定結果および認定番号をメールで回答します。

出願資格認定の
申請
※出願資格認定を受けていない場合は、帰国生入試に出願できません。本校帰国生入試への出願を検討している場合は、
必ず出願資格の認定を受けてください。
※上記期間終了後に出願資格認定をご希望の場合は、至急本校入試係（042-381-5413）へご連絡ください。

出願サイトでの出願期間：12月8日（土）～12月13日（木）16:00
出願書類の郵送：12月8日（土）～12月14日（金）必着

出願期間

本校ホームページに出願サイトへリンクするバナーを設置します。12月13日（木）16:00までに出願サイトで手続を行った上で、出
願書類を12月14日（金）必着で本校入試係宛に送付してください。
※海外から送付する方に限り、上記期間前であっても出願書類を受理します。出願資格の認定を受けた上で、出願書類をお
送りください。
※インターネットでの出願手続が完了し、出願書類が到着した受験生には受領確認メールをお送りします。
①海外在留期間証明書
本校所定書式をお使いください。
本校ホームページの入学試験概要ページ（URL：http://chu-fu.ed.jp/exam/test_junior.html）から9月以降、書式を印刷できま
す。
②成績証明書もしくは通知書の写し
(ア)国内在学中の者
帰国日からさかのぼって1年間分の海外で在籍した学校の成績証明書（成績通知表の写しでも可）を提出してください。
(イ)海外在学中の者
出願前の1年間分の成績証明書（成績通知表の写しでも可）を提出してください。
※（ア）（イ）とも、成績証明書は学校長の公印もしくは署名のあるものを提出してください。

出願書類
③在学期間証明書
現地校もしくはインターナショナルスクールに在学していた場合のみ提出してください。日本人学校の場合は提出不要です。
※在学期間証明書は学校長の公印もしくは署名のあるものを提出してください。
※②の成績証明書に在学期間が記載されている場合、在学期間証明書の提出は不要です。
①②③の書類を出願期間中に下記へ送付してください。国内在住の方は簡易書留郵便もしくはレターパック、海外在住の方は
国際スピード郵便もしくは国際宅急便でお送りください。封筒サイズは任意です。
〒184-8575 東京都小金井市貫井北町３－２２－１ 中央大学附属中学校入試係
※封筒に「帰国生入試出願書類在中」と朱書きしてください。
受験票と写真票は、出願サイトで入学検定料の決済を行うと印刷できます。印刷ができるのは出願期間中のみですのでご注意く
ださい。
※顔写真はデータと紙の写真どちらでも使用できます。写真サイズは縦4ｃｍ×横3ｃｍ、正面・上半身・脱 帽で背景がなく、
表情が鮮明で、3カ月以内に撮影した写真を使ってください。白黒・カラーどちらでも可とします。受験票と写真票の写真は
受験票・写真票
同じものを使用してください。
受験票と写真票は本校へ送付せず、入学試験当日にお持ちください。試験会場で回収しますので、受験生に持たせてくださ
い。
注意事項

一旦納入された入学検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。
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２０１９年度 中学校帰国生入試
② 試験
試験日

1次試験：12月21日（金） ・ 2次試験：12月22日（土）

１次試験

・国語（100点）
・算数（100点）

１次試験開門・開場

１次試験時間割

２次試験

２次試験集合時間

持ち物

注意事項

開門・開場は７時４５分です。入構は正門のみとなります。
着席完了 8：30
諸注意
8：35
国語
8：50～9：50
算数
10：20～11：20
資料の読み取りを踏まえたグループディスカッションおよび個別面接
開門・開場は12時です。入構は正門のみとなります。
13時までに試験会場にお集まりください。
2次試験は遅くとも15時までに終了する予定です。
個人面接の順番によって終了時間が異なりますので、予めご了承ください。
◆受験票、写真票、HB以上の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム
◆受験票を忘れた場合は、仮受験票交付所に申し出てください。
◆電子辞書、計算機能等のある時計、ウェアラブル端末、直定規、三角定規、コンパス、分度器の持ち込みは禁止です。
◆上履きは必要ありません。
◆所持品は各自で保管してください。
◆校内での携帯電話の使用は禁止です。必ず電源を切っておいてください。
◆休憩時間中に飲み物を飲むことはできますが、食事はできません。

◆1次試験は当日午前6時、2次試験は当日午前11時に試験実施状況を本校ホームページでご案内します。
◆災害、悪天候、公共交通機関の遅延等が発生した場合の対応についても、本校ホームページもしくはメールで随時ご案内しま
す。
災害発生時の
◆地震によってほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような場合には、東京都と神奈川県の全ての私立中学校・
試験実施状況のご案内
高等学校は、予定されている入試を中止し、後日、繰り下げて再開することで受験生が混乱しないようにします。

控室をご利用頂けます。飲食はできません。
試験終了後、本校係員が受験生と付き添いの方が合流できるよう誘導しますので、控室で待機してください。
その他

※自転車での来校は可能ですが、自動車での来校はできません。

③ 合格発表
１次試験合格発表
２次試験合格発表

12月21日（金）21:00（予定）～12月22日（土）正午
12月23日（日）9:00～12:00
インターネットの合否照会サイトで受験番号ごとの合否結果を確認できます。
本校ホームページに合否照会サイトへのリンクを設置します。また受験票に合否照会サイトのURLを記載します。

合格発表方法

※インターネットで合否結果を確認することが難しい場合は、事前にご相談ください。

2次試験合格者には合格発表時間中に、受験票と引き換えに合格通知書と入学手続書類を交付します。
交付場所：本校図書館本館
持 ち 物：受験票（受験票があれば本人でなくとも書類の受取可能です）
合格通知書・
入学手続書類の交付

注意事項

※合格通知書と入学手続書類については、2次試験合格発表時間外での交付は一切行いません。2次試験合格発表時間内
に合格通知書と入学手続書類を受け取らない場合は、入学を辞退したものとみなします。
※1次試験合格発表の際は来校する必要はありません。

◆合否結果を確認できるのは、上記時間内のみです。
◆校内での合格者一覧の掲示は行いません。
◆合否結果について、電話・郵便・Eメール等でのお問い合わせには一切応じられません。
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２０１９年度 中学校帰国生入試
④ 入学手続
入学手続時納入金
納入期間

290,000円（入学金）
12月23日（日）～12月24日（月）正午
入学手続書類をご参照の上、決済サイトで上記期間中にお支払いください。

納入方法

入学手続書類

※合否照会サイトおよび本校ホームページに、決済サイトへのリンクを設置します。
※納入方法は、入学検定料と同じです（決済方法ごとに手数料が異なります。手数料をご確認の上、決済方法を選択してくだ
さい）。
※インターネットで決済することが難しい場合は、入学手続書類受取の際にご相談ください。
①在学保証書（本校所定書式。保護者の捺印が必要です）
②住民票記載事項証明書（市区町村所定書式。発行から3カ月以内のもの）
①②を下記期間中に郵送してください。
12月23日（日）～1月4日（金）
簡易書留・最終日消印有効

入学手続の提出方法

注意事項

※国内の住所がなく②が提出できない場合は、その旨を添えて①のみご提出ください。帰国後に速やかに②を郵送もし
くは本校事務室窓口にてご提出ください。
※1月5日以降に、入学手続完了証を発送いたします。
◆入学手続の延期は認めておりません。必ず入学手続期間内に所定の手続を行ってください。入学手続後に入学を辞退
された場合も含めて、一旦納入された入学金は、いかなる理由があっても返還いたしません。
◆本校では、教育環境の整備・充実を目的に、任意ではありますが、入学後に保護者の皆様に「教育環境充実資金」の
ご寄付をお願いする予定です。入学後に募集のご案内をお送りします。

⑤ Ｑ＆Ａ
Ｑ１． 帰国生に対する入学後のクラス配置・授業体制はどうなっていますか。
Answer →帰国生も一般生と同じクラス配置・授業体制となります。
Ｑ２． 帰国生に対する補習授業などは行いますか。
Answer →帰国生のみを対象とした補習授業は実施しません。
Ｑ3． 受験生単身で海外に留学していました。帰国生として出願できますか。
Answer →海外に勤務する保護者に帯同して海外に在留していた期間を、海外在留期間として認定します。受験生単身での留学の場合は、帰国
生として出願できません。
Ｑ4． 祖父母の家からの通学は認められますか。
Answer →都内、隣接県に居住する保証人（3親等以内親族）のもとからの通学は認められます。学生（生徒）専用の寮などからの通学は、学校とし
て生活指導上、好ましくないものと判断しています。
Ｑ5． 出願資格の有無について確認できますか。
Answer →本校ホームページのお問い合わせフォームからご質問ください。お問い合わせの際は、出願資格の有無を判断できるよう、受験生の就
学歴を具体的にご記入ください。
また11月1～30日に本校ホームページで出願資格認定の申請を受け付けます。出願資格認定を受けていないと帰国生入試に出願でき
ません。事前に本校に問い合わせをした方も含めて、本校帰国生入試への出願を検討している場合は、必ず出願資格の認定を受けて
ください。
Ｑ６． 1次試験の問題はどのような内容ですか。
Answer →学校ホームページに入学試験のサンプル問題を掲載しますので、そちらをご覧ください。
Ｑ７． 2次試験はどのように行われますか。英語での質問はありますか。
Answer →提示された資料についてグループディスカッションを行い、その後個別面接を実施します。英語での質問はありません。
Ｑ８． 英検など資格試験の資格を持っていると優遇措置はありますか。
Answer →優遇措置はありません。
Ｑ９． 学費、学校生活、クラブ活動について教えてください。
Answer →本校の入学試験要項・ガイドのQ&Aをご覧ください。入学試験要項・ガイドは学校案内に挟み込んでいますので、お手元にない方は
本校HPよりご請求ください。

※入試に関するご質問・ご相談は事務室入試係（０４２－３８１－５４１３）へお問い合わせください。
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２０１９年度 高等学校帰国生入試
① 出願手続
試験日
募集人員

出願資格

入学検定料

1次試験：12月21日（金） ・ 2次試験：12月22日（土）
男女若干名
次の①～⑤を全て満たすこと。
①2003年4月2日から2004年4月1日の間に出生した者。
②国内外の中学校課程を修了、または修了見込みであること。
ただし、本校が、中学校卒業と同等以上の学力があると認めた者についてはこの限りではない。
③本校の教育方針に賛同し、全ての教育活動に参加できること。
④保護者の海外転勤または海外在留により、下記の(ア)、 (イ)のいずれかを満たすこと。
(ア) 2016年4月～2019年3月における海外在学期間の合計が1年6ヶ月以上であること。
(イ)上記(ア)における海外在学期間合計が1年6ヶ月に満たない場合は、2014年4月～2019年3月における海外在学期間
の合計が3年以上であること。
※志願者本人のみの留学などを在学期間に含めることはできない。
⑤入学後、保護者のもとより通学可能な者。
30,000円 ※入学検定料の支払いは12月1日（土）から可能です。
申請期間：11月1日（木）～11月30日（金）
本校ホームページに出願資格認定の申請フォームを設置しますので、上記期間中に申請を行ってください。申請受理後10日
以内に認定結果および認定番号をメールで回答します。

出願資格認定の
申請

※出願資格認定を受けていない場合は、帰国生入試に出願できません。本校帰国生入試への出願を検討している場合は、
必ず出願資格の認定を受けてください。
※上記期間終了後に出願資格認定をご希望の場合は、至急本校入試係（042-381-5413）へご連絡ください。
出願サイトでの出願期間：12月8日（土）～12月13日（木）16:00
出願書類の郵送：12月8日（土）～12月14日（金）必着

出願期間

本校ホームページに出願サイトへリンクするバナーを設置します。12月13日（木）16:00までに出願サイトで手続を行った上で、出
願書類を12月14日（金）必着で本校入試係宛に送付してください。
※海外から送付する方に限り、上記期間前であっても出願書類を受理します。出願資格の認定を受けた上で、出願書類をお
送りください。
※インターネットでの出願手続が完了し、出願書類が到着した受験生には受領確認メールをお送りします。
①海外在留期間証明書
本校所定書式をお使いください。
本校ホームページの入学試験概要ページ（URL：http://chu-fu.ed.jp/exam/test_high.html）から9月以降、書式を印刷できま
す。

出願書類

②日本の中学校に相当する3年間分の調査書もしくは成績証明書
(ア)日本人学校もしくは国内中学校に在籍していた場合
→帰国生調査書
(イ)現地校もしくはインターナショナルスクールに在籍していたが、受験時は日本人学校もしくは国内中学校に在籍してい
る場合
→現地校もしくはインターナショナルスクールの成績証明書および日本人学校もしくは国内中学校の帰国生調査書
(ウ)現地校もしくはインターナショナルスクールに在籍していた場合
→成績証明書
※帰国生調査書は本校指定書式をお使いください。本校HPの受験概要ページから9月以降、書式を印刷できます。中学
校により厳封されたものを提出してください。
※成績証明書は学校長の公印もしくは署名のあるものを提出してください。
③在学期間証明書
現地校もしくはインターナショナルスクールに在学していた場合のみ提出してください。日本人学校の場合は提出不要です。
※在学期間証明書は学校長の公印もしくは署名のあるものを提出してください。
※②の成績証明書に在学期間が記載されている場合、在学期間証明書の提出は不要です。
①②③の書類を出願期間中に下記へ送付してください。国内在住の方は簡易書留郵便もしくはレターパック、海外在住の方は
国際スピード郵便もしくは国際宅急便でお送りください。封筒サイズは任意です。
〒184-8575 東京都小金井市貫井北町３－２２－１ 中央大学附属高等学校入試係
※封筒に「帰国生入試出願書類在中」と朱書きしてください。
受験票と写真票は、出願サイトで入学検定料の決済を行うと印刷できます。印刷ができるのは出願期間中のみですのでご注意く
ださい。

受験票・写真票

※顔写真はデータと紙の写真どちらでも使用できます。写真サイズは縦4ｃｍ×横3ｃｍ、正面・上半身・脱 帽で背景がなく、
表情が鮮明で、3カ月以内に撮影した写真を使ってください。白黒・カラーどちらでも可とします。受験票と写真票の写真は
同じものを使用してください。
受験票と写真票は本校へ送付せず、入学試験当日にお持ちください。試験会場で回収しますので、受験生に持たせてくださ
い。

注意事項

一旦納入された入学検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。
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② 試験
試験日

1次試験：12月21日（金） ・ 2次試験：12月22日（土）

１次試験

・国語（100点）
・英語（100点） ※英語は、試験開始30分後から、約10分間リスニング試験を行います。
・数学（100点）

１次試験開門・開場

１次試験時間割

２次試験

２次試験開門・開場

持ち物

注意事項

開門・開場は午前７時４５分です。入構は正門のみとなります。
着席完了 8：30
諸注意
8：35
国語
8：50～9：50
英語
10：20～11：20
数学
11：50～12：50
資料の読み取りを踏まえたグループディスカッションおよび個別面接
開門・開場は14時です。入構は正門のみとなります。
15時までに試験会場にお集まりください。
2次試験は遅くとも17時までに終了する予定です。
個人面接の順番によって終了時間が異なりますので、予めご了承ください。
◆受験票、写真票、HB以上の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム
◆受験票を忘れた場合は、仮受験票交付所に申し出てください。
◆電子辞書、計算機能等のある時計、ウェアラブル端末、直定規、三角定規、コンパス、分度器の持ち込みは禁止です。
◆上履きは必要ありません。
◆所持品は各自で保管してください。
◆校内での携帯電話の使用は禁止です。必ず電源を切っておいてください。
◆休憩時間中に飲み物を飲むことはできますが、食事はできません。

◆1次試験は当日午前6時、2次試験は当日午前11時に試験実施状況を本校ホームページでご案内します。
◆災害、悪天候、公共交通機関の遅延等が発生した場合の対応についても、本校ホームページもしくはメールで随時ご案内しま
す。
災害発生時の
◆地震によってほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような場合には、東京都と神奈川県の全ての私立中学校・
試験実施状況のご案内
高等学校は、予定されている入試を中止し、後日、繰り下げて再開することで受験生が混乱しないようにします。

その他

◆保護者の付き添いは必要ありません。
◆自転車での来校は可能ですが、自動車での来校はできません。

③ 合格発表
１次試験合格発表

12月21日（金）21:00（予定）～12月22日（土）正午

２次試験合格発表

12月23日（日）9:00～12:00
インターネットの合否照会サイトで受験番号ごとの合否結果を確認できます。
本校ホームページに合否照会サイトへのリンクを設置します。また受験票に合否照会サイトのURLを記載します。

合格発表方法

※インターネットで合否結果を確認することが難しい場合は、事前にご相談ください。
2次試験合格者には合格発表時間中に、受験票と引き換えに合格通知書と入学手続書類を交付します。
交付場所：本校図書館本館
持 ち 物：受験票（受験票があれば本人でなくとも書類の受取可能です）

合格通知書・
入学手続書類の交付

注意事項

※合格通知書と入学手続書類については、2次試験合格発表時間外での交付は一切行いません。2次試験合格発表時間内
に合格通知書と入学手続書類を受け取らない場合は、入学を辞退したものとみなします。
※1次試験合格発表の際は来校する必要はありません。

◆合否結果を確認できるのは、上記時間内のみです。
◆校内での合格者一覧の掲示は行いません。
◆合否結果について、電話・郵便・Eメール等でのお問い合わせには一切応じられません。
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④ 入学手続
入学手続時納入金
納入期間

290,000円（入学金）
12月23日（日）～12月24日（月）正午
入学手続書類をご参照の上、決済サイトで上記期間中にお支払いください。

納入方法

入学手続書類

入学手続の提出方法

注意事項

※合否照会サイトおよび本校ホームページに、決済サイトへのリンクを設置します。
※納入方法は、入学検定料と同じです（決済方法ごとに手数料が異なります。手数料をご確認の上、決済方法を選択してくだ
さい）。
※インターネットで決済することが難しい場合は、入学手続書類受取の際にご相談ください。
①在学保証書（本校所定書式。保護者の捺印が必要です）
②住民票記載事項証明書（市区町村所定書式。発行から3カ月以内のもの）
③芸術科・科目別志望票（本校所定書式）
①②③を下記期間中に郵送してください。
12月23日（日）～1月4日（金）
簡易書留・最終日消印有効
※国内の住所がなく②が提出できない場合は、その旨を添えて①③のみご提出ください。帰国後に速やかに②を郵送も
しくは本校事務室窓口にてご提出ください。
※1月5日以降に、入学手続完了証を発送いたします。
◆入学手続の延期は認めておりません。必ず入学手続期間内に所定の手続を行ってください。入学手続後に入学を辞退
された場合も含めて、一旦納入された入学金は、いかなる理由があっても返還いたしません。
◆東京都在住の入学者には、東京都の入学支度金貸付制度があります。希望者は事務室にお申し出ください。
◆本校では、教育環境の整備・充実を目的に、任意ではありますが、入学後に保護者の皆様に「教育環境充実資金」の
ご寄付をお願いする予定です。入学後に募集のご案内をお送りします。

⑤ Ｑ＆Ａ
Ｑ１． 帰国生に対する入学後のクラス配置・授業体制はどうなっていますか。
Answer →帰国生も一般生と同じクラス配置・授業体制となります。
Ｑ２． 帰国生に対する補習授業などは行いますか。
Answer →帰国生のみを対象とした補習授業は実施しません。
Ｑ3． 受験生単身で海外に留学していました。帰国生として出願できますか。
Answer →海外に勤務する保護者に帯同して海外に在留していた期間を、海外在留期間として認定します。受験生単身での留学の場合は、帰国
生として出願できません。
Ｑ4． 祖父母の家からの通学は認められますか。
Answer →都内、隣接県に居住する保証人（3親等以内親族）のもとからの通学は認められます。学生（生徒）専用の寮などからの通学は、学校とし
て生活指導上、好ましくないものと判断しています。
Ｑ5． 出願資格の有無について確認できますか。
Answer →本校ホームページのお問い合わせフォームからご質問ください。お問い合わせの際は、出願資格の有無を判断できるよう、受験生の就
学歴を具体的にご記入ください。
また11月1～30日に本校ホームページで出願資格認定の申請を受け付けます。出願資格認定を受けていないと帰国生入試に出願でき
ません。事前に本校に問い合わせをした方も含めて、本校帰国生入試への出願を検討している場合は、必ず出願資格の認定を受けて
ください。
Ｑ６． 1次試験の問題はどのような内容ですか。
Answer →学校HPに入学試験のサンプル問題を掲載しますので、そちらをご覧ください。
Ｑ７． 2次試験はどのように行われますか。英語での質問はありますか。
Answer →提示された資料についてグループディスカッションを行い、その後個別面接を実施します。英語での質問はありません。
Ｑ８． 英検など資格試験の資格を持っていると優遇措置はありますか。
Answer →優遇措置はありません。
Ｑ９． 学費、学校生活、クラブ活動について教えてください。
Answer →本校の入学試験要項・ガイドのQ&Aをご覧ください。入学試験要項・ガイドは学校案内に挟み込んでいますので、お手元にない方は
本校HPよりご請求ください。

※入試に関するご質問・ご相談は事務室入試係（０４２－３８１－５４１３）へお問い合わせください。
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