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2022年 12月 

須磨学園中学校 

入 試 事 務 局 

 

2023 年度 入学試験要項 
 

 

１．試験会場 

   【本校会場】：須磨学園中学校    （全回共通） 

住所：神戸市須磨区板宿町３-１５-１４ 

電話：０７８-７３２-１９６８ 

   【三宮会場】：スペースアルファ三宮 （第３回入試のみ 定員 200名程度） 

住所：神戸市中央区三宮町１-９-１ センタープラザ東館６階 

電話：０７８-３２６-２５４０ 

 

 

２．試験実施日時 

 ■ 第１回入試 2023年 1月 14日（土）［午前］ 

           8:30            集合・点呼 

8:50 ～ 9:50  国  語   （60分） 

           10:05 ～ 11:05    算  数   （60分） 

                   11:20  ～ 12:00    理  科   （40分） 

                   ※3教科型受験生は「理科」終了後に退出 

                 12:20  ～ 13:00    社  会   （40分）  

 ■ 第２回入試 2023年 1月 15日（日）［午前］ 

           8:30            集合・点呼 

8:50 ～ 9:50  国  語   （60分） 

           10:05 ～ 11:05    算  数   （60分） 

                   11:20  ～ 12:00    理  科   （40分） 

                   ※3教科型受験生は「理科」終了後に退出 

                   12:20  ～ 13:00    社  会   （40分）  

■ 第３回入試 2023年 1月 15日（日）［午後］ 

                   14:30              集合・点呼 

                   14:50  ～ 15:50    国語または理科（60分） 

                   16:05  ～ 17:05    算  数   （60分） 
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３．試験当日の注意事項 

 

 

＜本校会場・三宮会場共通＞ 

（１）今年度より出願は、インターネット出願になります。出願完了後、願書・受験票を必ず出

力のうえ切り離し、試験会場に持参してください。顔写真が印刷もしくは貼り付けされてい

ることを確認してください。万一、願書・受験票を忘れた場合は、受験する試験会場にて申

し出てください。その際にも願書・受験票には顔写真が必要です。 

（２）試験当日は時間に余裕を持って入場し、集合時間 5 分前には試験会場に入り着席してくだ

さい。 

（３）願書所定欄へ体温測定結果をご記入、ご提示ください。またマスクは必ず着用していただ

きますようご協力お願いいたします。ご協力いただけない方の入場はお断りする場合がござ

います。 

（４）試験会場内は十分に換気を行うため冷気が入ります。上着等で調整をしてください。 

（５）公共交通機関の事故または災害などが発生した場合、試験時間を変更する場合があります。

また、試験当日に不測の事態に遭遇し、受験に支障が生じると考えられる場合は、速やかに

受験する試験会場までご連絡ください。 

 

＜本校会場のみ＞ 

（１）開門時間は 7時 20分となりますので、それ以降の入場をお願いします。 

（２）本校に駐車場はございません。ご来校の際はご注意ください。 

（３）受験生ならびに付き添いの方は、必ず上履きと靴袋を持参し、建物内は上履きにお履き替

えください。 

（４）付き添いの方は試験会場（海側の校舎）への入場は一切できません。保護者控室をご利用

ください。なお、「密」を避けるため、入場いただく保護者控室は受験生の受験番号に基づ

いて指定させていただきます。指定された控室をご利用ください。 

（５）午前入試終了後、受験生および付き添いの方は保護者控室にて昼食をとっていただけます。

引き続き午後も受験される方はお弁当等をご持参ください。食堂の営業はございません。 

 

＜三宮会場のみ＞ 

（１）開場時間は 12時 00分となりますので、それ以降の入場をお願いします。 

（２）付き添いの方は試験会場への入場はできません。また、感染症対策のため保護者待機スペ

ースおよび飲食スペースもございません。ご送迎後は直ちにご退出をお願いします。 

（３）三宮会場は外靴のまま入場頂けますので、上履きへの履き替えは不要です。 

※その他については、募集要項の「受験上の諸注意」をご確認ください。 

感染症対策については、必ず本校ホームページ（2023 年度中学入試特設 

サイト）で最新の情報をご確認ください。 

（特設サイト）https://www.suma.ac.jp/2023-chunyushi-tokusetsu/  

https://www.suma.ac.jp/2023-chunyushi-tokusetsu/
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４．合格発表について 

入学試験の合格発表は、本校内での掲示のほか、本校ホームページの合格発表専用ページにも

掲載しますので、パソコンまたはスマートフォンでもご覧いただけます。 

 

◇合格発表期間◇ 

各回の合格発表期間は、以下のとおりです。試験回によって合格発表期間が異なります。合格

発表期間を過ぎるとご覧いただけなくなりますのでご注意ください。 

第１回入試 1月15日（日）15時 から 1月16日（月）12時 まで 

第２回入試 1月16日（月）16時 から 1月18日（水）12時 まで 

第３回入試 1月16日（月）16時 から 1月19日（木）12時 まで 

 

◇注意事項◇ 

〇校内掲示をご覧いただけるのは 8 時 30 分から 17 時までです。掲示場所は当日、校内にてご

案内します。 

〇合格発表専用ページはこちらです。＜https://www.suma.ac.jp/chu_happyo/＞  

右記 QRコードからもアクセスすることができます。また、本校ホームページの 

トップページにリンクを掲載しますのでご利用ください。 

〇合格発表の当日に「合格発表専用ページを見ることができない」という事態を避けるため、

あらかじめ上記の合格発表専用ページにアクセスして閲覧できるかどうかをご確認ください。

事前確認期間は 1月 4日（水）9時から 1月 13日（金）15時までです。 

〇合格発表直後にはアクセスが集中しますので、閲覧しにくい状態になる可能性があります。

その場合は、しばらくしてから再度アクセスしてください。 

〇電話・メールでの合否のお問い合わせには、一切応じられません。 

 

５．合格後のお手続き（入学予約手続き）について 

本校へ入学を希望される方は、合格発表後に一定の期間内に入学予約手続きを完了していただ

く必要がございます。なお、期間内にお手続きをされない場合は入学辞退とみなします。本校へ

の入学をご希望の方は必ず期間内にお手続きを完了させるようにしてください。 

 

◇入学予約手続き期間◇ 

 第 1回合格者 第 2回合格者 第 3回合格者 

1月 15日(日) 15:00～18:00 ― 

1月 16日(月)  9:00～12:00 16:00～18:00 

1月 17日(火) ―  9:00～12:00 

1月 18日(水) ―  9:00～12:00 

1月 19日(木) ― 9:00～12:00 

 

https://www.suma.ac.jp/chu_happyo/
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◇入学予約手続きの方法◇ 

入学前納金として前掲の期間内に 100,000 円を以下のいずれかの方法で納入をお願いいたしま

す。なお、一旦納入された入学前納金は理由の如何によらず返還いたしかねます。 

 納入方法 備考・注意事項 

１ 
須磨学園事務局

まで現金を持参 

・合格発表初日は特設手続き会場を設けます。 

・合格回の受験票を必ずご持参ください。 

・お手続き時に入学手続き冊子一式をお渡しします。 

２ 

＜振込＞ 

三井住友銀行・

みなと銀行窓口 

・出願特設サイトより専用の「振込依頼書」をダウンロードし、必ずＡ４用

紙で出力してください。 

・専用の「振込依頼書」は、三井住友銀行・みなと銀行窓口でのみお使いい

ただけ、手数料が無料となります。 

・「振込依頼書」の受験番号は合格した受験回のうちいずれか１つをご記入

ください。（本人確認のためです。いずれの合格受験番号を記入していた

だいても、合格コースや手続内容に違いはありません） 

・「振込依頼書」の依頼人名は受験者名をご記入ください。 

・ご入金確認後に入学手続き冊子一式をご自宅に郵送させていただきます。 

３ 

＜振込＞ 

①三井住友銀

行・みなと銀行

以外の金融機関

窓口 

②インターネッ

トバンキング 

③銀行/コンビ

ニＡＴＭ 

・振込先口座は以下のいずれかになります。 

①三井住友銀行 板宿支店 普通 4424125 学校法人須磨学園 

②みなと銀行  大橋支店 普通 1675980 学校法人須磨学園 

・各金融機関が規定する手数料のご負担をお願いします。 

・振込依頼人名は 4桁の受験番号に続けて受験者名としてください。 

・振込依頼人名の冒頭につける受験番号は、合格した受験回のうちいずれか

１つを入力してください。（本人確認のためです。いずれの合格受験番号

を記入・入力していただいても、合格コースや手続内容に違いはありませ

ん） 

・ご入金確認後に入学手続き冊子一式をご自宅に郵送させていただきます。 

 

◇記入・入力例◇ 

 

 

 

手続方法 記入・入力例 

三井住友・みなと銀行窓口にて専

用の「振込依頼書」による振込を

する場合 

・受験番号欄に「１９６７」または「２８３５」 

（合格回の受験番号いずれかを記入してください） 

・フリガナ欄に「スマハナコ」、依頼人に「須磨花子」 

三井住友・みなと銀行以外の金融

機関窓口、インターネットバンキ

ング、銀行/コンビニＡＴＭによ

る振込をする場合 

・振込依頼人名を「１９６７スマハナコ」または「２８３５ス

マハナコ」に変更（合格回の受験番号＋受験者名） 

※入力文字の全角/半角は各金融機関の指示に従ってくださ

い。 
 

須磨 花子（スマ ハナコ）さんが、第 1 回（受験番号 1967）と第 2 回（受験番号 2835）を受験

して、両方とも合格した場合 


