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令和 4 年度(2022 年度) 光英 VERITAS中学校 帰国生オンライン入学試験 募集要項 

 

帰国生オンライン入学試験の実施について  

本校では、帰国生に対する入学試験を 12月 1日に設定しています。また、一般入試においても、帰

国生に対して加点優遇を行っています。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の状況等で、事情により

入試期間に日本に帰国することが困難な方もおられることを踏まえ、オンライン入学試験を設定する

こととしました。 

 
１．募集人員  若干名  

２．出願資格 次の(1)～(4)の要件をみたす者 

(1) 令和 4年 3月小学校卒業見込み相当年齢の者 

(2) 本校第一志望の者 

(3) 保護者等の勤務に伴い、海外に継続して 1年以上（帰国時）在住し、令和 4年 4月までに帰国予

定の者で、オンライン入試の試験日に海外に居住中の者 

(4) Ｂ方式(算数・英語)は、英語検定準 2 級または CEFR A2 相当以上の英語力検定のスコアのある

者 

３．出願・試験日程 ※日時は日本時間 

試験日時 令和 3年 11 月 14日（日） 

 開始時刻（A）8:00（B）13:00（C）20:00 ※滞在地域のタイムゾーンによって選択。 

  志願者の地域事情や本校の都合で、試験日時を変更することがあります。 

出願期間 令和 3年 9月 11 日(土)9:00～10月 11日(月)16:00 

 
 出願書類を全て PDFまたはデジタル写真にして、締切日までに Email添付等で送付し

てください。正本は EMS（国際スピード郵便）で締切日までに発送完了してください。 

試験内容 

Ａ方式（国語・算数）：国語・算数（各 50分・100点）、面接（日本語 約 10分） 

Ｂ方式（算数・英語）：算数（50分・100点）、英語によるインタビューテスト（50点・

約 15分）、面接（日本語 約 10分） 

合格発表 試験日 2日後の 13:00(日本時間) メールにて通知 

出願書類 

志願書（本校書式：写真貼付）、志願理由・自己アピール書、テーマの作文、 

1年以上の海外在住を示す書類、成績証明書（成績通知表のコピー可）、 

受験料振込領収書、英語検定等の合格を証明する書類のコピー（Ｂ方式：算数・英語入

試 出願者）  ※詳細は 2ページ参照 

受 験 料 22,000 円 

入学手続 

合格者に対して、入学手続書類をメール添付で送付します。 

 手続締切日(発表日の 5 日後)までに入学手続き金 300,000 円を納入してください。 

※詳細は 3ページ参照  
◎光英 VERITAS中学校・高等学校の入学試験に関する問い合わせ先 

〒270-2223 千葉県松戸市秋山 600 光英 VERITAS中学校・高等学校 入試広報室 

TEL +8147-392-8111（代）  FAX +8147-392-8116  https://www.veritas.ed.jp 

受付時間（日本時間） 平日 9:00～16:00 土曜日 9:00～14:00 
  



2 
 

４．出願にあたって 

 出願書類として、次のものが必要です。 

【本校書式のもの】 

出願のお問い合わせをいただいた後、本校よりメールに PDFを添付してお送りします。 

(1) 志願書（写真貼付） [様式１] 

(2) 志願理由・自己アピール書 [様式２] 

(3) 「日本と○○（現在住んでいる国）」のテーマの作文（400字～800字）[様式 3] 

(4) 受験料振込受付証明書（受験料振込証明書を貼付） [様式 4] 

【各自用意するもの】 

(1) 1年以上の海外在住を示す書類（勤務先の証明、通学学校の書類、通知表コピーのいずれか一つ） 

(2) 成績証明書（現在籍校(海外校)の成績通知表のコピー可） 

成績証明書は過去 3 年のうち、在籍校で発行可能な期間のものを提出ください。成績通知表の

コピーでも構いません。 

(3) 受験料振込領収書（インターネット振り込みの場合は画面コピー可 ［様式 4］に貼付） 

(4) （B 方式：算数・英語入試）英語検定等の合格を証明する書類のコピー 

 受験料の納入 

受験料 22,000円を銀行振り込みで下記の口座に納入してください。 

【受験料振込先】 千葉興業銀行 松戸支店 普通預金 口座番号 0204803 

口座名 学校法人東京聖徳学園 

・振込者氏名には、志願者の氏名を記載してください。 

・振込手数料は志願者の負担ですのでご了承ください。 

・一旦支払われた受験料は、理由の如何によらず返金しませんので、あらかじめご了承ください。 

・日本国外の銀行等からの送金の場合は事前にご相談ください。 

・日本国内に滞在されている知人に依頼し納入されても結構です。 

 出願書類の送付方法 

(1) 出願書類を全て PDFまたはデジタル写真にして、Email添付等で送付してください。 

送付先メールアドレス hsmail@wa.seitoku.ac.jp 

※添付ファイルのサイズ（容量）が大きすぎる場合は、分割して送るかファイル転送サービ

ス（ファイル宅急便等）のインターネットサービスをご利用ください。 

(2) 正本は、EMS（国際スピード郵便）で締切日までに発送してください。発送料はご負担ください。 

〔宛先〕  〒270-2223 千葉県松戸市秋山 600  

光英 VERITAS中学校・高等学校 帰国生入学試験担当 
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５．入学試験について 

 試験科目 

A方式（国語・算数）：国語・算数（各 100点・50分）、面接（日本語 約 10分） 

B 方式（算数・英語）：算数（100 点 50 分）、英語によるインタビューテスト（50 点・約 15 分）、面

接（日本語 約 10分） 

 通信状況の等の事前確認 

試験日のおよそ 1週間前の試験と同時刻に、通信状況の確認と、室内の機器等の設置・調整作業をお

願いします。 

その際に、15 分程度本人・保護者と本校教員との面談を行い、学校生活や入学試験に関する質問等

をお受けします（合否に関係しません）。 

 オンライン入試の方法(概略) 

(1) 試験場の条件と机・機器の設置 

A) 試験を実施する部屋は、できるだけ独立していて、インターネットに２つ以上のデバイス

（カメラ付きのパソコンまたはタブレットとスマートフォンなど）が接続できる場所を準

備してください。 

B) 通信ソフト（アプリ）は、ZOOM を予定しています。 

C) 机の上は、A4 版の問題用紙を見ながら A４版の解答用紙に記入するスペースをとり、本校

からの指示を受けるパソコンまたはタブレットを受験生がカメラに写るようにセットして

ください。 

D) スマートフォン等のカメラを、受験生の左後方または右後方にセットし、受験生の様子と部

屋全体の様子を写してください。 

(2) 問題、答案用紙 

学科試験の問題（PDF）は、入試当日にメール添付もしくはファイル転送サービス（ファイル宅

急便等）でお送りします。指定時間にプリンターで印字してください。 

(3) 試験の開始、終了は受験生の見ているパソコンから本校の試験官が合図します。 

(4) 学科試験が終わったら、解答用紙をスマートフォンのカメラで撮影して、本校のアドレスに送付

してください。解像度は高めでお願いします。全部終了したら、EMSで現物の解答用紙等を本校

宛お送りください。 

 〔E-Mail〕  hsmail@seitoku.ac.jp 

 〔宛 先〕  〒270-2223 千葉県松戸市秋山 600  

光英 VERITAS中学校・高等学校 帰国生入学試験担当 

 

６．合格発表 

試験の 2日後の 13:00 頃(日本時間)にメールでお知らせします。 

合格者には、入学手続書類（入学金振込受付証明書、誓約書など）をメールに添付してお送りします。 
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７．入学手続き 

合格発表日から 5日以内に以下の手続きを完了してください。  

(1) 入学手続き金 300,000 円を納金(銀行振込)してください。一旦支払われた入学金は、理由の如

何によらず返金しませんので、あらかじめご了承ください。 

【入学金振込先】 千葉興業銀行 松戸支店 普通預金 口座番号 0204803 

口座名 学校法人東京聖徳学園  

・振込者氏名は、志願者本人の名前を記載してください。 

(2) 入学手続書類を手続締切日（合格発表の１週間後）までにメール添付で本校宛に送信してくださ

い。その後、EMSなどで本校あてに送付してください。手続締切日に間に合わない書類がある場

合は、ご相談ください。 

８．入学オリエンテーションおよび制服等の採寸 

1月の一般入試合格者のスケジュールに準じて行っていきますが、帰国日程によって対応をご相談い

たします。 

 
３．学校納金 (2022 年度 予定） 

◇学 費    ◇生徒会費・後援会費  

費 目 年額 備考  費 目 年額 備考 

入学金 150,000

 

入学手続き時  生徒会(明和会)入会

 

4,000 円 初年度のみ 

施設設備費 150,000

 

入学手続き時  生徒会(明和会)費 9,600 円  

授業料 384,000

 

2分割納入  後援会入会金 20,000円 初年度のみ 

設備維持費 192,000

 

2分割納入  後援会年会費 30,000円  

合 計 876,000

 

  後援会周年事業積立 12,000円  

    4月の学費納入時にお納めいただきます。 

◇諸 費    ◇預り金・その他   

費 目 年額 備考  費 目 年額 備考 

教養費 32,400円 2分割納入  副教材費 52,000円  

卒業記念品費 18,000円 2分割納入  ICT教育関連費 34,000円  

生徒総合補償保

 

1,500 円 4月に納入  学習支援費 48,000円  

合    計 51,900円   iPad(R2年度実績) 68,200円 セットアップ料を含む 

    他に修学旅行費(積立)、校外学習費、制服代等があり

ます。 

       

 学費・維持費等の学校の納付金は、年度により改定することがあります。 

 金額に変更が生じた場合は、別途ご案内いたします。 

 一旦受理した納付金は返金できません。 

 高校進学時には入学金を納付していただきます。 


