
お申し込みはこちら

中学入試

高校入試

□ 21世紀型特色入試（専願）受験希望者のための説明会

□ 札幌・東京・東海・岡山・広島・福岡・沖縄会場で実施する入学試験受験希望者のための学校説明会
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早稲田大学早稲田キャンパス22号館

高松センタービル 12階大ホール
広島YMCA国際文化センター 2号館コンベンションホール
アクロス福岡 7階大会議室

imy会議室3F 大会議室

第一セントラルビル1号館 9階大ホール

沖縄県市町村自治会館 4階大会議室

□ 仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場で実施する入学試験受験希望者のための学校説明会
会　場 日　程 場　所時　間（高校入試）

〒636-0082 奈良県河合町薬井295
TEL.0745-73-6565 ／ FAX.0745-73-1947
https://www.nishiyamato.ed.jp/

次代を担うリーダーを育成するために。

□ 受験生と保護者のための入試説明会

① 9：30～11：00

②12：00～13：30

①10：00～11：30

②14：00～15：30
10/13（木）
10/14（金）

9/17（土）
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10/10（月・祝）

□ 受験生と保護者のための入試説明会

10/15（土）
11/26（土） 12/4（日）

説明会の詳細を知りたい方や参加を希望される場合は、
本校ホームページよりご確認ください。参加には、事前の申込が必要です。

お申し込みはこちらから
□ Information □
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仙台
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TKP札幌駅カンファレンスセンター3F
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
ワイム貸会議室  お茶の水 RoomA

第一セントラルビル1号館 9階大ホール
高松センタービル 12階大ホール
広島YMCA国際文化センター 2号館コンベンションホール
アクロス福岡 7階大会議室

imy会議室3F 大会議室
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本校で実施する入学試験
西大和学園高等学校　東大・京大・国公医コース

・5科 ・帰国生入試
教 科 配 点試験時間

国語（60分）
数学（60分）
英語（60分）
昼食
理科（50分）
社会（50分）
総合点

  9：20～10：20
10：35～11：35
11：50～12：50
12：50～13：30
13：40～14：30
14：45～15：35

100点
100点
100点

80点
80点

460点満点

※英検準1級以上に相当する外国語検定試験結果
証明書などのコピーを提出してください。
（詳しい基準についてはお問い合わせください。）

教 科 試験時間
・英語重視型B

教 科 試験時間
国語（60分）
数学（60分）
面接（日本語）

総合点

  9：20～10：20
10：35～11：35
11：50～
国語・数学の合計得点に、
英検取得級により得点を加算します。
準1級：40点 1級：50点

□ 出願期間
  （Web出願）

募　集1

出　願２

入学試験3

教 科 配 点試験時間
国語（60分）
数学（60分）
英語（60分）
昼食
面接（日本語）
総合点

  9：20～10：20
10：35～11：35
11：50～12：50
12：50～13：30
13：40～

100点
100点
100点

－
300点満点

・英語重視型A
教 科 配 点 配 点試験時間

国語（60分）
数学（60分）
英語（筆記試験）（40分）
英語（エッセイ）（20分）
昼食
面接（英語）
総合点

  9：20～10：20
10：35～11：35
11：50～12：30
12：30～12：50
12：50～13：30
13：40～

50点
50点
100点
60点

40点
300点満点

2月8日（水）12：00□合格発表
※本校ホームページにて発表します。 
※電話での問い合わせには応じません。

入学手続4

2月9日（木）18：00までに本校ホームページより入学手続を行ってください。□手続期間・
手続方法 ・専願合格者：入学金200,000円を納入し、2月11日（土・祝）に予定している入学説明会に参加してください。

・併願合格者：各都道府県公立高校合格発表翌日までに、入学金200,000円を納入してください。
 納入次第、随時入学についての説明を行います。

※上記の学費以外に制服等諸物品代・個人預り金・旅行積立金が必要です。
※学費等の金額は年度により変更することがあります。 

※パスポートのコピーを提出する場合は、氏名・国籍・パスポートNo.・発行年月日記載部分を
A4サイズの用紙にコピーしてください。

①国籍を証明する書類のコピー

①外国人のための入学試験の受験を希望する場合は、資格、要件等確認のために必ず
出願前に学校にご連絡ください。

  （TEL.0745-73-6565）
②青雲寮（男子寮）に入寮を希望する場合は出願前に必ず連絡してください。

②中学校の在籍期間を証明する書類

下記の①②の両方を満たす必要があります。
①外国籍を有する者で、日本の学齢で中学校3年生または高校1年生に該当する者。
②日常的に使われる日本語が理解できる。（日本語能力試験N2以上に相当する力。）
　その他、本校の学校長が認めた者。 

若干名

□入学金その他

□募集定員

□出願資格

□提出書類

□ 出願にあたっての
注意事項

入学金（入学時）

200,000円 576,000円 132,000円 60,000円 19,200円

授業料（年額） 教育充実費（年額） 施設充実費（年額） 諸会費（育友会費・生徒会費）
（年額）□出願資格 2023年3月中学校卒業見込みの者。

もしくは、これに準ずる学校に在籍し、日本の学齢で中学校3年生に該当する者
および2021年3月に中学校を卒業した者。
※帰国生入試：保護者の海外在留に伴って、外国で教育を受け、海外在留期間が 1年以上で帰国後の期間が4年以内の者。
出願時「海外在留証明書」の提出が必要です。本校ホームページよりダウンロード・出力・記入した上で、
本校まで郵送してください。（出願締め切り日必着）

※外国人のための入学試験：詳細は、P9「外国人のための入学試験について」をご確認ください。

※西大和学園のホームページにアクセスし、入力画面の案内に従って、必要事項を入力してください。
※専願・併願の区別も必ず入力してください。専願は合格した場合、本校に必ず入学するものとします。

※出身中学校が作成し、厳封したものを1月30日（月）までに郵送してください。

※他会場の募集定員を含む。

個人報告書□出願書類

20,000円□受験料

2023年1月13日（金）10：00～2023年1月20日（金）18：00

約120名（男女共学）□募集定員

2月6日（月） ※試験開始の10分前までに試験室に入ってください。

西大和学園

□試験日

□試験会場

※学科試験・面接の
結果を総合的に
判断します。

教 科 試験時間
10：35～11：35
11：50～12：30
12：30～12：50
12：50～13：30
13：40～

・外国人のための入学試験

数学（60分）
英語（筆記試験）（40分）
英語（エッセイ）（20分）
昼食
面接（英語）

総合点

100点
100点
ー

□時間割

外国人のための入学試験について



シンガポール・仙台・東京・東海・岡山・
高松・福岡会場で実施する入学試験

西大和学園高等学校　東大・京大・国公医コース

□出願資格 2023年3月中学校卒業見込みの者。
もしくは、これに準ずる学校に在籍し、日本の学齢で中学校3年生に該当する者。
および2022年3月に中学校を卒業した者。
奈良県・大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・滋賀県に住所を有しない者。
※帰国生入試：保護者の海外在留に伴って、外国で教育を受け、海外在留期間が 1年以上で帰国後の期間が4年以内の者。
出願時「海外在留証明書」の提出が必要です。本校ホームページよりダウンロード・出力・記入した上で、
本校まで郵送してください。（出願締め切り日必着）

※外国人のための入学試験（東京会場のみ）：詳細は、P9「外国人のための入学試験について」をご確認ください。

※西大和学園のホームページにアクセスし、入力画面の案内に従って、必要事項を入力してください。
※専願・併願の区別も必ず入力してください。専願は合格した場合、本校に必ず入学するものとします。 

※いずれかの会場で合格した場合、以降の受験はできません。受験料は返還しません。

※本校で実施する入学試験の募集定員を含む。

1会場受験：25,000円　2会場受験：35,000円　3会場受験：45,000円　シンガポール会場：40,000円  
｠｠　 
  

□ 出願期間
 ｠（Web出願）

個人報告書（専願受験者のみ）
※出身中学校が作成し、厳封したものを12月22日（木）までに郵送してください。シンガポール入試は当日持参。

□出願書類

□受験料・試験日・
試験会場

2022年12月5日（月）10：00～2022年12月22日（木）18：00
シンガポール会場：11月14日（月）10：00～11月25日（金）18：00（日本時間）

約120名（男女共学）　□募集定員

募　集1

出　願２
福岡・岡山会場 1月10日（火）14：00
仙台・東京・東海・高松会場　 1月12日（木）14：00
シンガポール会場  12月 7日（水）14：00（日本時間）

□合格発表

本校ホームページより、下記期間内に入学手続を行ってください。□手続期間・手続方法
入学試験3

入学手続4

会 場 時 間 場 所試験日

①福岡

②岡山

③仙台

④東京

⑤東海

⑥高松

⑦本校

シンガポール

1/7（土）

2/6（月）

12/4（日）
※現地時間

1/9（月）

9：50～
（9：30集合） 

9：50～
(9：30集合) 

9：20

TKPガーデンシティ天神 

第一セントラルビル1号館

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス 

ワイム賃会議室　お茶の水 

imy会議室 

高松センタービル  

西大和学園

※本校ホームページにて発表します。 
※出願時に得点開示を希望した受験生には、各教科の得点をお知らせします。
  （英語重視型・帰国生・外国人のための入試を除く、シンガポール入試は5科のみ）
※電話での問い合わせには応じません。

・専願合格者：各会場合格発表翌日（シンガポール会場は12月12日（月）18：00（日本時間））までに入学金200,000円を
 納入し、2月11日（土・祝）に予定している入学説明会に参加してください。
・併願合格者：各都道府県公立高校合格発表翌日までに入学金200,000円を納入してください。
 随時、入学についての説明を行います。

・5科（全会場）

教 科 配 点試験時間
国語（60分）
数学（60分）
昼食
英語（60分）
理科（50分）
社会（50分）
総合点

  9：50～10：50
11：05～12：05
12：05～12：45
12：50～13：50
14：05～14：55
15：10～16：00

100点
100点

100点
80点
80点

460点満点

・帰国生入試（全会場）

□入学金その他

※上記の学費以外に制服等諸物品代・個人預り金・旅行積立金が必要です。
※学費等の金額は年度により変更することがあります。 ｠　｠

入学金（入学時）

200,000円 576,000円 132,000円 60,000円 19,200円

授業料（年額） 教育充実費（年額） 施設充実費（年額） 諸会費（育友会費・生徒会費）
（年額）

・外国人のための入学試験（東京会場のみ）

教 科 配 点試験時間
国語（60分）
数学（60分）
昼食
英語（60分）
面接（日本語）
総合点

  9：50～10：50
11：05～12：05
12：05～12：45
12：50～13：50
14：00～

100点
100点

100点
ー

300点満点 ※学科試験・面接の
結果を総合的に
判断します。

教 科 試験時間
数学（60分）
昼食
英語（筆記試験）（40分）
英語（エッセイ）（20分）

面接（英語）

総合点

11：05～12：05
12：05～12：45
12：50～13：30
13：30～13：50
14：00～

・英語重視型A（東京会場のみ）

教 科 配 点試験時間
国語（60分）
数学（60分）
昼食
英語（筆記試験）（40分）
英語（エッセイ）（20分）
面接（英語）
総合点

  9：50～10：50
11：05～12：05
12：05～12：45
12：50～13：30
13：30～13：50
14：00～

50点
50点

100点
60点
40点

300点満点
※英検準1級以上に相当する外国語検定試験結果
証明書などのコピーを提出してください。
（詳しい基準についてはお問い合わせください。）

教 科 配 点試験時間

・英語重視型B（全会場）

教 科 配 点試験時間
国語（60分）
数学（60分）
面接（日本語）

総合点

  9：50～10：50
11：05～12：05
12：15～
国語・数学の合計得点に、
英検取得級により得点を加算します。
準1級：40点 1級：50点

100点
100点
ー

□時間割

※外国人のための
入学試験受験者は、
10：35集合

シンガポールマネジメント大学
（SMU School of Economics）
90 Stamford Rd,Singapore 178903
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※シンガポール会場：保護者の海外在留に伴って、外国で教育を受けている者。
「海外在留証明書」の提出が必要です。本校ホームページよりダウンロード・出力・記入した上で、
試験当日に持参してください。



出
願
の
流
れ

Web出願方法

受験料支払方法を選択

画面上で
クレジットカード決済➡ ➡ ➡

STEP4①へ 

画面上で
支払番号を確認

コンビニエンスストア
レジで支払い

画面上で
支払い番号を確認

金融機関ATM・
インターネットバンキング・
モバイルバンキングで支払い

※②③については、受験料入金確認後、「受験番号発行について」のメールを送ります。
このメールで、マイページの「URL」「入試関連手続番号」を確認します。 ➡STEP4②③へ
※受験料の支払いには、別途手数料が必要です。

①マイページで受験番号を確認。
②③マイページで「入試関連手続番号」を入力してログインし、受験番号を確認。
下記の入学試験受験希望者は、必要書類をSTEP5の手順に従って本校へ送付してください。

入力画面の案内に従って、必要事項を入力してください。
※出願完了後に、内容の変更はできません。
※事前にデジタルカメラやスマートフォン等で撮影したデジタル写真を用意してください。

送付先　〒636-0082　奈良県河合町薬井295　西大和学園中学校・高等学校　入試係

マイページより宛名ラベル、各証明書貼付用紙を印刷。宛名ラベルを長形3号封筒（23.5㎝×12㎝）に貼り、
貼付用紙に貼った各証明書を封入し、郵便局窓口から簡易書留・速達で送付してください。
宛名ラベルを使用しない場合は、封筒に「受験番号」、「郵便番号」、「住所」、「受験者氏名（漢字・カナ）」を
必ず明記してください。

中学校・高校 入学試験 会　　　場 提 出 書 類

①外国語検定試験結果証明書（コピー）英語重視型B 東京・東海・岡山・福岡・広島・
札幌・沖縄・西大和学園

中学校

帰国生入試 東京・西大和学園

東京・西大和学園

東京・西大和学園

シンガポール

①海外在留証明書

①入学希望理由書

①国籍を証明する書類のコピー

※パスポートは、氏名・国籍・パスポートNo.発行年月日記載部分をA4サイズの用紙にコピーしてください。

※パスポートは、氏名・国籍・パスポートNo.発行年月日記載部分をA4サイズの用紙にコピーしてください。
②小学校の在籍期間を証明する書類

21世紀型
特色入試

シンガポール

外国人のための
入学試験

西大和学園 ②中学入試用模擬試験成績票（コピー）

①海外在留証明書
②英語重視型B受験者のみ、外国語検定試験結果証明書（コピー）

③各種資格・検定試験などの成績を証明する資料、各種大会・コンクール・
コンテストでの受賞歴がわかる資料

5科
西大和学園 ①中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）｠

福岡・岡山・仙台・東京・東海・高松

福岡・岡山・仙台・東京・東海・高松

福岡・岡山・仙台・東京・東海・高松

①専願受験者のみ、中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）

①国籍を証明する書類のコピー

②中学校の在籍期間を証明する書類
外国人のための
入学試験

西大和学園 ①中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）

帰国生入試
②海外在留証明書

高　校

①海外在留証明書
②専願受験者のみ、中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）

英語重視型A
西大和学園 ①中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）｠
東京 ①専願受験者のみ、中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）

西大和学園 ①中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）

英語重視型B
②外国語検定試験結果証明書（コピー）

①外国語検定試験結果証明書（コピー）
②専願受験者のみ、中学校が作成し、厳封された個人報告書（調査書）

①海外在留証明書
②専願受験者のみ、中学校が作成し 、厳封された個人報告書（調査書）
③英語重視型B受験者のみ、外国語検定試験結果証明書（コピー）

Web出願方法

西大和学園中学校・高等学校の
ホームページにアクセスし、
Web出願専用バナーをクリックしてください。
http://www.nishiyamato.ed.jp

西大和学園の
ホームページに
アクセス

出願内容を
入力・確認

西大和学園の
ホームページに
アクセス

受験料の
支払い

受験番号を
それぞれの
方法で確認

STEP1 STEP1STEP2 STEP3 STEP1STEP4 STEP5

各書類を送付

西大和学園のホームページにアクセスSTEP1

受験番号をそれぞれの方法で確認STEP4

各書類を送付STEP5

出願内容を入力・確認STEP2

受験料の支払いSTEP3

　①クレジットカード支払い ②コンビニエンスストア支払い ③金融機関ATMなど（ペイジー）

Web出願サイト
はこちら→

中学用 高校用

1312｠｠


