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2022年度　生徒募集要項
［2022年度入試　生徒募集要項］

入学試験
日程 A日程 B日程 C日程

オンライン選考日 2021年12月18日(土) 2022年1月23日(日) 2022年3月13日(日)

募集人数 約15名 若干名

出願

出願資格

＜新入学生＞・2009年4月2日から 2010年4月1日に出生した者で、 2022年3月31日までに卒業見込みの者
　　　　　　・中高等部6年間親元を離れ、他者との共同生活が可能な者
＜転入学生＞・2007年4月2日から 2009年4月1日に出生した者で、既に小学校を卒業している者
　　　　　　・中高等部在籍期間親元を離れ、他者との共同生活が可能な者

出願期間
2021年11月15日(月) 9:00～
2021年12月9日(木) 15:00

2021年12月27日(月) 9:00～
2022年1月13日(木) 15:00

2022年2月7日(月) 9:00～
2022年3月3日(木) 15:00

受験料
◆全日程33,000円
◆受験料のお支払いは「出願手続き詳細」をご確認ください。
◆一旦納入された受験料は理由のいかんを問わず返金いたしません。

出願書類

＜新入学生＞①入学願書（本学院所定）
　　　　　　②志望理由書（本学院所定）
　　　　　　③自己PRシート（本学院所定）
　　　　　　④通知表コピー（小学校5年次、6年次）
　　　　　　⑤チャレンジ特待生推薦書（本学院所定）※特待生として専願受験を希望する者のみ

＜転入学生＞①入学願書（本学院所定）
　　　　　　②志望理由書（本学院所定）
　　　　　　③自己PRシート（本学院所定）
　　　　　　④通知表コピー（中学校在籍学年）※任意提出
　　　　　　⑤英語コミュニケーション能力判定テスト「CASEC」スコアレポート

その他 ◆持病・アレルギー・食事制限などがある方は、出願前に必ずお問合せ下さい。

合否発表
合否発表 2021年12月21日(火) 2022年1月25日(火) 2022年3月15日(火)

発表方法 ◆本学院からメールにてご連絡いたします。

入学手続き
入学金 ◆全日程330,000円

入学金納入締切 2021年12月27日(月) 15:00 2022年1月31日(月) 15:00 2022年3月18日(金)15:00

入学書類提出締切 2022年2月28日(月) 2022年2月28日(月) 2022年3月31日(木)

◆合格者には入学案内書類をご案内します。
◆期日までに入学金納入、入学書類をご提出ください。
◆一旦納入された入学金は理由のいかんを問わず返金いたしません。

学費

学費

◆2022年度の学費は以下の通りです。

　授業料　　　　　　　1,650,000円 / 年
　探究学習費　　　　　　990,000円 / 年
　寮費　　　　　　　　1,320,000円 / 年
　クラスジャパン授業料　 27,500円 / 月　（※クラスジャパン小中学園へ直接支払いとなります）

◆すべて税込表記となります。
◆中等部2年次以降の学納金も上記の通りとなります。ただし、世界情勢や国内情勢、その諸事情の変動により在学中に学費の
一部を変更する可能性がございますのであらかじめご了承ください。
◆高等部進学時の入学金は免除となります。高等部学費は高等部HPをご確認ください。

その他 ◆本学院中等部の卒業生は、原則として本学院高等部へ入学できます。
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インフィニティチャレンジ特待生
インフィニティ国際学院のビジョンに共感し、生きる力と変化する力を要する素養を備えており、入学後、何事にも前向きに挑戦し成長する強い意志が
ある者をインフィニティチャレンジ特待生として受け入れます。

＜募集日程＞ A、B日程

＜対象人数＞ 若干名

＜出願資格＞ ・2009年4月2日から 2010年4月1日に出生した者で、 2022年3月31日までに卒業見込みの者（新入学生）
・特待生として専願受験を希望する者
・スポーツ、芸能活動、勉学、ボランティア活動、校内活動、その他個人の活動において、秀でた実績を残し、自分自身を特待生
として推薦できる者

＜出願書類＞ ①入学願書（本学院所定）
②志望理由書（本学院所定）
③自己PRシート（本学院所定）
④通知表コピー（小学校5年次、6年次）
⑤チャレンジ特待生推薦書（本学院所定）
※推薦書の提出にあたり、別添資料を追加していただいても構いません。（任意）
※PDFファイル以外の添付資料の提出を希望する場合は本学院メールアドレスへ添付ください。

＜試験内容＞ 出願書類とオンライン選考に加えて、チャレンジ特待生選考の受験生は学院長との個人面接があります。

＜特典＞ 初年度授業料の1,650,000円（税込）に相当する金額を免除いたします。
※中等部在籍期間の3年間を通じ、550,000円（税込）を毎年の授業料から減額いたします。
※毎年、学院生活への取り組み姿勢等の見直しを行います。
  在籍期間の途中で特待生にふさわしくないと判断した場合、免除を終了することがございます。

＜条件＞ ・特待生として合格した受験生は、原則本学院へ入学し、中高等部6年間在籍することを誓約すること。
・本学院での学院生活・活動において、積極的にチャレンジすることを誓約すること。
・本学院での学院生活・活動において、広報活動に協力することを同意すること。

＜合否発表＞ A日程　2021年12月21日(火)
B日程　2022年1月25日(火)

本学院からメールにて、特待生試験結果と入学試験結果をご連絡いたします。
※ チャレンジ特待生として受験した受験生で、特待生に選抜されない場合でも、一般合格の基準に達している際は「一般生合格」
となります。

選考一覧

併願 入学願書 志望理由
書

自己PR
シート

通知表
コピー

チャレンジ
特待生推薦書

CASEC
スコアレポート

受験生
面接

学院長
面接

保護者
面談 筆記試験

新入学生
（一般生） ◯ ● ● ● ● - - ● - ● -

新入学生
（特待生） × ● ● ● ● ● - ● ● ● -

転入学生 ◯ ● ● ● 任意 - ● ● - ● ●
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出願方法
＜出願手続きの流れ＞
１）本学院ホームページから出願書類をダウンロードしてください。
２）出願書類の準備
３）受験料33,000円を納入してください。（銀行振込）
４）出願書類の提出
５）受験料納入、願書提出完了のメール確認
６）オンライン選考詳細案内のメール確認（試験日1週間前を予定）

＜出願手続き詳細＞
１）本学院ホームページから出願書類一式をダウンロードしてください。

２）出願書類の準備
　　・入学願書（全員）
　　所定の用紙をダウンロードし、手書きまたはPC入力で作成してください。
　　提出はPDFファイルにて、ファイル名を「1_ローマ字フルネーム（例：1_InfinityTaro）」にして提出してください。
　　※保護者の方が記入してください。

　　・志望理由書（全員）
　　所定の用紙をダウンロードし、手書きまたはPC入力で作成してください。（文字数、枚数制限なし）
　　提出はPDFファイルにて、ファイル名を「2_ローマ字フルネーム（例：2_InfinityTaro）」にして提出してください。
　　※受験生本人が記入、作成してください。

　　・自己PRシート（全員）
　　所定の用紙をダウンロードし、手書きまたはPC入力で作成してください。（文字数、枚数制限なし）
　　提出はPDFファイルにて、ファイル名を「3_ローマ字フルネーム（例：3_InfinityTaro）」にして提出してください。
　　※受験生本人が記入、作成してください。

　　・通知表コピー（転入学生は任意）
　　在籍小学校の小学5年次、6年次の通知表をスキャンコピーし、提出してください。
　　提出はPDFファイルにて、ファイル名を「4_ローマ字フルネーム（例：4_InfinityTaro）」にして提出してください。
　　※転入生は在籍中学校の在籍学年の通知表コピーを提出してください。（任意）

　　・チャレンジ特待生推薦書（A、B日程で特待生として専願受験を希望する生徒のみ）
　　所定の用紙をダウンロードし、手書きまたはPC入力で作成してください。
　　提出はPDFファイルにて、ファイル名を「5_ローマ字フルネーム（例：5_InfinityTaro）」にして提出してください。
　　※受験生本人が記入、作成してください。

　　・英語コミュニケーション能力判定テスト「CASEC」スコアレポート（転入学生のみ）
　　CASECホームページ: https://casec.evidus.com  (受験料 3,667円/税込)
　　「CASEC」を受験の上、履歴書添付用スコアレポートをご提出ください。「CASEC」は、24時間オンライン受験が可能です。
　　受験後、スコアレポートのPDFファイルをダウンロードし、ファイル名を「5_ローマ字フルネーム（例：5_InfinityTaro）」にして提出してください。

３）受験料の納入
　　下記銀行口座宛に受験料33,000円を納入してください。
　　振込名義人を受験生本人の名前にしてお振込ください。
　　Paypay銀行　005（ビジネス営業部）2023280　普通
　　株式会社インフィニティグローバルスクール（旧：株式会社八戸学院グループ）
　　※一旦納入された受験料は理由のいかんを問わず返金いたしません。

４）出願書類の提出
　　Googleフォームに必要事項を入力、出願書類のPDFファイルを添付してご提出ください。
　　＜新入学生用フォーム＞
　　https://forms.gle/ujLMwXhmrNYYAoaS8

＜転入学生用フォーム＞
https://forms.gle/9t3tysimR9ZjmrPt6

５）願書提出、受験料納入完了のメール確認
　　Googleフォームの登録と受験料の納入が確認できた受験生へ本学院から手続き完了メールをお送りいたします。
　　必ず本学院アドレスからのメールが受信できるように設定してください。（junior@mail.infinity-gakuin.org）

６）入試詳細案内のメール確認（試験日1週間前を予定）
3

https://casec.evidus.com
https://forms.gle/ujLMwXhmrNYYAoaS8
https://forms.gle/9t3tysimR9ZjmrPt6


オンライン選考
日程 A日程 B日程 C日程

オンライン選考日 2021年12月18日(土) 2022年1月23日(日) 2022年3月13日(日)

時間

①受験生面接・口頭試問　（約40分間/午前）
②保護者面談（約20分間/午前）
③筆記試験（約50分間/午後）
※すべてオンライン（zoom）で行います。詳細は1週間前までにメールにて個別にご連絡します。

［選考内容］
＜新入学生＞　①受験生面接・口頭試問
　　　　　　　②保護者面談

＜転入学生＞　①受験生面接・口頭試問
　　　　　　　②保護者面談
　　　　　　　③筆記試験

◆新入学生、転入学生で選考内容が異なります。
◆2022年度生はすべてオンライン（zoom）で実施します。
　1週間前までにメールにてzoom URLをお送りしますので、zoom環境をご準備ください。

［選考内容詳細］
①受験生面接・口頭試問（全員 / 午前）
◆受験生面接・口頭試問は合わせて約40分間を予定しています。
◆口頭試問では、コミュニケーションをとる上での日本語力と英語力を確認します。
◆面接は録画させて頂きますのであらかじめご了承ください。

②保護者面談（全員 / 午前）
◆保護者面談は約20分間を予定しています。
◆面接は録画させて頂きますのであらかじめご了承ください。

③筆記試験　（転入学生のみ / 午後）
◆筆記試験は約50分間を予定しています。
◆試験はオンライン（zoom）で本学院試験担当者と繋ぎながら、その場で試験問題を解いていただきます。
◆答案用紙は1週間前までに送る詳細案内メールに添付します。
◆試験問題は、選考当日に願書に記載のメールアドレスへお送りいたします。メールアドレスの記載間違いがないようご注意ください。
◆答案用紙は、手書きで作成、もしくはPCにて文章作成ソフトを用いて作成してください。

  手書きで作成する場合は試験時間までに各自答案用紙を印刷してご準備ください。

◆解答制限時間が過ぎたら、手書きした答案用紙を写真で送付、もしくはPCで作成した答案用紙をPDFファイルにして、本学院へメールで

  提出していただきます。

◆PC操作に慣れていない方は手書きでの試験実施を推奨します。試験担当者はPC操作についてのサポートは致しかねます。

◆答案用紙の提出時のみ、保護者の方が提出方法をサポートすることを許可します。

［注意事項 / 共通］
◆受験生、保護者の面接、試験中はそれぞれ別室で待機いただくようお願いします。
◆本学院は、受験生・保護者・本学院それぞれの相互理解と価値観にギャップがないことを大切にしています。
◆試験内容や選考回数に個人差が発生する場合がございます。
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合否発表・入学手続き
＜合否発表＞ 本学院から入試結果をメールにてご連絡いたします。

必ず本学院アドレスからのメールを受信できるように設定してください。（junior@mail.infinity-gakuin.org）
＜入学手続き＞
１）入学金の納入
　　本学院に合格し、入学を希望する生徒は下記銀行口座宛に入学金330,000円を納入してください。
　　振込名義人を受験生本人の名前にしてお振込ください。
　　Paypay銀行　005（ビジネス営業部）2023280　普通
　　株式会社インフィニティグローバルスクール（旧：株式会社八戸学院グループ）
　※一旦納入された入学金は理由のいかんを問わず返金いたしません。

２）入学書類の受領
　　入学金の納入確認後、本学院より入学書類をご案内します。

３）入学書類の提出
　　期日までに入学書類一式を提出してください。

４）入学書類提出完了のメール確認
　　入学書類の提出が確認できた受験生へ本学院から手続き完了メールをお送りいたします。
　　必ず本学院アドレスからのメールを受信できるように設定してください。（junior@mail.infinity-gakuin.org）

学費
◆初年度の学費は下記の通りです。（すべて年額）
内容 金額
入学金 330,000円
授業料 1,650,000円
探究学習費 990,000円
寮費 1,320,000円
◆すべて税込表記となります。
◆学費は2期分納、探究学習費と寮費は年度ごとの一括納入となります。
◆2年次以降は入学金を除く学納金の納入となります。ただし、世界情勢や国内情勢、その諸事情の変動により在学中に学費の一部を変更する可能性が
ございますのであらかじめご了承ください。
◆探究学習費は探究学習に必要な教材費、プログラム費、また短期研修費等を含みます。短期研修費には、日帰りの郊外学習、移動と宿泊を伴う国内外
のプログラムを含み、その際の宿泊費と食費も含まれます。ただし、プログラム開催場所現地への移動代（バス、電車、飛行機等）は実費を各自負担と
する場合がございます。
◆授業料、探究学習費の他に、プログラムのアクティビティに応じた各種保険代や、海外渡航時のVISA代、入国税等各種税金が発生する可能性がござい
ます。その際の実費が各自負担となります。
◆寮費には施設管理費、食費、光熱費等が含まれます。
◆任意参加のプログラム等は別途ご請求となります。
◆高等部進学時の入学金は免除となります。高等部学費は高等部HPをご確認ください。

クラスジャパン小中学園
インフィニティ国際学院中等部は学校教育法第一条に定められた中学校ではなく、卒業認定は現住所のある地域の公立学校に在籍が必要です。
生徒は現住所のある地域の公立学校に学籍を置き、在籍校と連携しながら出席認定と卒業認定を取得します。
出席認定は本学院での学習状況を在籍校の校長に報告することで行われます。
在籍校との連携サポート機関として、本学院生は「クラスジャパン小中学園」へ入会していただきます。
本学院合格後、本学院の入学後と別途、クラスジャパン小中学園の入会手続きが必要となりますのでご了承ください。

内容 金額
入会金 11,000円　免除
月額利用料 27,500円
◆クラスジャパン小中学園入会金は本学院生は免除となります。
◆月額利用料には、提携企業の学習サービス全ての利用料が含まれています。
◆月額利用料は毎月口座振替で自動引落となります。
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