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2023年度 児童募集要項

   【出願資格】

 日本の学齢に基づく期間に生まれた者※

  ※平成28年（2016年）4月2日から平成29年（2017年）4月1日までに出生した児童

  ※ 外国籍の出願者は、保護者が日本国長期滞在査証を有する子女であること。本校の入学 

許可に基づいた「留学」の在留資格認定は認めない

   【入試日程】 

　　　   　項　目

名　称

募集人員

（男女）
出　願　期　間 試験日 発表 手　続　期　間

第１回入学試験 55 名
9 月 26 日～ 10 月 1 日

（月）　　　　　　（土）

10 月 8 日

（土）

10 月 13 日

（木）

10 月 17 日～ 10 月 22 日

（月）　　　　 　（土）

第２回入学試験 若干名
10 月 24 日～ 10 月 29 日

（月）　　　　　　（土）

11 月 5 日

（土）

11 月 9 日

（水）
11 月 14 日～ 11 月 19 日

（月）　　　　 　（土）

 

   【出願書類】

 ①入学願書（希望のコースを記入）

 ②家庭調査書

 ③住所ラベルシール2枚（受験票返送時と合否通知郵送時に使用）

 ④入学検定料（20,000円）領収書

 　　　※納入後の入学検定料は返金できません。

   【出願方法】 

 郵送（期間内必着）

 　 ＜送付先＞　〒292-8565　千葉県木更津市矢那1083番地

   　　学校法人暁星国際学園　暁星国際小学校入試係

   【選考方法】（第１回入学試験、第２回入学試験とも共通）

 ＜児 　 童＞　○ペーパーテスト　○個別テスト　○運動テスト　○集団行動観察　○面接

  ※  第１志望が、レギュラーコースの場合は日本語で、インターナショナルコースの場合は英語で試験

を行う

 ＜保護者＞　○面接

  ※ 日本語で行う　英語での面接も可能



− 2 −− 2 −

2023 Admissions Schedule for April Entry

Application Requirements
Children who were born from April 2, 2016 to April 1, 2017 in accordance with the Japanese law of school 
age.
If the applicant is a foreign national, the parent must be a holder of a long-term stay visa in Japan. We do 
not allow you to obtain a certificate of eligibility for “students” based on the enrollment at our school. 

Entrance Exam Schedule 

　　　   Number of 
Students 
Accepted

Application Period Date of 
Examination

Announcement 
of Results 

Entrance 
Procedures 

1st Entrance 
     Exam 55 September 26（Mon.）

 to October 1（Sat.） October 8（Sat.）October 13（Thu.）October 17（Mon.）to 
October 22（Sat.） 

2nd Entrance 
     Exam

Numbers 
Pending 

October 24（Mon.） to 
October 29（Sat.）

November 5
（Sat.）

November 9
（Wed.）

November 14（Mon.）
to November 19

（Sat.） 

Necessary Application Documents 
①　Application Form (Fill-up the desired course) 

②　Household Information Document 
③　Self-addressed sticker for exam confirmation slip and test results 
④　20,000 yen exam fee with the original proof of payment  (Non – refundable)  

Application forms must be sent by mail during the application period to: 
＜ Address ＞ Admissions Office 
Gyosei International Primary School 
1083 Yana, Kisarazu-shi, Chiba 292-8565, JAPAN  

Exam Contents (depending on course selection, tests are in English or Japanese) 

1st Entrance Exam Written Test, Individual Interview Test, 
Sports(Physical) Test and Group Behavior / Cooperation Test 

2nd Entrance Exam Written Test, Individual Interview Test, 
Sports(Physical) Test and Group Behavior / Cooperation Test 

Interview with Parent or Guardian (Japanese or English) 
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 2023 年度　卒業生子女枠特別推薦入試要項 

【本学園卒業生子女枠特別推薦入試】 

 卒業生の子・孫を対象にした推薦入試です。 

【出願資格】 

 以下の1～4の条件を全て満たしていること。

 1. 本学園卒業生の子または孫であること。 

 2. 学園の建学者の理念と本校の教育方針に賛同できる家庭の子女であること。 

 3. 本校を第１志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。 

 4. 平成28年（2016年）4月2日～平成29年（2017年）4月1日の間に生まれた者。 

【入試日程】 

募集人員 出願期間 試験日 発表 手続期間 

5 名 
　  9 月 12 日 （月）

〜 9 月 17 日 （土）
9 月 24 日 （土） 9 月 28 日 （水） 

　　10 月  3 日 （月） 

〜 10 月  8 日 （土） 

【出願書類】 

 ①入学願書（希望のコースを記入） 

 ②家庭調査書 

 ③住所ラベルシール2枚（受験票返送時と合否通知郵送時に使用） 

 ④入学検定料（20,000円）領収書 

  ※家庭調査票の備考欄に卒業年度、校種、卒業時氏名、児童との続柄を記入してください。 

  ※納入後の入学検定料は返金できません。 

【出願方法】 

 郵送（期間内必着） 

 ＜送付先＞ 

 〒292-8565　千葉県木更津市矢那1083番地 

 学校法人　暁星国際学園　暁星国際小学校入試係 

【選考方法】 

 〇ペーパーテスト　〇個別テスト　〇面接（親子別々） 
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2023 Application and Admission Procedure for Our Graduates’ Children 

Admission Based on Recommendation for Graduates of Our School 
This is an entrance examination for the recommended children and grandchildren of our school’s graduates. 

Number of Students to Be Admitted: 5 only. 

Qualifications 
All of the following conditions 1 to 4 must be met. 

1. The applicant must be the child or grandchild of our school’s graduates. 

2. A child of those who agree to the founder’s belief and the educational policy of our school. 

3. A boy or a girl who will make our school the first choice and enroll if accepted. 

4. A boy or a girl who was born from April 2, 2016 to April 1, 2017. 

 Application Schedule 

Application Period: Interview: 
Announcement 

of Results: 
Entrance Procedure: 

September 12 （Mon.）- 

September 17 （Sat.） 
September 24 （Sat.） September 28 （Wed.）

October 3 （Mon.）- 

October 8 （Sat.） 

 Necessary Application Documents 
① Application Form （Fill in the desired course） 

② Household Information Sheet 

③ Self-addressed sticker for exam confirmation slip and test results 

④ 20,000 JPN exam fee with the original proof of payment （Non – refundable） 

Note: Please give the information about the graduate in the remarks column of the Household Information 

Sheet: the parent’s or grandparent’s name at the time of graduation, his/her school name, the year of 

graduation and his/her relation to the applicant. 

　　　　　　 Application forms must be sent by mail during the application period  to:  

　　　　　　　　　　＜Address＞ Admissions Office 

　　　　　　　　　　Gyosei International Primary School 

　　　　　　　　　　1083 Yana, Kisarazu-shi, Chiba 292-8565, JAPAN 

Admission 
Comprehensive evaluation of written tests and an interview test. The interview will be conducted separately 

with the child and the parents. 


