
OSAKA YMCA　1882-2023

2023年度 募集要項

大阪YMCA国際専門学校　国際高等課程　国際学科

OSAKA YMCA INTERNATIONAL HIGH SCHOOL



新入学 入学試験概要

1. 募集定員・対象・修業年限

学　　年 定　　員 修業年限

1年生 30名 全日制：3年

2. 入試方式
1) 2教科方式
2) 推薦方式

a. 英語推薦（国内生・海外帰国生／外国籍生）
b. 自己推薦

3. 出願期間・試験日

区　　分 出願期間 試　験　日

1次

＜専願＞　 2教科・推薦方式
2022年 12月 5日（月）～ 9日（金） 　2022年 12月 15日（木）

2次

＜専願＞ 　2教科・推薦方式
＜併願＞ 　2教科方式

2023年 1月 11日（水）～ 17日（火） 　2023年 1月 21日（土）

3次

＜専願＞　2教科・推薦方式
＜併願＞　2教科方式

2023年 2月 8日（水）～ 14日（火） 　2023年 2月 18日（土）

4次

＜専願＞　 2教科方式
2023年 3月 7日（火）～ 13日（月） 　 2023年 3月 17日（金）

4. 出願方法

窓口受付　出願書類一式と受験料を本校受付（4F）に提出してください。
　　　　　　　受付時間：10:00～17:00（土曜・日曜・祝日を除く）

郵送受付　出願書類一式と受験料を、現金書留または郵便為替で下記までご郵送ください。

（当日消印有効）

5. 合格発表　
受験当日午後に速達郵便にて発送します。
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方式別の入学試験要項

A-1.  国内生　＜2教科方式＞

1. 出願資格
2005年 4月 2日～2008年 4月1日の間に生まれ、下記の(1)～(3)のいずれかに該当する者

(1) 2023年3月に国内中学校を卒業の見込、もしくはすでに卒業している人
(2) 国内外の学校教育において9か年の課程を修了の見込、もしくはすでに修了している人
(3) 文部科学大臣の指定を受けた海外の日本人学校中学部を2023年3月に卒業の見込、もしくはす
でに卒業している人

2. 試験内容・選考方法

方　式 科　目 面　接

2教科
英語（リスニング含む）200点 　<60分>
国語（作文含む）　　　100点 　<60分> 日本語および英語

● 上記を総合的に判断します。なお、調査書（内申書）は参考程度で、点数化等はおこないませ

ん。

● 筆記試験問題の設問は日本語および英語です。

3. 出願書類・受験料
(1)本校入学願書　写真（5 cm × 4 cm）貼付のこと
(2)個人報告書（調査書）
書式は問いません。在籍中学校のものを使用してください。既卒生は卒業証明書も提出し

てください。

(3)受験料 22,000円

　　※出願は、学校説明会・授業見学等に参加された後、必ず本人・保護者が入学個別面談を　　　　受

けてからとなります。入学個別面談は10月より実施します。

【個人情報について】ご記入いただいた入学願書の個人情報については、入学に関する必要事項確認以外には使用いたしません｡
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A-2.  国内生　＜推薦方式（1～3次入試）＞

1. 受験資格
2005年 4月 2日～2008年 4月1日の間に生まれ、下記の(1)～(3)のいずれかに該当する人
(1) 2023年3月に国内中学校を卒業の見込、もしくはすでに卒業している人
(2)国内外の学校教育において9か年の課程を修了の見込、もしくはすでに修了している人
(3)文部科学大臣の指定を受けた海外の日本人学校中学部を2023年3月に卒業の見込、もしくは
すでに卒業している人

◆英語推薦：

日本英語検定協会の実用英語技能検定（英検）3級以上、またはそれと同等の力を所持している人。

◆自己推薦：

入学後にボランティア活動や社会貢献活動に取り組む意欲の強い人で、自己推薦申込後に課される作

文を１週間以内に提出し、出願資格を認められた人。

※ただし申込は出願期間初日より2週間前までに行うこと。（入学後、英検を受験し、1年以内に3　級以
上の合格が義務付けられます。）

2. 試験内容・選考方法

方　式 科　目 面　接

英語推薦（国内生） 国語（作文含む）　100点 　<60分>
日本語および英語

自己推薦 国語（作文含む）　100点 　<60分>

● 上記を総合的に判断します。なお、調査書（内申書）は参考程度で、点数化等はおこないませ

ん。

● 筆記試験問題の設問は日本語および英語です。

3. 出願書類・受験料
(1) 本校入学願書　写真（5㎝×4㎝）貼付のこと
(2) 個人報告書（調査書）：書式は問いません。在籍中学校のものを使用してください。既卒生は卒
業証明書も提出してください。

(3) 受験料 22,000円
(4) その他必要書類
英語推薦方式受験者：実用英語検定（英検）3級以上、またはそれと同等資格のコピー
自己推薦方式受験者：本校が発行する「出願資格認定証」

　　※出願は、学校説明会・授業見学等に参加された後、必ず本人・保護者が入学個別面談を　　　　受

けてからとなります。入学個別面談は10月より実施します。

【個人情報について】ご記入いただいた入学願書の個人情報については、入学に関する必要事項確認以外には使用いたしません。

3



B.  海外帰国生／外国籍生　試験要項

1. 受験資格
2005年 4月 2日～2008年 4月1日の間に生まれ、下記の(1)～(3)のいずれかに該当する人
(1) 2023年3月に国内中学校を卒業の見込、もしくはすでに卒業している人
(2)国内外の学校教育において9か年の課程を修了の見込、もしくはすでに修了している人
(3)文部科学大臣の指定を受けた海外の日本人学校中学部を2023年3月に卒業の見込、もしくは
　　すでに卒業している人

※海外帰国生：過去3年間で通算10か月以上、もしくは過去7年間で通算2年以上の海外在留
経験を有する人。(期間を証明する書類が必要)

2. 試験内容・選考方法
(1)　2教科方式

方　式 科　目 面　接

2教科
英語（リスニング含む）200点  <60分>
国語（作文含む）            100点  <60分> 日本語および英語

(2）英語推薦方式

方　式 科　目 面　接

英語推薦
（海外帰国生）
〈1～3次入試〉

　国語（作文含む）　100点　<60分> 日本語および英語

※日本英語検定協会の実用英語技能検定2級以上、TOEIC 520点、TOEFL iBT 52点、IELTS 4.0、ま　
たは他の外国語検定試験においてそれと同等の力を所持している人。

● 上記を総合的に判断します。なお、調査書（内申書）は参考程度で、点数化等はおこないませ

ん。

● 筆記試験問題の設問は日本語および英語です。

● 国語筆記試験は日本語の能力に合った試験を行います。

3. 出願書類・受験料
(1) 本校入学願書　写真（5cm ×4cm）貼付のこと
(2) 個人報告書（調査書）
(3) 書式は問いません。在籍中学校のものを使用してください。既卒生は卒業証明書も提出してくだ
さい。

(4) 受験料 22,000円
(5) その他必要書類

● 英語推薦方式受験者：実用英語検定2級以上、またはそれと同等資格のコピー
● 海外帰国生：在留期間等を証明する書類

● 外国籍生：パスポートのコピー

　　※出願は、学校説明会・授業見学等に参加された後、必ず本人・保護者が入学個別面談を　　　　受

けてからとなります。入学個別面談は10月より実施します。

【個人情報について】ご記入いただいた入学願書の個人情報については、入学に関する必要事項確認以外には使用いたしません。
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入学金および授業料などの納付金

◆入学手続き・学費

入学を許可された人は合格発表時に渡される入学手続き要項に従って、手続きを完了してください。

専願入試合格者は、指定された日（試験日より約2週間後）までに手続きを完了してください。
併願入試合格者は、2023年3月1日（水）～3月31日（金）の間に手続きを完了してください。

国際学科　学費 全　　納
分　　納

入学手続時 8月末

入学一時金

入学金（初年度） 200,000円 200,000円 ―

施設設備費
（660,000円を3年間で

分納可）
220,000円 110,000円 110,000円

経常的納付金 授業料 ※1　677,000円 342,000円 335,000円

その他費用（下記） ※2　200,000円 125,000円 75,000円

※1　
本校は「国の就学支援金」・「大阪府の就学支援補助金」の推進校です。

2020年度は保護者の年収に応じて、118,800～677,000円の就学支援金、補助金が授業料として還付さ
れました。なお、保護者の年収によっては上記の対象とならない場合もございます。

※2　
その他の費用　実習教育費：150,000円　教材費：40,000円　PTA会費：10,000円
2年次は海外研修（必修）において、別途約300,000円必要です。

◆YMCA学院高等学校（技能連携校）
YMCA学院高等学校の卒業資格取得を希望される方が対象となります。

入学金（初年度のみ） 在籍料・施設設備費 授業料（1年次） 合　計

50,000円 20,000円 ※3　176,000円 246,000円
　

※3　
2年次、3年次は取得する単位数によって授業料が変わります。（1単位：5,500円）
納入方法・期限は別途、YMCA学院高等学校よりお知らせします。（2022年5月末案内予定）
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編入学

1. 募集定員 若干名

2. 募集学年 1～3年生（編入学年は過去の学歴・取得単位によります）
※3年生への編入学は下記10月編入までとなります。

3. 入学資格 中学卒業者・高校中退者・高校や高等専修学校在籍者

上記で2003年4月2日～2007年4月1日の期間に生まれた人

4. 出願期間・試験日　※下記以外の期間でも編入学が可能です。ご相談ください。

出願期間 試験日

10月編入 2022年8月31日（水）～　9月6日（火） 2022年9月9日（金）

4月編入 2023年3月2日（木）～　3月8日（水） 2023年3月14日（火）

5. 試験内容・選考方法

科　目 面　接

　　　英語（リスニング含む）         200点  　<60分>
　　　国語（作文含む）※                 100点  　<60分> 日本語および英語

※海外帰国生／外国籍生の国語筆記試験は日本語の能力に合った試験を行います。

6. 出願方法
P.1 新入学の要項「4. 出願方法」をご確認ください。

7. 出願書類・受験料
(1) 本校入学願書　写真（5cm × 4cm）貼付のこと
(2) 単位・成績書類　
現在までに修得した科目（単位）、および前籍校での出席数を証明する書類（「単位取得証明

書」「学年修了証明書」「成績証明書」など）。 ただし、在学時の学校が作成し、開封のものに限

る。　※書式は問いません。

(3) 受験料　22,000円
(4) その他必要書類

● 海外帰国生：上記に加えて、在留期間等を証明する書類

● 外国籍生：上記に加えて、パスポートのコピー

※出願は、学校説明会・授業見学等に参加された後、必ず本人・保護者が入学個別面談を受け

てからとなります。

【個人情報について】ご記入いただいた入学願書の個人情報については、入学に関する必要事項確認以外には使用いたしません｡

8. 合格発表・入学手続き
受験当日午後に速達郵便にて発送します。入学を許可された人は合格発表時に渡される入学　手

続き要項に従って、手続きを完了してください。
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オープンスクール・学校説明会（予定）

　　2022年　7月　18日（月）　　10:00　〜　12:30

　　　　　　8月　20日（土）　　10:00　〜　12:30

　　　　　　9月　10日（土）　　10:00　〜　12:30

　　　　　　10月  15日（土）　    10:00　〜　12:30

　　　　　　11月  19日（土）　    10:00　〜　12:30

　　　　　　12月  10日（土）　    10:00　〜　12:30

生徒・保護者の皆さまを対象とした学校説明・入試情報の説明を行います。

ご希望により、個別相談も対応いたします。

受験対策講座・個別相談会

　　 2023年　1月　7日（土）　　個別相談会　　10:00〜

　　　2023年　2月　4日（土）　　個別相談会　　10:00〜

※なお、上記すべてのイベントは、コロナウィルス感染拡大状況次第で、やむなく開催の予定を　変更ま

たは中止する場合があります。参加ご希望の方は、必ず事前に本校ホームページの最新　情報をご確

認ください。

交通のご案内

● 大阪メトロ四つ橋線　             肥後橋3番出口　徒歩5分
● 京阪・大阪メトロ御堂筋線　 淀屋橋4番出口　徒歩12分
● 京阪中之島線　　　　　         渡辺橋7番出口　徒歩10分
● 大阪駅より　市バス88系統天保山行にて「土佐堀1丁目」下車
　　　　　　またはタクシーにて10分

大阪YMCA国際専門学校 国際高等課程 国際学科
Osaka YMCA International High School

〒550-0001　大阪市西区土佐堀1-5-6 4F
TEL　06-6441-0848
FAX　06-6443-7544

E-mail 　osakaymca-ihs@osakaymca.org
　Website　http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/ihs/
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